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RANGE ROVER EVOQUE
LAND ROVER ACCESSORIES 



エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリストイントロダクション

EXPERIENCE LAND ROVER
Range Rover Evoqueは、新たなレベルの魅力と多様性を前面に押し出し、どんな状況でもあなたの旅の 
ニーズを満たす準備ができています。オンロードでもオフロードでも、素晴らしいパフォーマンスを期待できます。

特定のニーズを満たすための完璧な方法は、ランドローバーのアクセサリーで車両をパーソナライズすることです。

スタイリッシュで実用的なインテリアとエクステリアのアクセサリーを幅広く取り揃えています。また、キャリング＆

トウイング、ホイール、ホイールアクセサリーも各種ご用意しています。

Range Rover Evoqueで利用可能なアクセサリの詳細については、次のURLをご覧ください。

accessories.landrover.com

https://accessories.landrover.com/jp/ja/range-rover-evoque//


エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリストイントロダクション

METICULOUSLY DESIGNED 
AND ENGINEERED

極めて緻密な設計、開発。ランドローバーのアクセサリー

は、クルマそのものをデザインした同じチームによって

設計されています。彼らは、ランドローバーに細部まで

精通したエキスパート。その専門知識で、パフォーマンス

を最適化しながら、全体のデザインを引き立てるアクセ

サリーを生み出すことができるのです。

TESTED TO THE HIGHEST  
INDUSTRY STANDARDS

最高に厳格なテスト基準。ランドローバーのアクセサリー

はすべて、ランドローバーに期待される厳しい基準を

満たしていることを確認するために、厳格なテストと

検査が行われています。これによって、アクセサリーが

常にクルマと調和して機能することをお約束します。

アクセサリーは、極端な高温と低温の環境下でテスト

されており、一年中、あらゆる条件で性能を発揮する

ことを確認しています。

また、耐腐食性試験では、沿岸部などの過酷な気候

にも耐えられることを確認し、一連の試験では、ランド

ローバーの既存の安全機能とのシームレスな統合を

確認します。

アクセサリーは、そのデザイン、機能、素材に応じた

一連のオーダーメイドのテストを経て、その性能が確認

されます。

例えば、エクステリアアクセサリーのテストには以下の

ようなものがあります。

–  “フロリダ・ウェザリング”として知られる直射日光に
対する２年間の耐候性試験

–  500時間の熱劣化試験
–  -40℃から80℃の耐熱試験
–  -40℃で16時間保持した後、直ちに70℃で5分間保持
する熱衝撃試験

–  湿度95～100%、温度48℃に168時間保持する耐
湿試験

–  実際の運転状況における製品寿命をシミュレーション
するために、大量の塩分、土、ほこりを含む環境を人工

的に作り出して環境サイクル試験を行っています。

QUALITY ASSURED

さらなる安心のために。ランドローバー認定アクセサリー

には包括的な製品保証が付いています。ランドローバー 
正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証

期間は、初回装着時から1年間となります。なお一部
のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは
1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、
保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmの
どちらか早いほう）となります。

アクセサリーの詳細については、ランドローバーのアクセ

サリーWEB サイト accessories. landrover.comを
ご覧ください。

https://accessories.landrover.com/jp/ja/range-rover-evoque//
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EXTERIOR



イントロダクション インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリストエクステリア

EXTERIOR STYLING

カーボンファイバー ミラーカバー
ハイグロスフィニッシュを施した、高級感あふれるカーボンファイバーのミラーカバー。卓越したパフォーマンスを想起させるスタイルを作り上げます。 

グロスブラック ミラーカバー
エクステリアデザインを際立たせる、グロスブラックのミラーカバー。 

ノーブルクローム ミラーカバー
エクステリアデザインを際立たせる、ノーブルクロームメッキのミラーカバー。
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EXTERIOR STYLING

グロスブラックサイドベント

エクステリアデザインをさらに際立たせる、グロスブラックのサイドベント。 
1台分のセット販売。

ステンレススチールアンダーシールド - フロント / リア
オフロードスタイルのアンダーシールド。上質なブライトポリッシュを施したステンレススチール製。 
車両フロント用 / 車両リア用
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EXTERIOR PROTECTION

リアバンパープロテクションカバー

リアバンパーを傷やこすれから保護する、便利な引き出し式のプロテクター。荷物の積み下ろしの
際には、バンパーに服が接触して汚れるのを防ぎます。強靭なファブリックを使用、折り畳み式の
デザインでラゲッジスペースのフロア下に収納できます。

マッドフラップ － フロント / リア
泥はねを減らし、塗装面を傷や汚れから保護する人気のアイテム。車両のエクステリアスタイリング
を引き立てます。  
 R-Dynamic および Autobiography 装着不可。

オールウェザーカーカバー

雨、霜、雪、ホコリなどからレンジローバーイヴォークを保護する全天候型のカバー。素早く簡単
に装着できます。
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INTERIOR



イントロダクション エクステリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリストインテリア

INTERIOR STYLING

ラグジュアリーカーペットマットセット

2,050gm2の深いパイル生地を用いたラグジュアリーなカーペットマットのセット。裏地に防水加工を施し、メタルコーナーピースを取り付け
ました。インゴット加工のRANGE ROVERロゴ入り。インテリアを高級感あふれる雰囲気に仕立てます。

スポーツペダルカバー

ブライトフィニッシュを施した、ステンレススチールのスポーツペダルカバー。 
簡単に装着でき、固定具が隠れるのですっきりとした仕上がりになります。



イントロダクション エクステリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリストインテリア

シルトレッドプレート － ブライトフィニッシュ
運転席と助手席のフロントドアシル・トレッドプレート。クルマをスタイリッシュに引き立てながら、シルトリムを傷などから保護します。 
インテリアや、フロントドアを開いた時にやわらかく照らされるRANGE ROVERスクリプトとのコーディネートをお楽しみいただけます。

