LAND ROVER ACCESSORIES

DISCOVERY

ENTER
スクロールまたはスワイプして操作

METICULOUSLY DESIGNED
AND ENGINEERED

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。

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

– “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。

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
QUALITY ASSURED
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。
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
アクセサリーは、極端な高温と低温の環境下でテスト
正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証
されており、一年中、あらゆる条件で性能を発揮する
期間は、初回装着時から1年間となります。なお一部
ことを確認しています。
のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは
また、耐腐食性試験では、沿岸部などの過酷な気候 1,600km のどちらか早いほう）に取付られた場合、
にも耐えられることを確認し、一連の試験では、ランド 保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmの
ローバーの既存の安全機能とのシームレスな統合を どちらか早いほう）となります。
確認します。

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
アクセサリーは、そのデザイン、機能、素材に応じた サリーWEB サイト accessories. landrover.comを
一連のオーダーメイドのテストを経て、その性能が確認 ご覧ください。
されます。
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プライスリスト

EXTERIOR STYLING

ミラーカバー − クローム

ミラーカバー − ノーブルクローム

クロームプレートを施したミラーカバー。エクステリアデザインをいっそう引き立てます。

気品のあるノーブルクロームメッキのミラーカバーが、ディスカバリーのエクステリアデザインを引き立てます。

サイドベント − ナルヴィックブラック

ブライトサイドチューブ

ナルヴィックブラックのサイドベントが、エクステリアデザインにさりげないアクセントを添えます。

ポリッシュドフィニッシュのステンレススチール製サイドプロテクション。オフロードカーらしさを演出し、エクステリアデザインを引き立てます。
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EXTERIOR STYLING

フィックスドサイドステップ

ボディサイドモールディング − ブラックフィニッシュ

スムースな乗り降りとルーフへのアクセスをサポートし、頑強なオフロードスタイルを提供。エンボス加工の'DISCOVERY'ロゴとブライト
メタリックのトリムがエクステリアデザインを際立たせます。

車両側面の強度を高め、ドアパネルを狭い場所での接触などによる損傷から保護します。

ディプロイアブルサイドステップ

ボディサイドモールディング − ブライトフィニッシュ

車へのスムーズな乗り降りをサポートするディプロイアブルサイドステップ。通常はドアシルの下に格納されており、ドアを開けると同時に
自動的に展開。キーフォブで作動させることもできます。ドアが閉まると自動的に格納されます。また、外に障害物を感知した場合は展開
しません。オーマチックモードを無効にして、ドアが閉じた状態の時にサイドステップを使ってルーフにアクセスすることも可能です。フロント
マッドフラップとの同時装着が可能。ステンレススチール仕上げでDISCOVERY ロゴがレーザーで刻印されています。

車両側面の強度を高め、ドアパネルを狭い場所での接触などによる損傷から保護します。
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EXTERIOR PROTECTION

オールウェザーカーカバー
雨、凍結、雪、ホコリなどからディスカバリーを保護する、全天候型カバー。素早く簡単に装着できます。

インフレータブルウォータープルーフオーニング

マッドフラップ − フロント/リア

家族でのピクニックやイベント観戦に最適。すぐに展開できるよう設計されたエアビーム構造の高品質な展開式の防水オーニングです。風よけとして使用したり、サイドを拡げて
固定することで日よけにもなります。

ディスカバリーのデザインを損なうことなく、走行中の泥はねや小石から塗装を保護します。
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INTERIOR STYLING

スポーツペダルカバー
ブライトフィニッシュのステンレス製ペダルカバー。簡単に装着でき、取付部はペダルに
すっきりと隠れ、美観を損ないません。

アウタードアシル トレッドプレート

ラグジュアリーカーペットマットセット − エボニー

アルミニウム製のトレッドプレートがフロントのドアシルを保護します。レーザーエッチングによる'LAND ROVER'ロゴ入り。

裏地に防水加工を施した2,050g/m2の深いパイルで仕立てられたラグジュアリーな
'Land Rover'インゴッド付きカーペットマットセット。エボニーインテリアトリム用。
一台分セット。
○フロント&リア用(3列目シート用は含まれません)
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INTERIOR PROTECTION

ラゲッジパーティション − フルハイト
荷物類が乗員スペースに入り込むのを防ぎます。2 列目シートのリクライニングに対応する
設計です。フルハイトにはスキーなどの長尺物を運ぶのに便利なスモールハッチ付き。
○7シート車には装着できません。

ラゲッジパーティション ディバイダー

ラゲッジパーティション − ハーフハイト

ロードスペースを2つに区切って使用することができるディバイダー。

荷物類が乗員スペースに入り込むのを防ぎます。2 列目シートのリクライニングに対応する
設計です。

○ラゲッジパーティションとの同時装着が必要です（7シート車には装着できません）。
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INTERIOR PROTECTION

ロードスペースパーティションネット

ロードスペース フルプロテクションライナー

ロードスペースの荷物がキャビンスペースに侵入するのを防ぐ便利なパーティションネット。Dループとルーフライニングのフィキシングに取り
付けます。長物を積む時などには簡単に取り外せます。

サイドウォール、ヘッドライニング、フロアをカバーし、ブーツやガーデニング用品、レジャーグッズなどの水濡れや泥汚れから守ります。
積み込み時にはパッド付きのパネルが降りてバンパープロテクターの働きをします。ラッシングアイに固定するライナーは、かさばる荷物の
目隠しになり、サイドのジッパーで荷物へのアクセスは簡単です。
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INTERIOR PROTECTION

