SUMMER TYRES & WHEELS
DRESS UP CAMPAIGN

サマータイヤ・ホイールドレスアップキャンペーンのご案内

キャンペーン期間
ドレスアップには欠かせない魅力的なホイールラインアップと特典をご用意しました。 2020年3月1日〜6月30日

SPECIAL OFFER & PRESENT
純正タイヤ

SPECIAL PRICE OFFER
ご購入者様

その他純正タイヤ

全員

対象純正サマータイヤと純正アロイホイールの
4 本コンプリートセットを特別価格でご案内しております。

BRAND GOODS
純正アロイホイール

全国先着

50名様

ランドローバーコレクション
「オリジナルキャップ」をプレゼント

※特別価格とプレゼントは、本ツール掲載のキャンペーン対象純正サマータイヤと
純正アロイホイール4本のコンプリートセットをご購入いただいた場合に適用となります。
※プレゼントは先着順とし、限定数に達した時点で終了となります。
また、
プレゼント品は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

純正タイヤ

BRAND GOODS
全国先着

ランドローバーコレクション

100名様 「トラベルセラミックマグ」をプレゼント
その他純正タイヤ

※プレゼントの対象は、本ツール掲載のランドローバー純正サマータイヤに限ります。
※プレゼントは先着順とし、限定数に達した時点で終了となります。
また、
プレゼント品は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
※コンプリートセットをご購入の場合、
プレゼントは「オリジナルキャップ」
となります。

お客様の車のホイールをドレスアップ。
ホームページでシミュレーションできます。
※一部、シミュレーションできない組み合わせもあります。
※右記のQRコードを読み込みアクセスしていただくか、
ランドローバー カスタマイズ
で検索してください。

https://www.landrover.co.jp/build-your-own/index.html

※掲載の情報は、2020 年 2 月現在の情報です。
※すべての写真はイメージであり細部で異なる場合があります。
また、記載されている内容において予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
※お客様のランドローバー車に適合するタイヤ、および在庫状況など、詳しくはサービススタッフにお尋ねください。

キャンペーン対象サマータイヤ・ホイール 4 本コンプリートセット
純正タイヤと洗練を極めた純正アロイホイールとのベストマッチングで優れた性能を発揮します

DISCOVERY SPORT

21

インチ

245/45R

※

20

インチ

245/45R

19

インチ

235/55R

通常価格

STYLE 5090
ダイヤモンドターンド

;/6=HUR$6

部品番号 : 28LR126474

部品番号 : 28P3535300

グロスブラック

;/6=HUR$6

部品番号 : 28LR126106

部品番号 : 28P3642200

STYLE 521

¥795,740

（税込）

通常価格

STYLE 5089

グロスブラック
部品番号 : 28LR064196

部品番号 : 28C272786

¥768,900（税込）

キャンペーン特別価格

¥579,436

（税込）

通常価格
;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥985,380（税込）

キャンペーン特別価格

¥627,220（税込）

キャンペーン特別価格

¥495,770

（税込）

※アダプティブダイナミクス装備車用。

DISCOVERY(17MY以降)

