J E E P® C H E R O K E E + A U T H E N T I C A C C E S S O R I E S

EXTERIOR ACCESSORIES

クロームドアミラーカバー
オーナーのセンスが光る、クロームが輝くミラーカバー。
［商品番号：82213890］

38,500円（35,000円） ＜参考取付時間：0.5h＞

Jeep ®エンブレム

ジープの誇りと自信を主張する、アルミダイキャストの
エンブレム。
［商品番号：82211201］

5,500円（5,000円）
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※（

）内は税抜価格
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リアルカーボン B ピラーガーニッシュ
F1レーシングカーのボディなどにも採用されているリアルカーボン

フロント

※写真は Longitude/Limited 用

リア

※写真は Longitude/Limited 用

ナンバーロックボルト
多数の独自花柄キーパターンと熱処理、表面処理で
高いセキュリティ性能と美しい見た目を実現した

製ピラーガーニッシュ。本物ならではの質感がスポーティさを演出。

マックガード社製のロックボルト。

［商品番号：JPNCJAKL19201020］

1台分3個入りセット。

20,240円（18,400円） ＜参考取付時間：0.5h＞

［商品番号：JPNCJA0010299020 ］

3,850円（3,500円） ＜参考取付時間：0.1h＞

MOPAR ホイールセンターキャップ

MOPARロゴが輝く、アルミホイール用センターキャップ

クローム

ホイールロックナットキット
ホイールの盗難防止に役立つロッキングナット 4 個と

MOPAR 専用キー 1 個のセット。

４個セット。
［商品番号：82212508］

［商品番号：82212978AB］

11,110円（10,100円） ＜参考取付時間：0.8h＞

11,330円（10,300円） ＜参考取付時間：0.2h＞

マッドガード

※写真はクローム

スタイリッシュな魅力を放つとともに、タイヤの石跳ねや泥跳ねなどか

サイドディフレクター

ドアエッジプロテクション

雨天時や喫煙時の換気に役立つディフレクター。フロント・リア

乗降時、壁などとの接触による傷からドアを保護します。

の 4 枚セット。CHEROKEE のスタイルにフィットしたスリムな

らボディを保護。リア用は"Jeep"ロゴ入り
（左右セット、フロント用とリ
ア用は別売）。

フロント（ Longitude/Limited 用）

［商品番号：JPNCJAKL19208020］

デザインです。

［商品番号：82213880AB］

7,260円（6,600円） ＜参考取付時間：0.4h＞

（Longitude/Limited用）
クローム

19,030円（17,300円） ＜参考取付時間：0.7h前後＞

フロント（ Trailhawk 用）

［商品番号：JPNCJAKL19201010］

ブラック

39,600円（36,000円） ＜参考取付時間：0.5h＞

ブラック（Trailhawk用）
［商品番号：JPNCJAKL19201030］

39,600円（36,000円） ＜参考取付時間：0.5h＞

フィンガープロテクション
爪や指輪などで傷つきやすいドアハンドル部を保護します。
［商品番号：JPNCJAKL19208030］

8,030円（7,300円） ＜参考取付時間：0.5h＞

ロゴ入りナンバーロックボルト
小さいながらジープのアイデンティティを主張するロゴ入りの
ナンバーロックボルト。1 台分 3 個入りセット。ロゴは 2 種類の
デザインから選べます。
［商品番号：JPNAM62329101］

6,820円（6,200円） ＜参考取付時間：0.1h＞

タイヤバルブステムキャップ
"Jeep" ロゴ入りバルブキャップ 4 点セット。
クローム
［商品番号：82213628AB］

4,180円（3,800円） ＜参考取付時間：0.1h＞
ブラック

［商品番号：82215680］

19,030円（17,300円） ＜参考取付時間：0.7h前後＞

リア（ Longitude/Limited 用）
［商品番号：82215679AB］

19,030円（17,300円） ＜参考取付時間：0.7h前後＞

リア（ Trailhawk 用）
［商品番号：82215681］

19,030円（17,300円） ＜参考取付時間：0.7h前後＞

［商品番号：82214622］

4,180円（3,800円） ＜参考取付時間：0.1h＞
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※（

）内は税抜価格
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INTERIOR ACCESSORIES