ロードスペース バーマット

ロードスペース ラバーマットエクステンション

'LAND ROVER'ロゴ入りのウォータープルーフラバーマット。縁の立ち上がりがロードスペースのカーペットをさまざまな汚れから守ります。

ウォータープルーフのマットエクステンションが、シートフォールド時にシートバックをカバーします。
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INTERIOR PROTECTION

ディープサイドラバーマット

プロテクティブシートカバー − エボニー

究極のフットウェル保護機能を発揮する合成ラバーマットセット。1列目用はディープサイドラバーマット、2列目用は標準のラバーマットです。
ドライバーや乗員が車両に戻った際に、足に付着している砂、泥、水、雪を完璧に除去します。
マットはエボニーおよびブライトフィニッシュメタル
仕上げ。'LAND ROVER'ロゴのインゴットを配し、フロントマットをフットウェルのスロープに沿わせることで、保護機能を高めています。
1列目と2列目のマットはリテンションクリップでフロアにしっかりと固定できます。

水濡れ、汚れた衣類、摩耗、裂けからシートを保護します。装着は簡単。汚れはサッと拭き取れます。
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○フロント/リア用(3列目シート用は含まれません)
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FUNCTION & TECHNOLOGY

クリック&プレイ

クリック&ワーク

クリック＆ハング

クリック&フック

この取り外し可能なタブレットホルダーアタッチメントは、キャビン
内の快適さとリアエンターテインメントのために、お好みの角度で
簡単に セットすることができます。

この実用的なリアパッセンジャー用のフォールディングテーブルには
カップホルダーも付いており、高さや角度を調節できるので、車内でも
快適に作業ができます。

取り外し可能なハンガーで、シャツやジャケットを持ち運ぶ際にシワに
なりません。また、車外で使用するためのフックも付いています。

ヘッドレストの後ろに、手 提げを掛けられる便利なフックを提 供
します。ハンドバッグやショッピングバックにも使用できます。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

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使用。充電中にも携帯電話を確認できます。
接続時はiPhoneメディアにアクセスして、車載のインフォテインメント/オーディオシステムで
操作が可能。ホルダーのカットアウト設計により、駐車中にもホームボタンを押すことができ
ます。他のデバイスをUSB接続したい時は、簡単に取り外せます。幅67.3mmまでのiPhoneに
フィットします。17MY以降用。
iPhone®は米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

アクティビティキー

ドライブレコーダー

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。

○ご利用にはビークルプレパレイションキットが必要です。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

センターアームレスト クーラー/ウォーマー ボックス

シートバックストイッジ − プレミアムレザー

シートバックストイッジ

長期の家族旅行に便利なドリンク・フードキャビネット。上質なレザートップは、センターアーム
レストとしても使用できます。センターシートベルトで固定し、リアの電源ソケットに接続して
使用します。

車の内装レザーと同じグレードのウィンザーレザーを使用したストレージポケット。フロント
シートバックに取り付けます。ソフトタッチのライニングを使用し、マグネットのバックルが
付いています。

フロントシートの背面に取り付けて使用します。ポケットがたくさん付いているので、小物類の
収納に便利です。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

コラプシブル ラゲッジオーガナイザー

ロードスペースサイドネット

小物を収納し、ラゲッジスペース内で移動を防ぐ便利なオーガナイザー。2 本の丈夫なストラップでラッシングアイに固定できます。また、
使用しないときは簡単に折りたたむことができます。

ロードスペースのサイドに取り付けたネットが、すぐに見つからなくなる小さな物もしっかりと保持します。リアエアコンディショニング
装着車には装着できません。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

ロードスペース リテンションネット
ロードスペースのタイダウンポイントに装着して小物やバッグ類を固定するネット。フロアネットと
2本のラチェットストラップ（約2m）が付属します。ロードスペースレールが必要です。

テールゲートイベントシート

ロードスペース リテンションキット

美しいエボニーカラーのウィンザーレザーと高耐久のアルミフレームを使用し、手作業で仕立てられたテールゲート用イベントシート。大人２人が快適に座れるシートをすばやく簡単にセット
できます。ソフトライニング付きの収納バッグはシート使用時にはバンパーなどの汚れから衣服や脚を守るプロテクターになります。シート装着のためロードスペースのフロアに専用のアダプター
を取り付けます。 装着には電動インナーテールゲート機能が必要です。ロードスペースレールが非装着の場合、Dループにシートを装着するためフィッティングキットが必要です。

ロードスペース レールを利用して荷物を固定するアタッチメントのセット。クイックロック/リリース
機構により、荷物の数や大きさに合わせて空間をフレキシブルに仕切ることができます。伸縮
自在のリール付ストラップ、伸縮式ロッド、収納バッグが付属します。5シート車専用 ロード
スペース レールが必要です。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

プレミアムサンシェード

サンシェード − サイドウィンドウ 2列目

スモーカーズパック

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。

取り付け、取り外しが簡単なサンブラインド。太陽の熱やまぶしさからを軽減してインテリア
を保護します。 サイドウィンドウ、2列目用

ノンスモーカー仕様の車両向けの、シガレットライターとアシュトレイのセット。
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SAFETY