22

インチ

285/40R

※1

21

インチ

275/45R

※2

20

インチ

235/60R

STYLE 5011

通常価格

グロスブラック

;/&RQWL&URVV&RQWDFW/;
6SRUW6LOHQW/5

部品番号 : 28LR082900

部品番号 : 28C0354462

STYLE 1012
グロスブラック
部品番号 : 28LR081585

部品番号 : 28CR3474

STYLE 5011

キャンペーン特別価格

¥848,100

（税込）

通常価格
;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW/5

部品番号 : 28LR081587

部品番号 : 28CR3475

¥891,220（税込）

キャンペーン特別価格

¥711,260

（税込）

通常価格

グロスブラック

¥1,043,460（税込）

¥847,220（税込）

キャンペーン特別価格

¥681,560

（税込）

※1 ○7シート車装着時は、285タイヤとの組み合わせが必要。 ○コイルサスペンション装備車は装着不可。
※2 ○コイルサスペンション装備車は装着不可。

NEW RANGE ROVER EVOQUE

21

インチ

245/45R

※

20

インチ

235/50R

通常価格

STYLE 5078
グロスブラック

;/6=HUR$6

部品番号 : 28LR114523

部品番号 : 28P3535300

キャンペーン特別価格

¥756,800

（税込）

通常価格

STYLE 5079
グロスブラック

;/6=HUR$6

部品番号 : 28LR114528

部品番号 : 28P3642200

¥933,460（税込）

¥783,420（税込）

キャンペーン特別価格

¥617,760

（税込）

※アダプティブダイナミクス装備車用。

RANGE ROVER EVOQUE

20

インチ

245/45R

19

インチ

235/55R

18

インチ

225/65R

STYLE 508

通常価格

サテンブラック

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
8+3(

部品番号 : 28LR072182

部品番号 : 28CF6370

STYLE 603

キャンペーン特別価格

¥689,480

（税込）

通常価格

スパークル・シルバー

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
8+3(

部品番号 : 28LR050931

部品番号 : 28CF6369

スパークル・シルバー

;/69HDV

部品番号 : 28LR084668

部品番号 : 28P2056000

¥696,300（税込）

キャンペーン特別価格

¥547,580

（税込）

通常価格

STYLE 506

¥863,940（税込）

¥544,060（税込）

キャンペーン特別価格

¥429,220

（税込）

RANGE ROVER VELAR

21

インチ

265/45R

20

インチ

255/50R

19

インチ

255/55R

STYLE 1033

通常価格

グロスブラック

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

部品番号 : 28LR091541

部品番号 : 28C0359014

キャンペーン特別価格

¥797,720

（税込）

通常価格

STYLE 7014
スパークル・シルバー

;/&6&689

部品番号 : 28LR091537

部品番号 : 28C0358369

サテンダークグレー

;/3=(52

部品番号 : 28LR091545

部品番号 : 28P2528800

¥899,140（税込）

キャンペーン特別価格

¥727,980

（税込）

通常価格

STYLE 5046

¥985,380（税込）

¥757,020（税込）

キャンペーン特別価格

¥602,360

（税込）

RANGE ROVER SPORT (14MY以降)

21

インチ

275/45R

STYLE 5091

通常価格

サテンポリッシュ

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

部品番号 : 28LR103598

部品番号 : 28CF8457

¥1,155,220（税込）

キャンペーン特別価格

¥909,260

（税込）

※ SVR専用。

RANGE ROVER(13MY以降) / RANGE ROVER SPORT(14MY以降)

22

インチ

275/40R

※1

22

インチ

275/40R

※1

22

インチ

275/40R

※1

21

インチ

275/45R

※2

STYLE 9012

通常価格

グロスブラック

;/&RQWL&URVV&RQWDFW/;
6SRUW&RQWL6LOHQW

部品番号 : 28LR099147

部品番号 : 28CF9666

STYLE 9012

;/&RQWL&URVV&RQWDFW/;
6SRUW&RQWL6LOHQW

部品番号 : 28LR099146

部品番号 : 28CF9666

STYLE 5014

¥872,520

（税込）

;/&RQWL&URVV&RQWDFW/;
6SRUW&RQWL6LOHQW

部品番号:28VPLWW0087

部品番号 : 28CF9666

¥898,920

（税込）

グロスブラック
部品番号 : 28LR078437

部品番号 : 28CF8457

¥1,231,780（税込）

キャンペーン特別価格

¥988,020

（税込）

通常価格
;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥1,112,980（税込）

キャンペーン特別価格

通常価格

テクニカルグレイ
ローグロス

STYLE 9001

キャンペーン特別価格

通常価格

ミッドシルバー
ダイアモンドターンド

¥1,077,780（税込）

¥842,820（税込）

キャンペーン特別価格

¥674,960

※1 RANGE ROVER ○PHEV 装着不可。RANGE ROVER SPORT ○SVR、5+2シート装備車、PHEV、コイルサスペンション装備車は装着不可。
※2 RANGE ROVER SPORT ○SVR、コイルサスペンション装備車は装着不可。

※表示価格は全て税込です。
※通常セット価格には、以下の費用が含まれております。
ホイール本体価格、タイヤ本体価格、エアバルブ4個¥7,040、参考組付工賃￥17,820（装着時間 1.2hr、組付工賃単価は、1時間あたり¥14,850と、標準組付時間から算出しています。）
※車両への取付に必要な工賃は、別途お客様のご負担となります。
※タイヤの供給状況により、セット内容が変更される場合があります。
※サマータイヤのみで購入の場合の価格につきましては、サービススタッフにお尋ねください。

（税込）

キャンペーン対象サマータイヤ
ランドローバーの純正サマータイヤは優れた性能を発揮できるように設計されています

純正サマータイヤ一覧
DISCOVERY SPORT

21インチ
245/45R

20インチ
245/45R

19インチ
235/55R

18インチ
235/60R

;/6=HUR$6

17インチ
235/65R

¥75,350 × 4本
部品番号 : 28C245103

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥58,300 × 4本
部品番号 : 28C272786

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥44,000 × 4本
部品番号 : 28C272201

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥41,140 × 4本
部品番号 : 28P2056000