プレミアムフロアマット

ウェットガードリアシートカバー（ブラック）

ボリュームのある生地で車内の高級感も演出できるフロア

専用設計によりシート形状にジャストフィットするカバー。

マット。フロント / リア左右、リアセンターの 5 点セット。

※チャイルドシート同時装着不可。

［商品番号：JPNCJAKL19101010］

［商品番号：JPNABU2012100］

44,000円（40,000円）

31,460円（28,600円） ＜参考取付時間：0.3h＞

ラゲッジフルカバー
ラバーマット

汚れたものでも気にすることなく積載できる、ラゲッジスペースを

水や泥などからフロアを保護するカスタムデザインのラバーマット。

保護するカバー。荷下ろし時に傷つきやすいバンパーを守る

フロント2枚、リア2枚の4点セット。 Jeep ロゴ入り。

フラップ付。
［商品番号：JPNAKL2413001］

［商品番号：1UB89DX9AB］

14,850円（13,500円）

25,300円（23,000円）

ペットシートカバー
ペットを後席に乗せた際、車内を汚れやキズから守る
プロテクションシート。ナイロン製。
［商品番号：JPNCJA0019102010］

12,320円（11,200円）

ウェットガードフロントシートカバー
レジャーなどで濡れた状態で乗り込んだ際、濡れや汚れからシートを保護。ネオプレーン製。1 シート分。
※チャイルドシート同時装着不可。