チャイルドシート — グループ0+（〜13kg）

チャイルドシート — グループ1（9kg〜18kg）

チャイルドシート — グループ2/3（15kg〜36kg）

三角停止表示板

生後約12ヶ月〜15ヶ月くらいまでのベビー用。'LAND ROVER’ロゴ
入りで、1回の操作で外れる5点式ハーネスと高さ調節可能なヘッド
レストが付属します。風・日差し除けの幌とパッド付きの洗濯可能な
カバーが付属。車の3点式シートベルトまたは ISOFIXベースを使用
してリア シートに後ろ向きに固定します。欧州規格 ECE R44-04に
適合しています。

生後約9ヶ月〜4歳くらいまでのお子様用。'LAND ROVER’ロゴ入り。
1回の操作で外れるハーネスと高さ調節可能なヘッドレストが付属

約4〜12歳のお子様用。'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に適合しています。

非常時には不可欠なウォーニングトライアングル。ロードスペース
コンパートメントに収納します。

イントロダクション

します。パッド付きの洗濯可能なカバーが付属。側面衝突の衝撃から
の保護を強化したマルチポジションリクライニングタイプ。ISOFIX が
正しく装着されていることを示すインジケーター付きで、使いやすい
フロントISOFIXリリース設計です。リアシートにチャイルドシートを
前向きに設置します。欧州規格 ECE R44-04に適合しています。
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PET PRODUCTS

ウォーターボウル

ポータブルシャワーシステム

ドライブ中でも、車外でも便利に使えるウォーターボウルです。水はねがボウルの中心に向かって戻るように機能的にデザインされており、
定期的に犬や他のペットを車に乗せる方に理想的です。ペットがいつでも水を飲めるように開口部は維持しつつこぼれにくいボウルは、滑り
止めのラバーベースと、ロードスペースの'D'ループに固定するための保持ストラップが付いています。ボウルの容量は350 ㎖です。

車外で使用するように設計されたこのポータブルシャワーシステムは、クルマに乗せる前に ペットを洗ったり、自転車やウェットスーツなどを洗い流し
たりするのに便利なソリューションを提供します。選択された設定に応じて、シャワーホーススタイルのアタッチメントで最低2分間の連続水流を提供
します。バッテリーや外部電源を必要とせず、水道の蛇口からの水圧を利用 しています。'LAND ROVER'ロゴの入ったカバーと、ハンドルが
付いており、収納バッグに 入れれば、ドライビング中はロードスペースの'D'ループに固定しておくことができます。

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PET PRODUCTS

ペットアクセスランプ

フォルダブルペットキャリア

最適な寸法と角度で設計されたスロープで、ペットを持ち上げることなく、乗せることが出来ます。85kgまでのペットに適しており、アルミ
ニウム製の サイドパネルとプラスチック製のセンターセクションにはグリップ力の高いトレッドパターンが採用されています。滑り止めの
ゴム足と、ロード スペースの'D'ループに固定できるストラップ付きで、軽量かつ頑丈で実用的なソリューションを提供します。重量は8kg 。
折りたたんで付属の バッグに収納することができます。高さ11cm 、幅 41cm 、オープン時の長さ193cm 、折りたたんだ時の長さ83cm 。

ペットにも安全で快適な環境を。車の荷室に犬などのペットをクルマに乗せることが多い方に最適です。耐久性に優れた600デニールナイロン
製の折りたたみ式ペットキャリアは、軽量な金属製のフレームに、キルト生地のクッション、メッシュの付いた窓と、スナップ式のロックを 備え
ています。補強されたキャリーハンドルとコーナー部分が高級感のある仕上がりになって おり、サイドポケットは他のペット用アクセサリーや
小物を収納するのに便利です。高さ52cm 、幅52cm 、長さ72cm 。
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PET PRODUCTS

ペットロードスペースプロテクションパック

キルティングロードスペースライナー

ペットの濡れたり泥のついた足からロードスペースを保護し、簡単に掃除できるように設計されています。キルティングロードスペースライナー、
フルハイトのラゲッジパーティション、ウォーター ボウルがセットになっています。ロードスペースに犬などのペットを乗せることの多いペット
オーナーに最適なソリューションです。

ラゲッジスペースにきれいにフィットするライナー。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カーペット部分をすべて
覆います。材質はソフトなキルティング生地。ラバーマットは一体型ですが、バンパープロテクターは取り外し可能です。お手入れは拭き取るだけ。
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。フルハイト/ハーフハイトラゲッジパーティションとの同時装着が
可能です。
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CARRYING

クロスバー
エレガントで耐久性のある明るい仕上げのアルミニウムクロスバー。バーの全長を利用した
コンパクトなデザインで、複数のアクセサリを取り付けるスペースを提供します。クロスバー
は、ハンドル 操作による簡単なクランプダウンで簡単に取り付けまたは取り外しができ、
セキュリティのためにロックすることもできます。空力プロファイルにより、抗力と風切り音が
最小限に抑えられます。取り付けた場合の最大耐荷重は74kgです。

ルーフレール –ブラックフィニッシュ

ラチェットストラップ

ルーフレールは、ルーフ積載用のクロスバーの装備を容易にします。プリセットされたポジショニングポイントにより、車両重量配分に対して最適な位置に
クロスバーを配置できます。装着時の最大積載重量：80kg 前後のディッチフィニッシャーが必要です。 ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーション
システム等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。

クロスバーやラゲッジキャリアにアイテムを固定するため のラチェット式のナイロン製
ストラップ。長さ5 メートル、幅 20 mm 。
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CARRYING

