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フードデカール ブラック
フロントビューをカスタマイズし、精悍な印象を深めるデカール。

［商品番号：82214630］　

25,056円（23,200円）　＜参考取付時間：1.0h＞

Jeep®エンブレム
JeepⓇの誇りと自信を主張する、アルミダイキャスト製の 
エンブレム。

［商品番号：82211201］　

5,400円（5,000円）　＜参考取付時間：0.3h＞ボディサイドデカール ブラック
サイドビューをカスタマイズし、精悍な印象を深めるデカール。

［商品番号：82214627AB］　

32,184円（29,800円）　＜参考取付時間：1.0h＞

※（　）内は税抜価格
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サイドバイザー
雨天時でも窓を開けられるため、車内換気に便利。 
Compass専用設計。“Jeep”ロゴ入り。

メッキモール非対応
［商品番号：82214635AB］　 

29,268円（27,100円）　＜参考取付時間：0.5h＞

メッキモール対応
［商品番号：LJ214635AA］　 

40,500円（37,500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］　 

6,696円（6,200円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ドアエッジプロテクター
ドア開閉時、壁などとの接触による傷からドアを守る、クリアー

タイプのフィルム。

［商品番号：JPNAM62328100］　 

6,912円（6,400円）　＜参考取付時間：0.5h＞

ロックレール
ボディサイド下部に取り付けることで、ボディ保護が強化されます。 
※マッドガードとの同時装着不可。

［商品番号：82214641AE］　 

225,720円（209,000円）　＜参考取付時間：1.5h＞

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］　 

4,104円（3,800円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ブラック
［商品番号：82214622］　 

4,104円（3,800円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ナンバーロックボルト
ナンバープレートの盗難防止に役立ちます。ロックボルト３本、専用

レンチ、ロックアダプターのセット。

［商品番号：JPNCJA0010299020］　 

3,780円（3,500円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ホイールロックボルトキット
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。

［商品番号：82214871］　 

15,444円（14,300円）　＜参考取付時間：0.2h＞

※センターキャップは付属、ボルトは付属していません（標準装備のボルトを使用可能）

ドアハンドルプロテクター
目立たない透明フィルムで、ドア開閉時の爪などによる擦り傷から

ボディを保護。

［商品番号：JPNAM62328200］　 

7,344円（6,800円）　＜参考取付時間：1.0h＞

マッドガード
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
［商品番号：82214642AE］　 

12,960円（12,000円）　＜参考取付時間：0.7h＞

リア
［商品番号：82214643AE］　 

12,960円（12,000円）　＜参考取付時間：0.7h＞

標準車

※（　）内は税抜価格

※写真はメッキモール非対応

※写真はメッキモール対応

アンテナアングルスペーサー
［商品番号：JPNA002329010］　 

5,292円（4,900円）

標準車

ブラック

クローム

アルミホイール 19インチ 5ツインスポーク
（グロスブラック）
どんな道でも、力強くタフな印象を残すポリッシュドフェイス×

グロスブラックのバイカラ―ホイール。 
適合タイヤサイズ：235/45R19

［商品番号：82214668］　

82,620円（76,500円）　＜参考取付時間：0.4h＞

アルミホイール 18インチ 5ツインスポーク
（ハイグロスグレー）
ドライビングスタイルにオーナーの個性を感じさせるグラナイト

クリスタル仕上げのハイグロスホイール。 
適合タイヤサイズ：225/55R18

［商品番号：82214667AC］　

63,072円（58,400円）　＜参考取付時間：0.4h＞

ＴＰＭＳ 
（タイヤプレッシャーモニターシステムバルブ）
ホイール交換時に必要です。1台分4個必要。

［商品番号：68251070AB］　

8,532円（7,900円）

LEDフォグランプ
悪天候時に優れた照射能力を発揮するLEDを使用したフォグ
ランプ。最先端の技術により低消費電力で6400K相当のワイド
でシャープ な配光を実現します。