シルトレッドプレート － イルミネーテッド
運転席と助手席のフロントドアシル・トレッドプレート。クルマをスタイリッシュに引き立てながら、シルトリムを傷などから保護します。 
インテリアや、フロントドアを開いた時にやわらかく照らされるRANGE ROVERスクリプトとのコーディネートをお楽しみいただけます。

INTERIOR STYLING
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ロードスペース ラグジュアリーカーペットマット
2,050gm2の深いパイル生地を用いたラグジュアリーなカーペットマットのセット。裏地は防水加工、RANGE ROVERロゴ入り。 
エボニーインテリアトリム用。

INTERIOR STYLING

ロードスペース トレッドプレートフィニッシャー － イルミネーテッド
ブラッシュドフィニッシュのステンレススチール製で、柔らかな光を放つラゲッジスペースのトレッドプレートフィニッシャー。 
荷物の積み下ろしの際にトリムを保護します。
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INTERIOR PROTECTION

ロードスペース ライナートレイ
セミリジッド防水仕様のラゲッジスペースライナートレイ。3辺の縁が立ち上がった構造で、ラゲッジスペースのフロアとサイドウォールを水や
汚れから保護します。RANGE ROVERロゴ入り。 ロードスペースリテンションキットと同時装着不可。

プロテクティブリアシートカバー 
リアシートベンチとドアライニングを水や汚れから保護します。

ラバーマットセット － 右ハンドル車用
さまざまな汚れからフロアを保護する、ラバー製のフットウェルマット。 
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INTERIOR PROTECTION

ロードスペース ラバーマット
防水仕様のラゲッジスペースラバーマット（トレータイプ、ブラック）。ラゲッジスペースのフロアを保護します。

ロードスペース ラバーマットエクステンション
リアシートを折り畳んだ時に背面を保護する、防水仕様のマットエクステンション。
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INTERIOR PROTECTION

ロードスペース パーティションネット
荷崩れから乗員を保護するパーティションネット。ラゲッジスペースの「D」ループとルーフライニングの固定部に取り付けます。長い荷物を運ぶ
際には、簡単に取り外せます。厳格な欧州基準、ECE-17規格に適合。 

ラゲッジパーティション － フルハイト
キャビンスペースへの荷物の侵入を防ぎます。厳格な欧州基準、ECE-17規格に適合。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

アクティビティキー

キーフォブはクルマの中に置いて、かわりにウォータープルーフを施した軽くて丈夫なリストバンドタイプのアクティビティキーを身につければ、
活動範囲が拡がります。アクティビティキーがONになると、キーフォブは10秒後に停止して車両がロックされ、セキュリティを確保します。

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーは、運転中の出来事や事故の映像を記録し、キャビンや電気システムにシームレスに統合できるように設計されています。 
長時間の使用でも低消費電力を実現し、フルHDに対応したフロントおよびリアのビデオカメラが装備されます。
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クリック&プレイ
クリック&ゴーシステムの「クリック&プレイ」は、取り外し可能なタブレットホルダーアタッチ
メントは、簡単に角度を変えて使用でき、後席の快適性とエンターテインメントを高めます。

クリック&ワーク
クリック&ワークはクリック&ゴーシステムの一部です。リアシートの乗員に実用的な
ワークスペースを提供する折り畳み式テーブル。長時間のドライブなどで役立ちます。 
カップホルダーも備えており、高さと角度を調節して快適に使用できます。

クリック&フック
クリック&ゴーシステムの「クリック&フック」は、ハンドバッグやショッピングバッグなど
のアイテムをつるして、車内のスペースを有効活用できます。

クリック&ゴー － ベース
リアシートでご利用いただける多目的シートバックシステム。ヘッドレストにアタッチメントを
装着して、タブレットを固定したり、バッグ・シャツ・ジャケットなどをかけることができます。  
アタッチメントは別売。使用しない時は簡単に取り外せます。 

クリック＆ハング

クリック&ゴーシステムの「クリック&ハング」は、着脱可能なコートハンガー。移動中にシャツや
ジャケットがシワになるのを防ぎます。  車外で使用するためのフックも備えています。 

FUNCTION & TECHNOLOGY
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iPhone®ドックコネクト&チャージドック
センターコンソールのカップホルダースペースを利用するiPhone接続&充電ドック。接続中もiPhoneの各種機能へのアクセスが可能で、車載の
インフォテインメント&オーディオシステムで操作できます。ホルダーはカットアウト設計で、停車時にもホームボタンを押すことができます。USB
チャージャーは、iPhone以外の機器に接続したい時には簡単に取り外せます。幅67.3mmまでのiPhoneにフィットします。

FUNCTION & TECHNOLOGY

カップホルダートレイ

カップホルダーカバートレイは、小物の整理に便利です。カバートレイを使用してツインカップホルダーをカバーすると、小物を手の届きやすい
場所に置くことができます。また、ツインカップホルダーをカバー付きのストレージとして使用して、小物を見えないようにすることもできます。
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コラプシブル ラゲッジオーガナイザー
走行中に荷物が動かないようにする、折り畳み式のラゲッジオーガナイザー。使用しない時は簡単に折り畳めます。 

プレミアムサンシェード

UVサンシールドが強い日差しを遮って、暑い日でも車内を涼しく保ちます。

FUNCTION & TECHNOLOGY
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ロードスペース リテンションキット
ラゲッジスペースレールに取り付けて荷物を確実に固定するアタッチメント。クイックロック/
リリースシステムで着脱は簡単。ラゲッジスペース内の荷物をフレキシブルに積載できます。
アタッチメントパックには、巻き取り式ストラップと伸縮式バーが含まれています。