ルーフボックス

バーサタイルルーフラック

ラゲッジキャリア

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。装着には
ルーフレールとクロスバーが必要です。バーサタイルルーフラックへ装着不可。最大積載重
量を超えないようにご注意ください。詳しくは、オーナーズハンドブックをご確認ください。
ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を及ぼす
場があります。

バーサタイルルーフラックは、軽量で一体化されたデザインで、外装を強化し、大容量の荷物
の積載が可能です。インストール時に最大負荷容量は 60 キロです。ルーフレールは装着に
不要です。ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を
及ぼす場合があります。

フレキシブルな積載を可能にする脱着容 易なラゲッジキャリアのルーフラック。装着には
ルーフレールとクロスバーまたは、バーサタイルルーフラックが必要です。最大積載重量を
超えないようにご注意ください。ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム
等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。
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CARRYING

スキー/スノーボードキャリア

スキーバッグ

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 。
装着にはルーフレールとクロスバーまたは、バーサタイルルーフラックが必要です。ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム
等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。

ランドローバースキーバッグは、最長180cmのスキーとストックを2ペア収納できます。600Dの丈夫なポリエステルで作られ、保護パッドと、
取り外しできるショルダーストラップが付いています
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CARRYING

アクアスポーツ キャリア

アクアスポーツ キャリア − カヤック2 艘

セイルボード、カヌー、カヤックのいずれか1艘を運べます。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 。装着にはルーフレールとクロスバーまたは、バーサタイルルーフラックが必要です。
ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。

カヌーまたはカヤックを2 艘運べます。特定の小型ボートなども運搬できます。装着にはルーフレールとクロスバーまたは、バーサタイルルーフ
ラックが必要です。ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。
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CARRYING

ルーフマウント バイクキャリア − ホイールキャリア付フォークマウント

ホイールマウントサイクルキャリア

フォークマウントのバイクキャリアは、前輪を外した自転車をルーフ上に簡単・確実に固定できます。軽量自転車とレース用ホイ
ールの積載に最適です。フロントホイールホルダーが付属しています。装着が容易で、ロック機構付きのバイクキャリア。1つのホ
ルダーに1台、2 つのホルダーを利用して2台まで積載可能です。

1台の自転車を固定できるロック機能付きのキャリア。最大積載量 20kg 。
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TOWING

電動ディプロイアブルトウバー

デタッチャブルトウバー

操作はラゲッジスペースにあるスイッチか、インフォテインメントシステムを使って行います。障害物を感知すると自動で収納されます。
収納時にはリアバンパーの後ろにすっきりと収まります。最大牽引能力は3,500kg*、ノーズウェイトは350kg*。
*最大牽引能力、ノーズウェイトは搭載するエンジンやホイールの構成によって異なります。
○装着にはトウバーモジュール、スイッチ/ハーネスキットが必要です。また、装着時にはトウアイカバーの取り付けが必要です。
○ 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。

取り外しが簡単なデタッチャブルトウバー。不使用時はクリーンな外観を保ちます。50mmトウボール。最大牽引能力は 3,500kg*、
ノーズウェイトは195kg*。
*最大牽引能力、ノーズウェイトは搭載するエンジンやホイールの構成によって異なります。
○装着時にはトウアイカバーの取り付けが必要です。
○ 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。
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TOWING

トウイングエレクトリクス − 13ピン→12N/12Sアダプター

トウイングエレクトリクス − 13ピン→12Nアダプター

トウストラップ

13ピンソケットを12N/12Sに変換するアダプター。トレーラーのリアランプや、インテリア機器に電源を供給します。

13ピンソケットを12Nに変換するアダプター。

○ 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。

○ 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。

反射材付き収納袋は、牽引時にストラップの中央に吊り下げる
と、ウォーニングフラッグにもなります。対応荷重は3,000kg 。
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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。

19" スタイル5021、5スプリットスポーク、

20" スタイル5011、5スプリットスポーク、

20" スタイル5011、5スプリットスポーク、

20" スタイル5122、5スプリットスポーク、

スパークルシルバー

スパークルシルバー

サテンダークグレイ

スパークルシルバー

20" スタイル5122、5スプリットスポーク、

21" スタイル5025、5スプリットスポーク、

21" スタイル5123、5スプリットスポーク、

21" スタイル5123、5スプリットスポーク、
グロスダークグレイダイヤモンドターンドフィニッシュ

サテンダークグレイ
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スパークルシルバー

グロスブラック
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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。

22" スタイル5011、5スプリットスポーク、

22" スタイル5011、5スプリットスポーク、

スパークルシルバー

グロスブラック

22" スタイル5025、5スプリットスポーク、
ライトシルバーダイヤモンドターンドフィニッシュ

22" スタイル5124、5スプリットスポーク、
グロスブラック

22" スタイル5124、5スプリットスポーク、
グロスダークグレイダイヤモンドターンドフィニッシュ
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WHEEL ACCESSORIES

ホイールナット − グロスブラック
グロスブラック仕上げのホイールに最適なホイールナットのセット。20 個入り。

スタイル バルブキャップ

ロッキングホイールナット − ブラック

デザインバリエーションが選べる専用デザインのバルブキャップが、ホイールをさりげなくドレスアップします。4個セット。

厳格な安全基準を満たし、高価なホイールやタイヤをコストをかけずに盗難から守ります。
ホイールナット4個と専用工具のキット。
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WHEEL ACCESSORIES