18インチ
235/60R

NEW RANGE ROVER EVOQUE
部品番号 : 28P3535300

;/69HDV

¥39,820 × 4本
部品番号 : 28C235108

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥36,080 × 4本

DISCOVERY（17MY以降）

22インチ
285/40R

22インチ
285/40R

21インチ
275/45R

20インチ
235/60R

部品番号 : 28C0354462

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW6LOHQW/5

¥84,150 × 4本
部品番号 :28CR3476

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW/5

¥77,880 × 4本
部品番号 : 28CR3474

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥61,490 × 4本
部品番号 : 28CR3475

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW/5

¥64,790 × 4本

245/45R

;/[&RQWDFW

¥75,350 × 4本

;/6=HUR$6

部品番号 : 28P3642200

20インチ
235/50R

¥48,840 × 4本

;/6=HUR$6

20インチ
245/45R

19インチ
235/55R

部品番号 : 28CF6370

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
8+3(

¥44,000 × 4本
部品番号 : 28P2056000

18インチ
235/60R

¥60,170 × 4本
部品番号 : 28CF6369

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
8+3(

¥39,820 × 4本

;/69HDV

265/40R

21インチ
265/45R

部品番号 : 28C0354738

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

18インチ

¥77,330 × 4本
部品番号 : 28C0358369

¥72,270 × 4本

;/&6&689

部品番号 : 28P2528800

19インチ
255/55R

¥76,670 × 4本
部品番号 : 28C0359014

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

20インチ
255/50R

22インチ
275/40R

22インチ
275/40R

20インチ
255/50R

¥53,240 × 4本

;/3=(52

部品番号 : 28C0359033

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

部品番号 : 28CF9666

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW&RQWL6LOHQW

¥82,830 × 4本
部品番号 : 28C0354926

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥74,030 × 4本

¥43,340 × 4本

部品番号 : 28CF0906

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
8+3

¥62,920 × 4本

RANGE ROVER SPORT（19MY以降）
部品番号 : 28CR1280

22インチ
295/40R

;/&6&6896LOHQW

22インチ
275/40R

22インチ
275/40R

21インチ
275/45R

¥108,790 × 4本
部品番号 : 28CR1279

22インチ
295/40R

RANGE ROVER VELAR

22インチ

RANGE ROVER（13MY以降）

RANGE ROVER（12MY迄）

RANGE ROVER EVOQUE

部品番号 : 28CR1175

19インチ
255/55R

21インチ

255/60R

DISCOVERY（16MY迄）

部品番号 : 28P3535300

;/&6&689

¥100,760 × 4本
部品番号 : 28CF9666

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW&RQWL6LOHQW

¥82,830 × 4本
部品番号 : 28C0354926

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥74,030 × 4本
部品番号 : 28CF8457

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
/;6SRUW

¥61,490 × 4本

RANGE ROVER SPORT（13MY迄）

20インチ
275/40R

18インチ
255/55R

部品番号 : 28CF0869

;/&RQWL[6SRUWǍ
&RQWDFW

¥66,550 × 4本
部品番号 : 28CF0878

;/&RQWL&URVV&RQWDFW
8+3

¥45,540 × 4本

¥56,320 × 4本
FREELANDER
部品番号 : 28CF0443

18インチ
235/50R

;/&RQWL[&RQWDFW

ランドローバー認証タイヤについて

純正アロイホイールについて

タイヤのサイドウォールに刻印されている「LR」は
英国ランドローバー社がタイヤメーカーと共同開発
したランドローバー認証タイヤの証です。
ランドローバー認 証タイヤはランドローバー正 規
ディーラーにてお求めいただけます。

10,000 時間を超える塩水噴霧、 耐衝撃試験に
加え、 -40℃以下から +80℃以上という幅広い温
度暴露試験を実施しています。過酷な試験に合
格してはじめて、純正アロイホイールとして認定さ
れます。試験では、あらゆる走行条件をシミュレー
トしているため、すべての純正アロイホイールは、
ランドローバーの高い品質基準を満たしています。

¥42,240 × 4本

正規ディーラーでのタイヤ交換について
正規ディーラーは、英国ランドローバー社の最新情報
に基づいて、お車に最適なタイヤ選びをお手伝いし
ます。
たとえばインチアップの際は、車両が正常に機
能するように、
ランドローバー専用の診断機でタイヤ
サイズを再設定します。
また、
タイヤ交換後は、使用状況や損耗状態に応じた
プロフェッショナルなアドバイスをさせていただきます。

※表示価格は全て税込です。2020年2月時点の情報ですが、4月以降に改定を行うことがあります。
※価格や記載されていないタイヤなど、詳しくはお近くのディーラーの担当にお問い合わせください。

LR-5130052_200_2002

landrover.co.jp