ロードスペース リテンションネット
小さな物を安全に納めておけるネット。ラゲッジスペース内のタイダウンポイントに結んで使用。
フロアネットと2本のラチェット式ストラップ（長さ約2m）が含まれます。

ロードスペース レール
ラゲッジスペースのフロアに装着し、よりフレキシブルな荷物の積載を可能にするロードスペース
レール。 ロードスペースリテンションキットの装着に必要です。

FUNCTION & TECHNOLOGY
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FUNCTION & TECHNOLOGY

シートバックストイッジ － プレミアムレザー
車のインテリアと同じプレミアムレザーを用いた、フロントシートバックのストレージ。ソフトタッチのライニング、マグネットボタン付。たくさん
のポケットがあり、小物や携帯品を整理するのに便利です。

シートバックストイッジ

たくさんのポケットがあり、小物や携帯品を整理するのに便利です。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

エレクトリッククールバッグ

12ボルト補助ソケットから電力を得て、サーモスタットで温度制御するクールバッグ。使用後
のケアも簡単です。高さ380mm、長さ380mm、幅220mm。容積14リッター。

センターアームレスト クーラー / ウォーマーボックス
リアシートのセンターアームレストとしても機能する、フード&ドリンク用のクーラー/ウォーマー。
レザーカバートップ仕上げ。センターシートベルトで固定し、リアの補助電源ソケットに接続して
使用します。ご家族との長距離ドライブなどで役立つアイテムです。 

ジャンプケーブル

バッテリー上がりの際に、他車のバッテリーと接続してエンジンを始動するためのケーブル。
安全で使いやすく、高品質で耐久性にも優れたジャンプケーブルは、カーライフに欠かせない
装備です。ボックス/ケース付。
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チャイルドシート － グループ0+
新生児から体重13kg（12～15ヶ月程度）までのお子様用。LAND 
ROVERロゴ入り。リアシートに後ろ向きで取り付けます。日よけ・
風よけのキャノピー、洗濯機で洗えるパッド入りカバーが付属。一度
の引き上げで高さ調整可能なヘッドレストと5点式ハーネスを採用。
シートベルトまたはチャイルドシートISOFIXベースでしっかりと固定
可能。欧州のECE R44-04試験規格に適合。

チャイルドシート － グループ 1
身長76cm～105cm（15ヶ月～4歳程度、体重9kg～22kg）のお子様用。 
i-Size。LAND ROVERロゴ入り。リアシートに前向きで取り付けま
す。洗濯機で洗えるパッド入りカバーが付属。一度の引き上げで高さ
調整可能なヘッドレストと5点式ハーネスを採用。側面からの衝撃保護 
性能を強化しました。マルチポジションリクライニングシステム。ISOFIX
装着専用で、正しく固定されたことをインジケーターで確認できます。
欧州のECE R129/01試験規格に適合。

チャイルドシート － グループ 2/3 
体重15kg～36kg（約3歳半～12歳のお子様）“LAND ROVER”
ロゴ入り。パッド付きの洗濯可能なカバーが付属。高さ調節可能な
ヘッドレストとシートベルトガイドにより、正しいシートベルト位置
を確保できます。パッド入りの深型サイドウイングにより、側面衝突の
衝撃からの保護を強化しました。リアシートにチャイルドシートを
前向きに設置して、車両の3点式シートベルトまたはISOFIXシステム
に直接固定します。欧州規格ECE R44-04に適合。

SAFETY

三角表示板

緊急時に必要な装備。通常時はラゲッジスペースに収納できます。
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PET PRODUCTS

フォルダブルペットキャリア

ペットを安全、快適な環境で乗車させることができる、折り畳み式ペットキャリア。ロードスペースに愛犬などのペットを乗せることが多い
方におすすめです。この折り畳み式ペットキャリアは、耐久性に優れた600Dナイロン製。軽量な金属フレームとキルティングファブリック
クッション、ネットウィンドウ付。さらにバネ式のロック機構を備えているため、必要に応じてしっかりとスナップで固定できます。強度が
高く高級感のあるキャリーハンドルとコーナーピース。さらにペット用品や小物を収納できる便利なサイドポケットもご用意しました。高さ
52cm、幅52cm、長さ72cm。 

キルティングロードスペースライナー

このライナーは専用設計となっており、フロア、2列目シートバック、サイドウォールなど、ラゲッジスペースのすべてのカーペット部分を保護
します。一体式ラバーマットと取り外し可能なバンパープロテクター付のやわらかいキルティング生地製で、拭き取るだけできれいになるため、
車両のラゲッジスペースにペットを乗せることの多いユーザーに最適です。
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PET PRODUCTS

ウォーターボウル

乗車中でも車外でも便利にお使いいただける、こぼれにくい水飲みボウル。揺れであふれそうになった水がボウル中央へ戻るように設計さ
れています。ラゲッジスペースに愛犬などのペットを乗せることが多い方におすすめです。移動中もボウルをしまう必要がないため、ペット
はいつでも水を飲むことができます。底面には滑り止めのラバー。さらに付属のストラップで、ラゲッジスペースのDループにしっかりと固定
できます。水漏れを防止できる容量は350mlです。 