［商品番号：59123503］　

35,640円（33,000円）　＜参考取付時間：1.0h＞

ミラーオレンジバルブ
通常オレンジの電球をシルバーコーティングすることで映りこみを

なくし、より精悍な印象にします。

［商品番号：JPNAM62325100］　 

5,724円（5,300円）　＜参考取付時間：0.3h＞フロント リア
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※（　）内は税抜価格
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バイシクルキャリア（正立式） 
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 
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］

36,288円（33,600円）　＜参考取付時間：0.5h＞

バイシクルキャリア（フォークマウント式）
フロントタイヤを外して積載。ディスクブレーキ装備車なども積載可能。

［商品番号：TCFKM526AB］ 

31,320円（29,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

カヌーキャリア 
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。
ルーフラックに簡単に取り付けることができます。

［商品番号：TCCAN819］ 

24,084円（22,300円）　＜参考取付時間：0.5h＞

サーフ＆パドルボードキャリア
サーフボードまたはパドルボードを 
最大2セット積載できるキャリア。

［商品番号：TCSUP811］ 

36,936円（34,200円）　＜参考取付時間：0.5h＞

ロック式ルーフラック＊1 
ルーフに取り付ける全ての純正アタッチメントの 

ベースになるロック式ルーフラック。

［商品番号：82214658AB］ 

64,152円（59,400円）　＜参考取付時間:0.5h＞

カヤックキャリア 
ラバー製パッドとフェルト素材をインテグレートした 

サドルがカヤックをしっかり固定。

［商品番号：TCKAY883］ 

44,172円（40,900円）　＜参考取付時間：0.5h＞

ルーフバスケット 
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。 

※バスケットネットを同時にご使用ください。

［商品番号：TCCAN859］

79,920円（74,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

バスケットネット 
ルーフバスケットにのせた荷物をしっかり固定できる 

専用ネット。

［商品番号：82209422AB］

7,560円（7,000円）

ルーフボックスソフト 
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。※完全防水ではありません

［商品番号：TCINT869］ 

38,016円（35,200円）　＜参考取付時間：0.3h＞

スキー・スノボキャリア 
最大スキー６セットまたはスノーボード４セットが 

積載できるキャリア。ロック付。

［商品番号：TCS92725］ 

29,160円（27,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

＊1 ルーフレール非装備車への取付けにはルーフレールブラック［商品番号：82214657］43,200 円 ＜参考取付時間：1.0h＞ が別途必要となります。
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フロントウィンドウサンシェード
真夏の強烈な陽射しを防いで、車室内の温度上昇を防ぎます。

使用しない時は、コンパクトに折り畳みが可能。Jeep®ロゴ入り。

［商品番号：JPNAM62314100］ 

9,720円（9,000円）

LEDインテリアライト
インテリアを明るく、かつシャープな雰囲気に。フロント・リアルームランプ、グローブボックス、ラゲッジルームランプのLEDバルブ7個セット。

［商品番号：JPNABU2015120］ 

36,828円（34,100円）　＜参考取付時間：1.0h＞

ウェットガードリアシートカバー ブラック
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。 
※チャイルドシート同時装着不可。

［商品番号：JPNABU2012100］ 

30,888円（28,600円）　＜参考取付時間：0.3h＞

ドアシルガード
傷つきやすいドアシルを保護。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。フロント左右2枚セット。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：82214662AB］ 

22,572円（20,900円）　＜参考取付時間：0.5h＞

フロアマット “WEB”
砂漠のドライな地表をイメージしてデザインされたフロアマット。

フロントとリアの左右、リアセンターの5枚セット。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：LJ000003AA］ 

36,720円（34,000円）

フロアマット “CAMO”　
ボリューム感のある生地を使用したブラック×グレーカモフラージュ

柄のフロアマット。フロントとリアの左右、リアセンターの5枚セット。 
“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：LJ000004AB］ 