'LAND ROVER'ホイールセンターキャップ
アロイホイールのスタイリングを高めてくれるホイールセンターキャップ。

'LAND ROVER ’ロゴが刻印されてます。

スノートラクションシステム − 19〜22インチホイール専用

タイヤプレッシャーゲージ

装着することで、雪や氷上でのステアリングとブレーキコントロール性を向上します。装着が 簡単なデザインで、高品質の焼き入れ亜鉛メッキ
鋼製のチェーンは、使用しないときには丈夫なビニール製のキャリーバッグに入れて保管できます。

推 奨 空 気 圧 のメモリー 機 能 付 き の タイヤ 空 気 圧 計。L E D ライトと 3 6 0 °回 転 する
ノズルでバルブの位置に関係なく使用でき、トレッドの深さを測定できるゲージ付き。
psi 、bar、kpa 、kg/cm2 からお好みの単位で表示します。0 〜99psiまたは0 〜7bar の
範囲で使用可能。収納ケースが付属しています。
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PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

EXTERIOR STYLING
品名

パーツ番号

ミラーカバー

ナルヴィックブラックサイドベント

ブライトサイドチューブ

フィックスドサイドステップ

ディプロイアブルサイドステップ

イントロダクション

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

クローム

28VPLAB0132

39,600 ［36,000］

0.20

★

ノーブルクローム

28VPLGB0073

39,600 ［36,000］

0.30

★

左

28LR142429

31,680 ［28,800］

0.20

★

右

28LR142430

31,680 ［28,800］

0.20

★

ブライトサイドチューブ

28VPLRP0270

47,300 ［43,000］

2.60

★

○サイドチューブの装着は車のオフロード性能に影響を与える可能性があります

スペーサーフィッティングキット

28VPLRP0487

9,020 ［8,200］

★

○ブライトサイドチューブの装着に必要です

フォームパッド

28VPLRP0338

264 ［240］

★

○ブライトサイドチューブの装着に必要です

フィックスドサイドステップ

28VPLRP0347

177,100 ［161,000］

★

○サイドステップの装着は車のオフロード性能に影響を与える可能性があります

スペーサーフィッティングキット

28VPLRP0487

9,020 ［8,200］

★

○フィックスサイドステップの装着に必要です

フォームパッド

28VPLRP0338

264 ［240］

★

○フィックスサイドステップの装着に必要です

2.90

○カタログに写真は掲載していません

○カタログに写真は掲載していません

サイドステップ

左

28VPLRP0362

79,640 ［72,400］

★

○フロントマッドフラップと同時装着可能 ○装着した場合、クルマのオフロード性能に影響を及ぼすことがあります
○ 18MY- 用

サイドステップ

右

28VPLRP0363

79,640 ［72,400］

★

○フロントマッドフラップと同時装着可能 ○装着した場合、クルマのオフロード性能に影響を及ぼすことがあります
○ 18MY- 用

ブラケット / モーター

左

28VPLRP0349

100,540 ［91,400］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○ 18MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

ブラケット / モーター

右

28VPLRP0348

100,540 ［91,400］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○ 18MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

ハーネス

28VPLRV0130

34,540 ［31,400］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○ 21MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

モジュール

28VPLRP0486

51,700 ［47,000］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○ 21MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

モジュールブラケット

28VPLRV0131

2,970 ［2,700］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○ 21MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

モジュールフィキシングナット

28FN106042

209 ［190］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です
○装着には 4 個必要です

○ 21MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

モジュールフィキシングボルト

284378449

220 ［200］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です
○装着には 2 個必要です

○ 21MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

フェンダークラディングキット

28VPLRP0358

7,810 ［7,100］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○ 18MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