ポータブルシャワーシステム

車外での使用を想定したポータブルシャワーシステム。乗車前にペットを洗う場合や自転車からウェットスーツまで、さまざまな装備を洗浄する
のに便利です。選択した設定に応じて、シャワーホース状のアタッチメントから連続して2分間、水を供給します。このシステムは電池や外部電源を
必要とせず、水道栓からの水の補充時に得られる圧力を利用します。また、ハンドポンプも内蔵されており、自宅から離れた場所で水タンクに
補充する場合でも、自分で加圧することができます。LAND ROVERロゴ入りカバー/ハンドルを装備。別途積載バッグが付属しており、積載時
にラゲッジスペースの「D」ループに固定できます。
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CARRYING AND TOWING
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CARRYING

クロスバー 
各種ルーフキャリアアクセサリーを使用するために必要なクロスバー。車体に取り付けるイヴォーククロスバー。新開発のクイックリリース
機構により、工具を使わず簡単に着脱できます。最大積載重量69kg。

ラゲッジキャリア

フレキシブルなルーフキャリーを可能にするラックシステム。最大積載重量56kg。
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CARRYING

ルーフボックス

洗練されたエアロダイナミクスデザインのルーフマウントラゲッジボックス上質な素材がエレガントな雰囲気を演出。グロスブラックフィニッシュ
で、過酷な環境での耐久性も確保しています。両開き設計を採用。左右どちらからでもルーフボックスを開くことができるので便利です。パワー
クリックのクイックマウントシステムと一体型トルクインジケーターを採用。片手ですばやく確実に装着できます。ルーフボックスはセキュリティ
ロック対応です。セントラルセーフティロッキングシステムにより、すべてのロッキングポイントが安全に閉じている場合のみ、ロックから鍵が
抜ける構造です。TUV承認済みで、シティークラッシュテスト要件に適合しています。外形寸法: 長さ1,704mm、幅861mm、高さ448mm。
容積400リッター。ボックス重量は17.5kgです。ルーフボックス装着時の最大積載重量は75kgです。

ルーフボックス － スキー / スノーボードインサート
ラゲッジルーフボックスの中に、スキーやスノーボードをしっかり固定します。
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CARRYING

スキー/スノーボードキャリア
スキー4セットまたはスノーボード2枚を積載可能。スライド式レールで積み降ろしもスムーズ、セキュリティロック付き。最大積載重量36kg。

スキーバッグ

最長180cmのスキーとストックを2ペア収納できる、保護パッド付きのスキー/スノーボードバッグ。耐久性に優れた600Dポリエステルを使用し、
取り外し可能なショルダーストップも備えています。
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フォークマウント バイクキャリア
ルーフにバイクキャリアをマウントすることにより、前輪を取り外した状態の自転車を簡単かつ確実に固定可能。軽量の自転車やレーシング
ホイールに最適です。前輪用キャリアおよびロック機能を採用。装着しやすいロック付で、1つのホルダーに自転車1台。最大2つのホルダー
を装備できます。自転車の最大重量17kg （フロントホイールを外した状態）。フロントホイールの最大重量3kg。

ホイールマウント バイクキャリア
盗難防止用キー付。ロードバイク1台を積載可能。最大積載重量：20kg。

CARRYING
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CARRYING

アクアスポーツキャリア

セイルボードを1枚、カヌーまたはカヤックを1艘運べるキャリア。オールやパドル運搬用のロック付多目的ホルダーが付属。積み下ろしを容易に
するチルト機能を備えており、ロック付ストラップとラバーサポートは、カヤックや車を傷などから保護するとともに重量配分を最適化します。
最大積載重量45kg。

アクアスポーツキャリア － カヤック2艘 
カヌーまたはカヤックを2艘運べるキャリア。小型ボートなども運搬できます。Tトラックアダプターと275cmのアジャスタブル 
ストラップも付属しています。
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TOWING

トウイングシステム － デタッチャブルトウバー
簡単に取り外せるため、使用しない時はすっきりとしたエクステリアを保てます。使用しない時は、ラゲッジスペースフロア下側にある専用の位置
に収納できます。50mm トウボール。最大けん引能力2,000kg*（ノーズ重量130kg*）。PHEVの最大けん引能力は、1,600kg。13ピントウイン
グエレクトリックソケットが付属しています。

電動ディプロイアブルトウバー

ラゲッジスペース内のスイッチまたはインフォテインメントシステムで操作できる電動ディプロイアブルトウバー。展開/格納中に障害物を検知
すると、必要に応じて自動的に元の位置に戻ります。使用しない時はリアバンパーの後ろに収まり、クリーンなエクステリアを保ちます。トウイング
エレクトリックも備えており、展開時以外は同様にリアパンパーの後ろに収まります。最大けん引能力2,000kg。ノーズ重量130kg。PHEVの
最大けん引能力は、1,600kg。トウバー使用時の車両の牽引能力については、車両ハンドブックをご参照ください。
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WHEELS AND WHEEL ACCESSORIES
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WHEELS

17インチ スタイル 1005 
サテンダークグレイ

18インチ スタイル 5074 
グロススパークルシルバー

18インチ スタイル 5075 
グロススパークルシルバー

20インチ スタイル 5076  
ダイヤモンドターンド 

グロスミッドシルバーコントラスト 

20インチ スタイル 5076 
グロススパークルシルバー

20インチ スタイル 5079 
ダイヤモンドターンド 

グロスダークグレイコントラスト

現代的でダイナミックなデザインのアロイホイールのバリエーションで、あなたのクルマにさらなる個性を。

18インチ スタイル 5074 
グロスブラック 

20インチ スタイル 5076 
サテンダークグレイ 
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WHEELS
現代的でダイナミックなデザインのアロイホイールのバリエーションで、あなたのクルマにさらなる個性を。