ブルー
スカッフプレート
サイドシルを保護するスカッフプレート。
スタイリッシュなブラッシュ仕上げのステンレススチール製。

CHEROKEE ロゴ入り。
［商品番号：82214008AB］

［商品番号：JPNCJA0018102010］

14,520円（13,200円）
ブラック

［商品番号：JPNCJA0018102020］

14,520円（13,200円）

35,090円（31,900円） ＜参考取付時間：0.5h＞

※写真はイメージ。

56

※掲載写真のモデルは異なります。

※（

）内は税抜価格
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CARGO ACCESSORIES

LED ルームランプバルブ２個セット

高輝度バルブを採用したランプが室内やカーゴスペースを明るく

ストレージキット

照らします。フロントまたはラゲッジルーム用。各 2 個セット。
※フロントまたはラゲッジルーム用

ラゲッジスペースの荷物をまとめるのに便利なトート型収納ケース。
持ち運び、折り畳みも可能。Jeep Ⓡロゴ入り。

［商品番号：JPNCJA0019504020］

12,760円（11,600円） ＜参考取付時間：0.3h＞

［商品番号：82208566］

7,260円（6,600円）

※写真はイメージ。
※掲載写真のモデルは異なります。

アディショナル LED

カーゴマット

夜間や暗い場所での荷おろし時に、ラゲッジランプでは
補えない部分を明るく照らす高輝度 LEDを追加。ハッチ

ボリューム感のある生地で汚れやすいラゲッジエリアを保護するマット。

"Jeep"ロゴ入り。

ゲート裏インテリアパネルに2か所装着（要穴開け加工）。

［商品番号：82215682AB］

［商品番号：JPNABU2015100］

27,830円（25,300円）

11,330円（10,300円） ＜参考取付時間：1.5h＞

カーゴトレイ

ペット用ゲージ

さまざまな荷物を収納するのに便利なラゲッジトレイ。

カーゴスペースにフィットするペット用ゲージ。ファスナーによって、

CHEROKEE ロゴ入り。

必要に応じて天面や側面を開閉する事ができます。

［商品番号：82215677AB］

30,250円（27,500円）

［商品番号：82213729AB］

38,170円（34,700円）
インカーバイシクルキャリア

ボーンバー

車内にバイクをしっかり固定できるインテリアキャリア。大切なバイクを雨や汚れから守ります。

車内での休憩時にリアゲートに取り付けることで効率的に

前輪を固定するホイールホルダー付。 ※ハンドル位置の高いシティサイクルなど積載できないタイプもあります。

換気をすることが可能。Willys のシルエットを刻印。

［商品番号：JPNCJA0019102020］

37,510円（34,100円） ＜参考取付時間：0.3h＞

78

硬質ステンレス製。

［商品番号：JPNA002429002］

11,000円（10,000円）

※（

）内は税抜価格
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CARGO
CARRIERS

ルーフバスケット

バスケットネット

ルーフボックスソフト

キャンプなどで汚れた荷物も気軽に詰め込めるバスケット。

ルーフバスケットにのせた荷物をしっかり固定できる

悪天候でも使える、防水素材を使用した大型ルーフボックス。丸めて専用バッグ

※バスケットネットを同時にご使用ください。

専用ネット。

に入れて保管できトランクルームにも収納可能。工具なしで素早く装着可能。

［商品番号：TCCAN859］

［商品番号：82209422AB］

SPORT
CARRIERS

81,400円（74,000円） ＜参考取付時間：0.5h＞

スキー・スノボキャリア

カヌーキャリア

サーフ＆パドルボードキャリア

ラバー製パッドとフェルト素材をインテグレートした

最大スキー６セットまたはスノーボード４セットが

2 つのストラップとバックルプロテクターでカヌーを固定。

サーフボードまたはパドルボードを

サドルがカヤックをしっかり固定

積載できるキャリア。ロック付き。

ルーフラックに簡単に取り付けることができます。

最大 2 セット積載できるキャリア。

［商品番号：TCKAY883］

［商品番号：TCS92725］

［商品番号：TCCAN819］

29,700円（27,000円） ＜参考取付時間：0.5h＞

バイシクルキャリア （正立式）

バイシクルキャリア

自転車のタイヤを取り外さずに、簡単・便利に積載できる正立タイプの

（フォークマウント式）

バイシクルキャリア。※自転車の種類によっては積載できない場合があります。
［商品番号：TCOES599］

36,960円（33,600円） ＜参考取付時間：0.5h＞

［商品番号：TCFKM526AB］

31,900円（29,000円） ＜参考取付時間：0.5h＞

［商品番号：TCSUP811］

24,530円（22,300円） ＜参考取付時間：0.5h＞

TENT

BIKE
CARRIER

38,720円（35,200円） ＜参考取付時間：0.3h＞

カヤックキャリア

44,990円（40,900円） ＜参考取付時間：0.5h＞

10

［商品番号：TCINT869］

7,700円（7,000円）

+

ロック式ルーフラック
アルミニウム製ロック式ルーフラック。ルーフに取り付けるすべての
アタッチメントのベース。
［商品番号：TRAB4553］

48,400円（44,000円） ＜参考取付時間：0.5h＞

37,620円（34,200円） ＜参考取付時間：0.5h＞

Jeep ® アタッチャブルテント

アウトドアライフを楽しめる、約 3m×約 3m（日よけスペース約 2.1m×約 1.8m ）のテント。
大型レインフライと天井収納ネット、内部ポケット、収納バッグ付。クルマの後部に
取り付ければ、追加のスリーピング

/ 収納スペースに。キャンプ地からクルマででかける

場合は、クルマから離して設営することも可能。カラーは、ブルー×グレー。
［商品番号：82212604］

94,380円（85,800円） ＜参考取付時間：0.5h＞
※（

）内は税抜価格
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シリコートワイパー
優れた払拭性能で、ひと拭きで視界を確保し雨天時の

フロントカメラ

OTHER ACCESSORIES

走行をサポート。

650mm（運転席側）
［商品番号：JPNA002371080］

リアカメラ

4,620円（4,200円）

450mm（助手席側）
［商品番号：JPNA002371020］

3,300円（3,000円）

Jeep Ⓡ純正 Wi-Fi 対応ドライブレコーダー

Jeep Ⓡ 純正 モニター付ドライブレコーダー

DR-SJP1

スマートレコ WHSR-510

様々なシーンに対応する最新機能・高性能カメラを搭載した新世代ドライブレコーダー。Wi-Fi機能によりスマートフォン専用アプリから、簡単操作で

●タッチパネルで映像再生や各種設定の変更も直感的に操作

録画データの確認とダウンロードが可能。フロントカメラは夜間走行など光量が少ないシーンでもSTARVIS イメージセンサーで明るく鮮明な

映像を撮影。リアカメラは FullHD 高画質で対角 140 °
の広角撮影が可能。後方からの危険運転（あおり運転など）の行動を鮮明に記録します。

●スマートフォーマットフリーで、出荷時のまま使用可能
●シンプルながらも純正の証であるロゴ入りデザイン。また、起動時にはディスプレイにJeep Ⓡ７スロットグリルを表示
●事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」
（フロントカメラにはナイトビジョン搭載）

1.Wi-Fi 対応＆専用アプリで簡単管理

●車上狙いやいたずらを監視する「駐車監視モード」

2. 後方からの危険運転などに対応した FullHDリアカメラ

●駐車時に衝撃を感知するとお知らせする「当て逃げお知らせボイス」

3.STARVIS イメージセンサーで、夜間の録画も対応
4.コンパクト&スタイリッシュなオリジナルデザイン（ブランドロゴ入り）
●事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」
（フロントカメラにはナイトビジョン搭載）
●車上狙いやいたずらを監視する「駐車録画」

●音声案内機能を搭載
●青色 LED で駐車中の録画をアピール。当て逃げやイタズラのデータも保存

●安心のメーカー 2 年保証

●常時録画や、Gセンサーによるイベント録画

● LED 信号対策済み

●スーパーキャパシタを採用し、事故後でもしっかり映像を保存
● 3 軸 Gセンサーによる衝撃検知録画

［商品番号：JPNA002355050］

● LED 信号対策済み

46,200円（42,000円） ＜参考取付時間：1.0h＞

● microSD の定期的な初期化が不要
●高温の環境下でも本体を保護する高温遮断機能付き
●安心のメーカー 3 年保証

シリコートスノーワイパーブレード
拭くだけで撥水コーティングを施し、凍りつきを緩和する
雪専用ワイパー。

フロントサンシェード
真夏の強い陽射しによる車内の温度上昇を抑制。使用しない
ときはコンパクトに折りたためます。Jeep Ⓡロゴ入り。
［商品番号：JPNCJM18KJ0045］