スペーサーフィッティングキット

28VPLRP0487

9,020 ［8,200］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○ 21MY- 用

○カタログに写真は掲載していません

フォームパッド

28VPLRP0338

264 ［240］

★

○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

○カタログに写真は掲載していません

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

EXTERIOR 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

ブラックフィニッシュ

28VPLRP0285

57,200 ［52,000］

0.70

★

ブライトフィニッシュ

28VPLRP0286

59,510 ［54,100］

0.70

★

ダイナミックフロントグリル - ナルヴィックブラック グリルバー & サラウンド

28LR142424

51,040 ［46,400］

0.40

★

ウィンド ディフレクター

28VPLRP0284

21,450 ［19,500］

0.50

★

参考装着時間

保証期間

0.10

★

ボディサイドモールディング

サイドウィンドウ

備考

○R-Dynamicに標準装備

EXTERIOR PROTECTION
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

品名

パーツ番号

インフレータブル ウォータープルーフオーニング

28VPLEP0432

102,190 ［92,900］

オールウェザーカーカバー

28VPLRP0278

64,900 ［59,000］

フロント

28VPLRP0283

11,990 ［10,900］

0.60

★

リア

28VPLRP0483

11,990 ［10,900］

0.40

★

参考装着時間

保証期間

マッドフラップ

備考

○左右ペア

INTERIOR STYLING
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

品名

パーツ番号

アウタードアシル トレッドプレート

28VPLRS0368

42,570 ［38,700］

0.10

★

スポーツペダルカバー

28VPLWS0475

6,930 ［6,300］

0.10

★

40,590 ［36,900］

0.1

ラグジュアリーカーペットマットセット

イントロダクション

28VPLRS0330PVJ

エボニー

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

備考

○AT車専用

○R-Dynamicに標準装備

○ 1 台分セット（３列目シート用は含まれません）

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

INTERIOR 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

フルハイト

28VPLRS0374

57,200 ［52,000］

0.40

★

ハーフハイト

28VPLRS0375

45,210 ［41,100］

0.40

★

ディバイダー

28VPLRS0376

33,330 ［30,300］

0.30

★

ロードスペース パーティションネット

28VPLRS0360

37,510 ［34,100］

0.10

★

ロードスペース フルプロテクションライナー

28VPLRS0410

12,210 ［11,100］

0.1

28VPLRS0375PVJ

33,000 ［30,000］

0.1

エボニー

28VPLRS0373PVJ

33,000 ［30,000］

0.1

ロードスペース ラバーマットエクステンション

エボニー

28VPLRS0374PVJ

15,840 ［14,400］

0.1

ディープサイドラバーマット

左ハンドル

28VPLRS0607

34,430 ［31,300］

0.10

右ハンドル

28VPLRS0606

34,430 ［31,300］

0.10

28VPLRS0335PVJ

47,300 ［43,000］

0.3

28VPLRS0608

53,680 ［48,800］

0.30

ラゲッジパーティション

ロードスペース ラバーマット

プロテクティブシートカバー

エボニー

エボニー

リアエアコンディショナー装備車

フロント

プロテクティブシートカバー（エボニー）- 2 列目

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

備考

○ 5 シート車専用

○ラゲッジパーティションとの同時装着が必要です

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

FUNCTION & TECHNOLOGY
品名

パーツ番号

クリック & ゴー

クリック & ゴー ベース

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

28VPLRS0388

4,620 ［4,200］

0.10

★

備考
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

クリック & プレイ

iPad 2-4

28VPLRS0391

28,050 ［25,500］

0.10

★

クリック & プレイ

iPad Air

28VPLRS0392

27,060 ［24,600］

0.10

★

○ 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

クリック & プレイ

iPad Mini 1-3

28VPLRS0393

25,630 ［23,300］

0.10

★

〇 iPad Mini 4 装着不可

クリック & プレイ

Samsung 10.1"