20インチ スタイル 5079 
グロスブラック 

20インチ スタイル 5079 
グロススパークルシルバー

20インチ スタイル 5115 
ダイヤモンドターンド 
サテンダークグレイ

21インチ スタイル 5077 
ダイヤモンドターンド 

グロスライトシルバーコントラスト

21インチ スタイル 5078 
グロスブラック 

21インチ スタイル 5078 
グロスシルバー
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スタイル バルブキャップ
アロイホイールをさらに引き立てる、純正スタイルバルブキャップ。多彩なデザインをご用意して
います。 

WHEEL ACCESSORIES

ホイールセンターキャップ

ホイールデザインをさらに引き立てる、LAND ROVERロゴを施したホイールセンターキャップ。
ロッキングホイールナット － グロスブラックフィニッシュ
厳しい安全基準のもと開発されたホイールロックナット。高価なタイヤとホイールに、低コストで
さらなる安心を提供します。4個のホイールロックナットと1本のキーツールが含まれています。

ホイールクリーナー - 500mlトリガースプレー
AUTOGLYM社がランドローバーに合わせて専用開発したホイールクリーナー。堆積した
ブレーキダストと汚れを取り除き、アロイホイールを新品同様に保ちます。ホイールクリーニング
ブラシと一緒にご使用ください。

タイヤリペアキット

スペアホイールの代わりの装備としてご利用いただけるタイヤリペアキット。突然のパンクに
対処するシーリング剤とエアコンプレッサーを備えています。

オートグリム プレミアム カーケア製品
英国王室御用達のカーケア・ケミカル・ブランド、オートグリムの プレミアム カーケア製品は
世界品質基準をクリアし、さらに 環境にも配慮。常に先進のテクノロジーと研究開発に
よって支えられています。その優れた性能と品質へ寄せられた信頼はランド ローバーの厳格な
基準を満たし、すべてのランドローバー車への使用を正式に推奨しています。
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WHEEL ACCESSORIES

タイヤプレッシャーゲージ

タイヤ空気圧を適正値に保つためのデジタル式タイヤプレッシャーゲージ。バルブがどこにあっても計りやすい360°回転ノズル、 
バルブの位置を確認するためのLEDライト、トレッド深度ゲージを備えています。計測単位はpsi、bar、kpa、kg/cm2。 
計測範囲0～99psi/0～7bar、収納ケース付。

スノートラクションシステム

フロントホイールに装着し、雪道や凍結路でのステアリングとブレーキ性能を高めます。高品質な硬化亜鉛メッキ鋼を用いており、 
装着も簡単。使用しない時は、丈夫なビニール製のキャリーバッグに収納しておけます。



イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

PRICE LIST
品名 パーツ番号

消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 ミラーカバー カーボンファイバー 28VPLVB0145 147,400 [134,000] 0.3 ★

ノーブルクローム 28VPLCB0251 41,250 [37,500] 0.2 ★

グロスブラック 28VPLYB0360 12,210 [11,100] 0.2 ★

 サイドベント グロスブラック 右 フェンダー 28LR114471 18,150 [16,500] ★

ドア 28LR114460 12,650 [11,500] ★

左 フェンダー 28LR114474 18,150 [16,500] ★

ドア 28LR114463 12,650 [11,500] ★

 ステンレススチールアンダーシールド フロント 28VPLZP0369 67,100 [61,000] 0.3 ★ ○ R-Dynamic には装着できません○トウイングシステムとは同時装着できません

リア 28VPLZP0368 67,100 [61,000] 0.3 ★ ○ R-Dynamic には装着できません○トウイングシステムとは同時装着できません

EXTERIOR STYLING

EXTERIOR PROTECTION
品名 パーツ番号

消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 オールウェザーカーカバー 28VPLZS0496 61,270 [55,700]

 リアバンパープロテクションカバー 28VPLVS0179 35,310 [32,100] 0.1 ★

 マッドフラップ フロント 28VPLZP0372 15,180 [13,800] 0.75 ★

R-Dynamic 28VPLZP0371 15,180 [13,800] 0.75 ★

リア 28VPLZP0373 15,180 [13,800] 0.75 ★

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY
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品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 シルトレッドプレート ブライトフィニッシュ フロント 右 28LR138495 16,940 [15,400] 0.5 ★

左 28LR138524 16,940 [15,400] 0.5 ★

イルミネーテッド フロント 右 28LR138496 41,140 [37,400] 0.7 ★

左 28LR138525 41,140 [37,400] 0.7 ★

 スポーツペダルカバー 28VPLCS0618 23,650 [21,500] 0.1 ★

 ラグジュアリーカーペットマットセット 28VPLZS0579PVJ 40,150 [36,500] 0.1

 ロードスペース ラグジュアリーカーペットマット 28VPLZS0492PVJ 41,690 [37,900] 0.1

 ロードスペース トレッドプレートフィニッシャー イルミネーテッド 28LR114986 64,240 [58,400] 0.7 ★ 〇 S, SE, HSE 用

PRICE LIST
INTERIOR STYLING

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 ラバーマット 28VPLZS0580 23,540 [21,400] 0.1

 プロテクティブリアシートカバー 28VPLVS0312 43,120 [39,200] 0.1 ★ ○シートバックストイッジ、クリック＆ゴーと同時装着不可

 ロードスペース ライナートレイ 28VPLZS0495 33,880 [30,800] ○ロードスペース リテンションキットと同時装着不可

 ロードスペース ラバーマット 28VPLZS0493 32,120 [29,200] 0.1

 ロードスペース ラバーマットエクステンション 28VPLZS0494 14,630 [13,300] 0.1 ○ロードスペース ラバーマットとの同時装着用

 ロードスペース パーティションネット 28VPLZS0504 19,470 [17,700] 0.1 ★ ○車両に装着用スロットが装備されない場合、別途パーツ（工賃含）が必要です