42,120円（39,000円）

ウェットガードフロントシートカバー（1席分）
レジャーなどで濡れた状態で乗り込んだ際にシートを汚れや濡れなどから守ります。シート形状にジャストフィットする

カバーです。※チャイルドシート装着不可。

ブルー
［商品番号：JPNCJA0018102010］ 

14,256円（13,200円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ブラック
［商品番号：JPNCJA0018102020］ 

14,256円（13,200円）　＜参考取付時間：0.1h＞

標準車

ブラックブルー

収納時
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Jeep® アロマディフューザーセット 
“Green Mint”
車室内のシガーソケットに装着して使用するアロマディフュー

ザーと、爽やかなミントの香りのエッセンシャルオイル（5mℓ）
のセット。交換用オイルは単品もお取り扱いしています。

［商品番号：JPNM21FJ001］ 

3,564円（3,300円）

Jeep® リフィルオイル “Green Mint”
［商品番号：JPNM21FJ002］ 

1,836円（1,700円）

アディショナルLED
夜間や暗い場所での荷下ろし時に、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。ハッチゲート裏インテリア
パネルの2ヶ所装着。

［商品番号：JPNABU2015100］ 

11,124円（10,300円）　＜参考取付時間：1.5h＞

※（　）内は税抜価格 87



Pa
ge

 9

オーガナイザー用アダプター
ラゲッジスペースオーガナイザーのレールに固定することで、

荷物に合わせてラゲッジスペースを分割するキット。

［商品番号：71805893］ 

10,152円（9,400円）

ラゲッジネット
ラゲッジスペースを有効に使用できるラゲッジネット。荷物の固定

や整理に便利で取り外しも簡単です。

［商品番号：82214653］ 

6,264円（5,800円）

オーガナイザー用オーガナイズバー
ラゲッジスペースを分割、運転時も荷物の揺れ、倒れ防止に役立

ちます。※オーガナイザー用アダプターと同時装着が必要です。

［商品番号：71805895］ 

14,256円（13,200円）

ラゲッジマット
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。 
※ラゲッジスペースオーガナイザーとの同時装着不可。

［商品番号：82214650AB］ 

23,760円（22,000円）CA
RG

O 
AC

CE
SS

OR
IE

S

ストレージキット
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：82208566］ 

7,128円（6,600円）

ラゲッジフルカバー
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

フラップ付。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：JPNAM62313100］ 

14,256円（13,200円）　＜参考取付時間：0.1h＞ラゲッジトレイ
さまざまな荷物を収納するのに便利なラゲッジトレイ。 
“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：82214666］ 

20,628円（19,100円）

オーガナイザー用ホールディングバンド
ラゲッジスペースを分割、ホールディングバンドが、不定形の荷物も

しっかり固定します。※オーガナイザー用アダプターと同時装着が必要です。

［商品番号：71805896］ 

10,692円（9,900円）ラゲッジスペースオーガナイザー
別売りのアダプターやオーガナイズバー、ホールディングバンドを装着できるレール付の床。

［商品番号：52039572］ 

95,040円（88,000円）　＜参考取付時間：0.2h＞

※（　）内は税抜価格 109
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折りたたみ時

バックカメラ

シートバックホルダー
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

マジックテープで固定。“Jeep”ロゴ入り。

ブラック/グリーン
［商品番号：JPNABU2013120］ 

9,720円（9,000円）

ブラック
［商品番号：JPNCJAKL19102030］ 

9,720円（9,000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。“Jeep”ロゴ入り。

ブラック/グリーン
［商品番号：JPNA002019100］ 

5,940円（5,500円）

ブラック
［商品番号：JPNCJA0019102030］ 

5,940円（5,500円）

クッションケース
ショッピングバックなどのちょっとした荷物を置ける便利な 
ボックス。シート座面に装着し、使用しない時は折り畳み、 
クッションとしても利用可能。

［商品番号：JPNCJAKL19102010］ 

9,288円（8,600円）

ウェットティッシュホルダー
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。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：JPNCJAKL19102040］ 