28VPLRS0394

7,700 ［7,000］

0.10

★

クリック & ワーク

28VPLRS0395

21,670 ［19,700］

0.10

★

クリック & ハング

28VPLRS0390

13,750 ［12,500］

0.10

★

クリック & フック

28VPLGS0593

6,600 ［6,000］

0.10

★

アクティビティキー

リストバンド

28LR147248

53,570 ［48,700］

0.20

★

アクティビティキー

チャージングケーブル

28LR154899

1,980 ［1,800］

28VPLRV0119

15,400 ［14,000］

1.60

★

ドライブレコーダー

28VPLKV0134

56,650 ［51,500］

2.50

★

センターアームレスト クーラー / ウォーマー ボックス

28VPLVS0176

69,080 ［62,800］

0.10

シートバックストイッジ

28VPLVS0181

16,390 ［14,900］

0.10

28VPLVS0182

45,320 ［41,200］

0.10

28VPLVS0175

12,870 ［11,700］

コラプシブル ラゲッジオーガナイザー
ロードスペースネット

サイド

28VPLRS0361

10,780 ［9,800］

0.20

テールゲートイベントシート

イベントシート

28VPLWS0480

114,400 ［104,000］

0.10

フィッティングキット

28VPLRS0577

9,240 ［8,400］

ロードスペース リテンションネット

28VPLMS0302

23,540 ［21,400］

0.20

★

ロードスペース リテンションキット

28VPLCS0324

11,220 ［10,200］

0.10

★

イントロダクション

エクステリア

インテリア

○ 21MY- 用

★

iPhone® ドックコネクト & チャージドック

プレミアムレザー

○キーレスエントリー装備車用

★

○幅 67.3mm までの iPhone に対応

○リアエアコンディショナー搭載車には装着できません
○ロードスペースレール非装着車はフィッティングキットが必要です

キャリング&トウイング

○ 5 シート車専用

○装着にはロードスペースレールが必要です

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

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

ロードスペースレール

フルレングス

28VPLRS0357

60,060 ［54,600］

0.70

★

サンシェード

テールゲート用

28VPLRS0364

19,140 ［17,400］

0.20

★

リアドアウィンドウ用

28VPLRS0367

16,830 ［15,300］

0.10

★

○ 2 列目シート用

リアウィンドウ用

28VPLRS0363

14,300 ［13,000］

0.20

★

○ 3 列目シート用

プレミアムサンシェード

28VPLRS0366

21,670 ［19,700］

スモーカーズパック

28VPLRS0365

20,240 ［18,400］

0.50

★

○シガレットライターとアシュトレイのセット

シートバックパック

28VPLES0573

30,690 ［27,900］

0.10

★

○ 21MY- 用

参考装着時間

保証期間

○ 5 シート車専用

○ロードスペース リテンションキットの装着に必要です

○ DISCOVERY 専用設計

○フロント用

SAFETY
品名

パーツ番号

チャイルドシート

ファブリック

グループ 0+

28VPLRS0397

54,780 ［49,800］

0.10

ファブリック

グループ 1

28VPLRS0578

119,900 ［109,000］

0.10

ファブリック

グループ 2/3

28VPLRS0610

68,090 ［61,900］

0.10

28VPLRS0396

41,030 ［37,300］

0.10

ISOFIX ベース

2828VPLVC0060

三角停止表示板

イントロダクション

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

エクステリア

インテリア

5,170 ［4,700］

キャリング&トウイング

備考
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

〇車載されていません。別途購入が必要です

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

PET PRODUCTS
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

品名

パーツ番号

ウォーターボウル

28VPLCS0518

9,240 ［8,400］

0.10

ポータブルシャワーシステム

28VPLCS0598

56,760 ［51,600］

0.10

28VPLRS0517

66,440 ［60,400］

0.10

フォルダブルペットキャリア

28VPLCS0520

56,870 ［51,700］

0.10

キルティングロードスペースライナー

28VPLRS0536

57,750 ［52,500］

0.10

ペットアクセスランプ

ラージ

参考装着時間

保証期間

備考

○ラゲッジパーティションと同時装着可能

CARRYING
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

ブラックフィニッシュ

28VPLRR0155

75,570 ［68,700］

0.80

★

シルバーフィニッシュ

28VPLRR0156

75,570 ［68,700］

0.80

★

クロスバー

28VPLRR0154

40,590 ［36,900］

0.20

★

○装着にはルーフレールが必要です

バーサタイルルーフラック

28VPLRR0153

167,200 ［152,000］

1.00

★

○装着には、ルーフレール ディッチフィニッシャーが必要です
ルーフレールを取り外します

フロント

28VPLRR0157

27,170 ［24,700］

★

○ルーフレールまたはバーサタイルルーフラックの装着に必要です

リア

28VPLRR0166

27,170 ［24,700］

★

○バーサタイルルーフラックを装着する場合に必要です

リア

28VPLRR0158

11,880 ［10,800］

★

○ルーフレールの装着に必要です

28VPLRR0167

1,760 ［1,600］

★

○バーサタイルルーフラックを装着する場合に必要（ルーフレール装着済車用）

ラゲッジキャリア

28VPLRR0159

87,560 ［79,600］

0.10

○装着には「ルーフレール」と「クロスバー」がセットで必要です

ラゲッジルーフボックス

28VPLVR0062

97,130 ［88,300］

0.10

○装着には「ルーフレール」と「クロスバー」がセットで必要です

28VPLRR0151

14,520 ［13,200］

0.10

スキーバッグ

28VPLGS0166

26,620 ［24,200］

0.10

スキー / スノーボードキャリア

28VPLZR0187

50,380 ［45,800］

0.10

ルーフレール

ルーフレール ディッチフィニッシャー

ブラックフィニッシュ

フィキシングシーリングキット

ルーフボックス スキー / スノーボードインサート

イントロダクション

スポーツルーフボックス /
ラゲッジルーフボックス用

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

○装着には、ルーフレール ディッチフィニッシャーが必要です

○ルーフレール不要。ルーフレール装着済車は、

○装着には「ルーフレール」と「クロスバー」がセットで必要です

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

CARRYING
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

品名

パーツ番号

アクアスポーツ キャリア

28VPLGR0107

61,930 ［56,300］

0.10

28VPLWR0099

16,500 ［15,000］

0.10

28VPLZR0186

29,480 ［26,800］

0.30

○装着には「ルーフレール」と「クロスバー」がセットで必要です

28VPLWR0101

48,730 ［44,300］

0.20

○装着には「ルーフレール」と「クロスバー」がセットで必要です

カヤック 2 艘
ホイールマウントサイクルキャリア
ルーフマウント バイクキャリア

ホイールキャリア付フォークマウント

28CAR500010

ラチェットストラップ

参考装着時間

保証期間

備考
○装着には「ルーフレール」と「クロスバー」がセットで必要です

1,089 ［990］

TOWING
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

品名

パーツ番号

電動デプロイアブルトウバー

28VPLRT0302

287,100 ［261,000］

トウイングモジュール

28VPLKT0318

トウイングモジュール ブラケット

イントロダクション

参考装着時間

保証期間

3.80

★

○ 21MY- 用

50,820 ［46,200］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

28VPLRV0131

2,970 ［2,700］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

トウイングモジュール フィキシングナット

28FN106042

209 ［190］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

○装着には 4 個必要です

トウイングモジュール フィキシングボルト

284378449

220 ［200］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

○装着には 2 個必要です

トウイングハーネス

28LR146571

27,170 ［24,700］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

スイッチパック

28LR081321

4,510 ［4,100］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

トウイングリカバリーパネル

28LR142612

4,180 ［3,800］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

トウアイカバー

28LR142608

31,680 ［28,800］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

備考
○ 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

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

TOWING
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

品名

パーツ番号

参考装着時間

保証期間

電動デプロイアブルトウバー

28VPLRT0302

287,100 ［261,000］

トウイングモジュール

28VPLKT0318

トウイングモジュール ブラケット

3.80

★

○ 21MY- 用

50,820 ［46,200］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