 ラゲッジパーティション フルハイト 28VPLZS0503 56,320 [51,200] 0.5 ★ ○車両に装着用スロットが装備されない場合、別途パーツ（工賃含）が必要です

INTERIOR PROTECTION

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY
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品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 アクティビティキー リストバンド 適合確認中 0.2 ★ ○キーレスエントリー装備車用　○ 21MY- 用　○ アクティビティキーを設定するには RFAが必要となります。

チャージングケーブル 28LR154899 3,190 [2,900] 0.1

 ドライブレコーダー 28VPLKV0134 56,650［51,500］ 2.5 ★ 〇プレミアムサンシェードとの同時装着不可

 クリック&ゴー ベース 28VPLRS0388 4,730 [4,300] 0.1 ★
〇クリック&ゴーのすべてのアタッチメントの装着に必要です ○ファクトリーオプションのベースユニット装備車は、
クリック&ゴー ベースは不要です

クリック&ハング 28VPLRS0390 14,080 [12,800] 0.1 ★

クリック&フック 28VPLRS0389 6,820 [6,200] 0.1 ★

クリック&プレイ iPad 2 - 4世代用 28VPLRS0391 32,560 [29,600] 0.1 ★

iPad Air用 28VPLRS0392 31,460 [28,600] 0.1 ★ ○ iPad Air第 1世代、iPad Air 2の 9.7インチスクリーンサイズのみ

iPad Mini用 供給終了 ★ 〇 iPad Mini 4装着不可

Samsung 10.1"用 供給終了 ★

タブレットホルダー VPLKE0061 18,810 [17,100] 0.1 ★
○装着にはクリックアンドゴーベースが必要です。○クリックアンドゴーインテグレーテッドベースを装備した車両には、クリックアンドゴーベースVPLRS0388は
必要ありません。○ iPad 5および 6、iPad Air2および iPadProが装着可能。 タブレットの装備にはプロテクティブケースを別途注文する必要があります。

プロテクティブケース - iPad 5 / 6　9.7インチスクリーン VPLKE0062 8,800 [8,000] 0.1 ★ ○ iPad5および 6の 9.7インチスクリーン用。○装着にはクリック&ゴー タブレットホルダーが必要です。

プロテクティブケース - iPad Air 2 VPLKE0063 8,800 [8,000] 0.1 ★ ○ iPad Air 2用。○装着にはクリック&ゴー タブレットホルダーが必要。

プロテクティブケース - iPad Pro　9.7インチスクリーン VPLKE0064 8,800 [8,000] 0.1 ★ ○ iPad Pro 9.7 インチスクリーン用。○装着にはクリック&ゴー タブレットホルダーが必要。

クリック&ワーク 28VPLRS0395 22,110 [20,100] 0.1 ★

 iPhone®ドックコネクト &チャージドック 28VPLRV0119 15,730 [14,300] 1.6 ★ ○幅 67.3mmまでの iPhoneに対応

 カップホルダートレイ 28LR129321 10,230 [9,300] ★

 シートバックストイッジ 28VPLVS0181 16,720 [15,200] 0.1

プレミアムレザー 28VPLVS0182 46,200 [42,000] 0.1

 センターアームレスト クーラー /ウォーマー ボックス 28VPLVS0176 74,140 [67,400] 0.1

 エレクトリッククールバッグ 28VPLZS0529 41,250 [37,500]

 ジャンプケーブル 供給終了

 プレミアムサンシェード 28VPLZS0616 20,680 [18,800] ○ RANGE ROVER EVOQUE専用設計 ○フロント用 〇ドライブレコーダーとの同時装着不可

PRICE LIST
FUNCTION & TECHNOLOGY

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY



イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 コラプシブル ラゲッジオーガナイザー 28VPLVS0175 13,090 [11,900]

 ロードスペース レール 28VPLZS0542 49,500 [45,000] 1.0 ★ ○ロードスペース リテンションキットの使用に必要です

 ロードスペース リテンションキット 28VPLGS0171 37,730 [34,300] 0.1 ★ ○装着にはロードスペースレールが必要です。

 ロードスペース リテンションネット 28VPLCS0587 19,470 [17,700] 0.1

PRICE LIST
FUNCTION & TECHNOLOGY

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 チャイルドシート グループ 0+ 28VPLRS0397 55,880 [50,800] 0.1 〇安全のため、取扱説明書をよくお読みになり、後部座席に正しく装着してください

グループ 1 28VPLRS0578 122,100 [111,000] 0.1 〇安全のため、取扱説明書をよくお読みになり、後部座席に正しく装着してください

グループ 2/3 28VPLRS0399 68,530 [62,300] 0.1 〇安全のため、取扱説明書をよくお読みになり、後部座席に正しく装着してください

ISOFIXベース 28VPLRS0396 41,800 [38,000] 0.1 ○チャイルドシートグループ 0+の装着に必要です ○カタログに写真は掲載していません

 三角停止表示板 28LR153985 6,270 [5,700]

SAFETY

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 ウォーターボウル 28VPLCS0518 9,460 [8,600] 0.1

 ポータブルシャワーシステム 28VPLCS0598 57,860 [52,600] 0.1

 フォルダブルペットキャリア 28VPLCS0520 57,970 [52,700] 0.1

 キルティングロードスペースライナー 28VPLZS0538 61,600 [56,000] 0.1 ★ ○フルハイトラゲッジパーティションと同時装着可能

PET PRODUCTS



イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 クロスバー 28VPLZR0171 47,190 [42,900] ★