9,460円（8,600円）

650mm（運転席側）
［商品番号：JPNA002071061］

8,250円（7,500円）

450mm（助手席側）
［商品番号：JPNA002071071］

フロント・リアセット
［商品番号：JPNA002431000］

60,500円（55,000円）

＜参考取付時間：2.5h＞

フロントカメラ（単品） リアカメラ（単品）
［商品番号：JPNA002431005］

［商品番号：JPNA002431006］

＜参考取付時間：2.0h＞

＜参考取付時間：0.8h＞

42,900円（39,000円）

19,800円（18,000円）

リアカメラ（オプション）
●後方からの追突や煽りも録画できるリアカメラ
［商品番号：59082429］

18,700円（17,000円） ＜参考取付時間：1.0h＞

6,490円（5,900円）

12

※（

）内は税抜価格
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エマージェンシーキット
ライフハンマーエボリューション

ライフハンマーエボリューションをはじめ、

緊急時の脱出時にガラスを簡単に破壊

非常用三角停止表示板やブースターケーブル、

できるアイテム。

ライフベスト、作業用グローブ、エアゲージ、

［商品番号：59124022］

4,070円（3,700円）

LEDランプ、タイヤ収納袋（ 1 本分）のセット。
［商品番号：JPNCJA0019804010］

29,260円（26,600円）

わさび d'air（デェール）

エマージェンシーベスト
高速道路での緊急時など、車外に出る際に着用するベスト。

わさびの抗菌成分が、エアコン内部のにおいを抑えるアイテム。

視認性が高く、夜間でも安全。ヨーロッパEN571規格適合品。

クリップ止めで、エアコンフィルターに簡単装着。

4 枚入り。

［商品番号：59082752］

3,080円（2,800円） ＜参考取付時間：0.2h＞

［商品番号：59124056］

7,920円（7,200円）

オートホールドモバイルホルダー
ドリンクホルダーに設置するモバイルホルダー。タッチセンサーにより自動で開閉します。使用可能なスマートフォンのサイズ：幅56~90mm。単４乾電池２本使用。
［商品番号：JPNA002319010］

12,650円（11,500円）

トラッシュボックス
ゴミ箱としてだけでなく、小物入れや 500ml ペットボトル 2 本分の
収納ボックスとしても利用可能。
ブラック

ウェットティッシュホルダー

6,050円（5,500円）

ア ースカラー のトリムがジ ープらしさを演 出 。後 部 座 席 だけ
でなく運 転 席からでも取り出しやすく設計されています。

ブラック

［商品番号：JPNCJAKL19102040］

4,070円（3,700円）

ブラック / グリーン
［商品番号：JPNA002019100］

［商品番号：JPNCJA0019102030］
ブラック / グリーン

6,050円（5,500円）円

シートバックホルダー

シートベルトパッド

カーゴスペース内の整理に便利なホルダー。リアシートバックに

ジープグリーンのステッチが入ったスエード調シートベルト

マジックテープで固定。Jeep Ⓡロゴ入り。

パッド。シートベルトによる摩擦から洋服を保護します。1個入り。

ブラック / グリーン

タイヤカバー（ M サイズ）

夏と冬にタイヤ交換した後などに便利な保管用タイヤカバー。
イラストにマーキングするだけでタイヤ位置がわかる4枚セット。

［商品番号：JPNCJAKL19102020］
ブラック

［商品番号：JPNABU2013120］

［商品番号：JPNA002081100］

5,830円（5,300円）

8,470円（7,700円）

9,900円（9,000円）
ブラック

※写真は、
日本仕様と一部異なる場合があります。
※ルーフラック
（キャリア類含む）、
ラゲッジスペース等の写真において積載状態を示すアイテムは商品に含まれておりません。
※仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※改良等に

［商品番号：JPNCJAKL19102030］

より、商品番号および価格を変更する場合があります。
※商品によっては、多少納期がかかる場合がございます。
※掲載されている商品は全て車両登録後の取り付けを前提としています。
※ジープ純正アクセサリーのお取り付けは、必ず、
ジープ正規

9,900円（9,000円）
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です。取付工賃および塗装代は含まれておりません。
※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はジープ正規ディーラーが
ディーラーにて行ってください。
※掲載されている価格は、全国メーカー希望小売価格（消費税 10% 込）
ブラック / グリーン

※詳細につきましては、
ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。
独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。
※記載内容は、2020 年 6月現在のものです。

※（

）内は税抜価格
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