28VPLRV0131

2,970 ［2,700］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

トウイングモジュール フィキシングナット

28FN106042

209 ［190］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

○装着には 4 個必要です

トウイングモジュール フィキシングボルト

284378449

220 ［200］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

○装着には 2 個必要です

トウイングハーネス

28LR146571

27,170 ［24,700］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

スイッチパック

28LR081321

4,510 ［4,100］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

トウイングリカバリーパネル（R-Dynamic）

28LR142901

4,180 ［3,800］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

トウアイカバー

28LR142611

31,680 ［28,800］

★

○電動デプロイアブルトウバーの装着に必要です

★

○ 21MY- 用

イントロダクション

○ 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

28VPLRT0305

156,200 ［142,000］

トウイングモジュール

28VPLYT0295

22,660 ［20,600］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

トウイングモジュール ブラケット

28VPLRV0131

2,970 ［2,700］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

トウイングモジュール フィキシングナット

28FN106042

209 ［190］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

○装着には 4 個必要です

トウイングモジュール フィキシングボルト

284378449

220 ［200］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

○装着には 2 個必要です

トウイングハーネス

28LR146570

27,170 ［24,700］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

トウイングリカバリーパネル

28LR142612

4,180 ［3,800］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

トウアイカバー

28LR142608

31,680 ［28,800］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

デタッチャブルトウバー

エクステリア

インテリア

3.80

備考

キャリング&トウイング

○ 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

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

TOWING
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

品名

パーツ番号

デタッチャブルトウバー

28VPLRT0305

156,200 ［142,000］

トウイングモジュール

28VPLYT0295

トウイングモジュール ブラケット

トウイングエレクトリクス

参考装着時間

保証期間

3.80

★

○ 21MY- 用

22,660 ［20,600］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

28VPLRV0131

2,970 ［2,700］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

トウイングモジュール フィキシングナット

28FN106042

209 ［190］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

○装着には 4 個必要です

トウイングモジュール フィキシングボルト

284378449

220 ［200］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

○装着には 2 個必要です

トウイングハーネス

28LR146570

27,170 ［24,700］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

トウイングリカバリーパネル（R-Dynamic）

28LR142901

4,180 ［3,800］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

トウアイカバー

28LR142611

31,680 ［28,800］

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

13 ピン → 12N アダプター

28VPLVT0064

9,790 ［8,900］

0.10

★

○ 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

13 ピン → 12N/12S アダプター

28VPLHT0060

20,240 ［18,400］

0.10

★

○ 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

28STC8919AA

15,620 ［14,200］

参考装着時間

保証期間

トウストラップ

備考
○ 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

WHEELS
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］

備考

19 インチ

スタイル 5021

5 スプリットスポーク

スパークルシルバーフィニッシュ

28LR081580

105,930 ［96,300］

0.30

★

○ホイールセンターキャップは別売りです

20 インチ

スタイル 5011

5 スプリットスポーク

スパークルシルバーフィニッシュ

28LR081586

155,100 ［141,000］

0.30

★

○ホイールセンターキャップは別売りです

サテンダークグレイフィニッシュ

28LR142066

141,900 ［129,000］

0.30

★

スパークルシルバーフィニッシュ

28LR142062

137,500 ［125,000］

0.30

★

サテンダークグレイフィニッシュ

28LR142067

141,900 ［129,000］

0.30

★

スタイル 5122

イントロダクション

5 スプリットスポーク

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は 2021年 06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。

WHEELS
品名

パーツ番号

21 インチ

22 インチ

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

スタイル 5025

5 スプリットスポーク

グロスブラックフィニッシュ

28LR142377

162,800 ［148,000］

0.30

★

スタイル 5123

5 スプリットスポーク

スパークルシルバーフィニッシュ

28LR142065

158,400 ［144,000］

0.30

★

グロスダークグレイダイヤモンド
ターンドフィニッシュ

28LR142063

171,600 ［156,000］

0.30

★

スパークルシルバーフィニッシュ

28LR082901

170,500 ［155,000］

0.30

★

グロスブラックフィニッシュ

28LR082900

174,900 ［159,000］

0.30

★

スタイル 5011

5 スプリットスポーク

スタイル 5025

5 スプリットスポーク

ライトシルバーダイヤモンド
ターンドフィニッシュ

28VPLRW0117

182,600 ［166,000］

0.30

★

スタイル 5124

5 スプリットスポーク

グロスブラックフィニッシュ

28LR142068

179,300 ［163,000］

0.30

★

グロスダークグレイダイヤモンド
ターンドフィニッシュ

28LR142064

187,000 ［170,000］

0.30

★

参考装着時間

保証期間

備考
○ホイールセンターキャップは別売りです

○コイルサスペンション装備車には装着できません

○ 7 シート車に装着する場合は、285 タイヤを組み合わせる必要があります
装着できません ○ホイールセンターキャップは別売りです。

○コイルサスペンション装備車には

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］

備考

シルバーフィニッシュ

28LR078545

22,440 ［20,400］

0.20

★

グロスブラックフィニッシュ

28VPLWW0093

22,440 ［20,400］

0.10

★

ホイールナット

グロスブラック

28VPLWW0078

55,000 ［50,000］

0.10

★

○ 20 個

ホイールセンターキャップ

シルバーフィニッシュ

28LR069900

1,980 ［1,800］

0.10

★

○1個

ブラックフィニッシュ

28LR069899

1,980 ［1,800］

0.10

★

○1個

ブラックジャック

28LR027666

5,280 ［4,800］

0.10

○4個

LAND ROVER

28LR027560

5,060 ［4,600］

0.10

○4個

ユニオンジャック

28LR027664

5,170 ［4,700］

0.10

○4個

ロッキングホイールナット

スタイル バルブキャップ

スノートラクションシステム

28VPLGW0081

126,500 ［115,000］

タイヤプレッシャーゲージ

28VPLVW0077

2,970 ［2,700］

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

○ 19-21 インチタイヤ適合

ホイール&アクセサリー

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： LAND ROVER DISCOVERY R-DYNAMIC HSE（ランタオブロンズ）
ルーフレール、ディプロイアブルサイドステップ、バーサタイルルーフラック装着車

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社
141-0001 東京都品川区北品川6-7-29
ガーデンシティ品川御殿山 9F

Jaguar Land Rover Limited
Registered Office: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
Registered in England Number: 1672070
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021
accessories.landrover.com

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