 ラゲッジキャリア 供給終了 ○装着にはクロスバーが必要です

 ルーフボックス 28VPLZR0191 110,000 [100,000] 0.1 ○装着にはクロスバーが必要です ○スライディングパノラミックルーフ装備車は装着できません

 ルーフボックス スキー /スノーボードインサート ラゲッジルーフボックス用 供給終了 0.1

 アクアスポーツキャリア 28VPLGR0107 63,140 [57,400] 0.1 ○装着にはクロスバーが必要です

カヤック2艘 供給終了 ○装着にはクロスバーが必要です

 スキー /スノーボードキャリア 28LR006849 37,180 [33,800] 0.1 ○装着にはクロスバーが必要です

 スキーバッグ 供給終了

 ラチェットストラップ 供給終了 ○カタログに写真は掲載していません

 フォークマウント バイクキャリア 供給終了 ○装着にはクロスバーが必要です

 ホイールマウント バイクキャリア 28VPLZR0186 30,030 [27,300] 0.2 ○装着にはクロスバーが必要です

PRICE LIST

CARRYING

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 ペットロードスペースプロテクションパック
28VPLZS0538 / 
28VPLZS0503 / 
28VPLCS0518

127,380［115,800］ 0.5 ○カタログに写真は掲載していません

 ペット乗車パック
28VPLCS0520 / 
28VPLCS0518 / 
28VPLZS0493

99,550［90,500］ 0.1 ○カタログに写真は掲載していません

 ペットリアシートプロテクションパック
28VPLVS0312 / 
28VPLCS0518 52,580［47,800］ 0.1 ○カタログに写真は掲載していません

PET PRODUCTS



イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 トウイングシステム 電動ディプロイアブルトウバー 電動ディプロイアブルトウバー 28VPLZT0309 281,600 [256,000] 2.5 ★ ○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません

ハーネス 28LR143646 27,720 [25,200] ★ ○カタログに写真は掲載していません

モジュール 28VPLKT0318 50,820［46,200］ ★ ○カタログに写真は掲載していません

トウイングバランス 28LR114849 26,840 [24,400] 1.3 ★ ○ホワイト シルバー テクニカルフィニッシュ ○カタログに写真は掲載していません

電動ディプロイアブルトウバー 
R-Dynamic 電動ディプロイアブルトウバー 28VPLZT0309 281,600 [256,000] 2.5 ★ ○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません

ハーネス 28LR143646 27,720 [25,200] ★ ○カタログに写真は掲載していません

モジュール 28VPLKT0318 50,820［46,200］ ★ ○カタログに写真は掲載していません

トウイングバランス R-Dynamic 28LR117424 26,840 [24,400] 1.3 ★ ○別途塗装が必要です○カタログに写真は掲載していません

デタッチャブルトウバー デタッチャブルトウバー 28VPLZT0255 118,800 [108,000] 2.0 ★ ○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません 

ハーネス 28LR143645 27,720 [25,200] ★ ○カタログに写真は掲載していません

モジュール 28VPLKT0318 50,820［46,200］ ★ ○カタログに写真は掲載していません

フィキシングナット 28FN106042 209［190］ ★ ○ 2個 /台○カタログに写真は掲載していません

トウイングバランス 28LR114849 26,840 [24,400] 1.3 ★ ○ホワイト シルバー テクニカルフィニッシュ ○カタログに写真は掲載していません

デタッチャブルトウバー 
R-Dynamic デタッチャブルトウバー 28VPLZT0255 118,800 [108,000] 2.0 ★ ○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません 

ハーネス 28LR143645 27,720 [25,200] ★ ○カタログに写真は掲載していません

モジュール 28VPLKT0318 50,820［46,200］ ★ ○カタログに写真は掲載していません

フィキシングナット 28FN106042 209［190］ ★ ○ 2個 /台○カタログに写真は掲載していません

トウイングバランス R-Dynamic 28LR117424 26,840 [24,400] 1.3 ★ ○別途塗装が必要です○カタログに写真は掲載していません

 トウイングエレクトリクス 13ピン→ 12Nアダプター 28VPLVT0064 10,010 [9,100] 0.1 ★
○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません ○カタログに写真は掲載して
いません

13ピン→ 12N/12Sアダプター 28VPLHT0060 20,680 [18,800] 0.1 ★
○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません ○カタログに写真は掲載して
いません

 トウストラップ 供給終了 ○カタログに写真は掲載していません

PRICE LIST
TOWING

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY



イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 17インチ スタイル 1005 10スポーク サテンダークグレーフィニッシュ 28LR114494 76,120 [69,200] 0.3 ★ ○ 18インチ以上のホイールが工場装着された車両には装着不可 

 18インチ スタイル 5074 5スプリットスポーク グロススパークルシルバーフィニッシュ 28LR114498 88,220 [80,200] 0.3 ★

グロスブラック 28LR114514 92,950 [84,500] 0.3 ★

スタイル 5075 5スプリットスポーク グロススパークルシルバーフィニッシュ 28LR114527 88,220 [80,200] 0.3 ★

 20インチ スタイル 5076 5スプリットスポーク グロスミッドシルバーコントラスト 
ダイヤモンドターンドフィニッシュ 28LR114524 150,700 [137,000] 0.3 ★

グロススパークルシルバーフィニッシュ 28LR114521 136,400 [124,000] 0.3 ★

サテンダークグレイ 28LR139879 145,200 [132,000] 0.3 ★

スタイル 5079 5スプリットスポーク グロスダークグレーコントラスト 
ダイヤモンドターンドフィニッシュ 28LR114518 150,700 [137,000] 0.3 ★