3,996円（3,700円）

ブラック

ブラック

ブラック /グリーン

ブラック /グリーン

JeepⓇ オリジナル ドライブレコーダー スマートレコ WHSR-510
●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 
●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）

●車上狙いやいたずらを監視する「駐車監視モード」

［商品番号：JPNA002355050］ 

45,360円（42,000円）　＜参考取付時間：1.0h＞

 
●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」

●音声案内機能を搭載

●青色LEDで駐車中の録画をアピール。当て逃げやいたずらのデータも保存
●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

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］ 

12,096円（11,200円）

ペット用ゲージ
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、必要に応じて天面や側面を開閉する

ことができます。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：82213729AB］ 

37,476円（34,700円）

シートベルトパッド
シートベルトとの摩擦から洋服を保護する、グリーン

のステッチが入ったスエード調パッド。片側分（1個）。 
“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：JPNCJAKL19102020］ 

5,724円（5,300円）

※（　）内は税抜価格

ETC ユニット（Jeep® ロゴ入り）
スタイリッシュなピアノブラック仕上げのセパレートタイプETC。 
Jeep®ロゴ入りアンテナカバー付。

［商品番号：JPNA002153023］ 

18,360円（17,000円）　＜参考取付時間：1.5h＞

リアビューカメラキット
駐車場でのバック進入時など、視野に入りにくい障害物等をバックカメラでとらえてリア

ビューミラーに映し出すリアビューカメラキット。シフトポジションを「R（リバース）」に入れる
と後方の画像をリアビューミラー内に映し出し、走行中は通常のミラーとして機能します。

［商品番号：JPNAM62352070］ 

63,504円（58,800円）　＜参考取付時間：2.5h＞

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］ 

18,360円（17,000円）　＜参考取付時間：1.0h＞
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ライフハンマーエボリューション
緊急時の脱出時にガラスを簡単に破壊できるアイテム。

［商品番号：59124022］ 

3,996円（3,700円）

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］ 

92,664円（85,800円）　＜参考取付時間：0.5h＞

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をはじめ、非常用三角停止表示板

やブースターケーブル、ライフベスト、作業用グローブ、エアゲージ、 
LEDランプ、タイヤ収納袋（1本分）のセット。

［商品番号：JPNCJA0019804010］ 

28,728円（26,600円）

タイヤシーラント
パンク時にタイヤの穴を塞ぐタイヤシーラント。

［商品番号：82212934］ 

7,020円（6,500円）

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。 
視認性が高く、夜間でも安全。ヨーロッパEN571規格適合品。 
4枚入り。

［商品番号：59124056］ 

7,776円（7,200円）

わさびd'air（デェール）
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。クリップ止めで、エアコンフィルターに簡単装着。

［商品番号：JPNA002019020］ 

3,024円（2,800円）　＜参考取付時間：0.2h＞

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：JPNA002081100］ 

8,316円（7,700円）

※（　）内は税抜価格

※ルーフラック（キャリア類含む）、ラゲッジスペース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。※掲載の車両は実際のモデルと異なる場合があります。
※写真は、日本仕様と一部異なる場合があります。※仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。改定等により、商品番号を変更する場合があります。最新の情報はジープ正規ディーラーにお問い合わせください。
※印刷物の色は、実際とは多少異なります。ご了承ください。※商品によっては、多少納期がかかる場合がございます。ご了承ください。※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、ジープ正規ディーラーにて行ってください。※記載内容は、2019年7月現在のものです。※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。

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走行を 
サポートします。

600mm（運転席側）
［商品番号：JPNA002371070］ 

4,320円（4,000円）

450mm（助手席側）
［商品番号：JPNA002371020］ 

3,240円（3,000円）

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。

600mm（運転席側）
［商品番号：JPNA002071061］ 

8,100円（7,500円）

450mm（助手席側）
［商品番号：JPNA002071071］ 

6,372円（5,900円）

※写真はイメージです。

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］ 

12,420円（11,500円）
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