グロスブラックフィニッシュ 28LR114528 141,900 [129,000] 0.3 ★

グロススパークルシルバーフィニッシュ 28LR114515 136,400 [124,000] 0.3 ★

スタイル 5115 5スプリットスポーク サテンダークグレー 
ダイヤモンドターンドフィニッシュ 28VPLZW0129 150,700 [137,000] 0.3 ★

 21インチ スタイル 5077 5スプリットスポーク グロスライトシルバーコントラスト 
ダイヤモンドターンドフィニッシュ 28LR114526 171,600 [156,000] 0.3 ★ ○アダプティブダイナミクス装備車専用　○ 19MY用

スタイル 5078 5スプリットスポーク グロスブラックフィニッシュ 28LR114523 162,800 [148,000] 0.3 ★ ○アダプティブダイナミクス装備車専用

グロスシルバーフィニッシュ 28LR120591 158,400 [144,000] 0.3 ★ ○アダプティブダイナミクス装備車専用

PRICE LIST
WHEELS

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY



イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

品名 パーツ番号
消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 スタイル バルブキャップ ユニオンジャック (ブラック ) 28LR027666 5,390 [4,900] 0.1 ○ 4個入り 1台分

LAND ROVER 28VPLRW0148 5,170 [4,700] 0.1 ○ 4個入り 1台分

RANGE ROVER 28VPLRW0149 5,170 [4,700] 0.1 ○ 4個入り 1台分

ユニオンジャック 28VPLRW0151 5,170 [4,700] 0.1 ○ 4個入り 1台分

 ロッキングホイールナット グロスブラックフィニッシュ 28VPLVW0072 22,550［20,500］ 0.1 ★ ○ 4個入り 1台分

シルバーフィニッシュ 28LR086417 22,990 [20,900] 0.1 ★ ○ 4個入り 1台分

 ホイールセンターキャップ ブラックフィニッシュ 28LR069899 1,980［1,800］ 0.1 ★ ○ 1個

シルバーフィニッシュ 28LR069900 1,980［1,800］ 0.1 ★ ○ 1個

 スノートラクションシステム 28VPLSW0079 117,700 [107,000] ○ 17"- 20" ホイール専用。適合タイヤサイズ 225/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19, 245/45 R20 

 タイヤプレッシャーゲージ 供給終了

 タイヤリペアキット 供給終了

 ホイールクリーナー 500mlトリガースプレー 供給終了

PRICE LIST
WHEEL ACCESSORIES

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。
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イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

PRICE LIST
WHEEL ACCESSORIES
品名 パーツ番号

消費税込標準小売価格 
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間 保証期間 備考

 オートグリム プレミアム カーケア ウルトラディープシャイン 02PAJ21101520* 6,006 [5,460]

スーパーレジンポリッシュ 02PAJ21104110* 3,619 [3,290]

アクアワックス 02PAJ21101620* 5,973 [5,430]

ボディーワーク シャンプーコンディショナー 02PAJ21103020* 2,464 [2,240]

ファーストグラス 02PAJ21202020* 2,189 [1,990]

アロイホイールクリーナー 02ATG000001* 3,190 [2,900]

インスタント タイヤドレッシング 02PAJ21303020* 2,794 [2,540]

レザーケアバーム 02PAJ21403320* 3,619 [3,290]

レザークリーナー 02PAJ21403520* 2,926 [2,660]

ハイテック ホイールブラシ 02PAJ21503070* 3,718 [3,380]

アクアドライ 02PAJ21504060* 2,794 [2,540]

ハイテック フィニッシングクロス 02PAJ21506060* 2,123 [1,930]

ハイテック マイクロファイバー ドライイングタオル 02PAJ21504360* 2,794 [2,540]

パーフェクトポリッシュ アプリケーター 02PAJ21504460* 2,662 [2,420]

ハイテック フレキシ ウォーターブレード 02PAJ21507560* 5,841 [5,310]

カーボン・シールド・インテリア・コーティング 02PAJ26552655* ○正規ディーラーでの作業が必要です。詳しくは店頭までお問い合わせください

• 表示価格は2022年8月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。 
なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

23MY



イントロダクション エクステリア インテリア ホイール&アクセサリーキャリング&トウイング プライスリスト

IMPORTANT NOTICE

ご注意: ジャガー・ランドローバー・リミテッドでは、より優れた車、部品、アクセサリーを目指して、 
仕様、デザイン、生産技術等のあらゆる側面から、常に製品の改善・改良を積み重ねています。
本カタログに記載されている仕様・諸元やお取り扱いの有無は、予告なく変更する場合があります。
本カタログに掲載している写真は、日本で販売されるモデルおよび純正アクセサリーと細部で異なる場合があります。
また、一部オプションおよびアクセサリーを含みます。あらかじめご了承ください。
販売店ならびに小売店は、ジャガー・ランドローバー・リミテッドの代理店ではなく、 
また何らか明示的または黙示的な約束もしくは表現によってジャガー・ランドローバー・リミテッドを拘束する権限を一切有しません。

カラーについて : 掲載した写真のカラーは、あくまで参考のためのものです。画面に表示されるカラーは実際の仕上がりとは異なる場合が
あります。
主要装備・仕様等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
写真は一部日本仕様と異なります。日本国内でご利用いただけるカラーや仕様については、 
お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

アクセサリーの詳細については、accessories. landrover.comをご覧ください。

表紙の写真 ：  R-Dynamic SE（Yulong White）/電動ディプロイアブルトウバー、グロスブラックミラーカバーおよび  
20インチ スタイル 5115 ダイヤモンドターンド　サテンダークグレイコントラスト

裏表紙の写真 ： R-Dynamic SE（Nolita Grey） 
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