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1.クローム フロントグリル

82210558AD

3.クロームドアミラーカバー

JPNCJAJK14208010

ジープ伝統のフロントマスクを、クロームの輝きがスタイリッシュに引き立てます。

オーナーのセンスが光る、クロームの輝きが眩しいミラーカバー。

2.MOPAR デザイン

4.ドアバイザー

82210001

クロームキャストホイール

5. サイドステップチューブタイプ （Wrangler）
クローム

（Wrangler Unlimited）

82210563AD
82210564AF

サイドビューをスタイリッシュに引き締めるチューブタイプのステップ。マットガード
（フロント） JPNCJAJK12201010
（リア）

（フロント）およびロックレールとの同時装着はできません。

JPNCJAJK12201020

存在感あるWrangler の足元に、さらなる洗練と高級感を。MOPAR による

雨天時にも窓上部を開けることができ、車内の空気循環が効果的に行えます。左右

スタイリッシュなデザインのキャストホイール。18インチ、センターキャップ付。

セット。樹脂製。 Jeep ロゴ入り。

WRANGLER
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1.フロントエンドカバー（フード＆グリル）

82210318AB

Wranglerのフロントエンドの形状にフィット。ソフトトップにマッチするブラックを
採用しました。

2.フードカバー V 型（ブラック）
3.フードカバー V 型（カーキ）

82210316
82210317

飛び石によるキズや虫などの付着からボンネットフードを保護するとともに、
フロント

2

マスクをワイルドに演出します。 Jeep ロゴ入り。

4.フロントデフレクター

1

82210277AB

空気を整流し、
フードとフロントガラスの汚れを軽減。フロントマスクにアクセントを
与え、個性的にドレスアップします。 Jeep ロゴ入り。

グリル
フロントエンドをオリジナリティあふれる外観にカスタマイズ。高級感あふれるグリル
とフロントエンドトリムにより、愛車を美しく演出します。なお、すべてのパーツはクラ
イスラーの耐久性基準をクリアしています。
3

5.クロームグリルトリムキット

130620RR

Wranglerのグリルを芸術品に変えるキット。取り付けも簡単。ブラックもご用意し
ています。

4

6.ブラックグリルトリムキット

130630RR

7. ステンレススチール

82212200
82212260

メッシュグリル

（フードロック非装着車用）
（フードロック装着車用）

8. ステンレススチールブラックメッシュグリル

5

（フードロック装着車用）

6

7

82212625

8

9.フードロック

82213051AB

エンジンフード内の部品の盗難を防止。既存の穴を利用してリベットで固定する間
に、
イグニッションキーに対するコード設定を自動で行います。欧州仕様車フードロッ
ク同様、サッチャム基準に準拠しています。
通常時

10.フードスコープ

135212RR

空気の流れを改善し、
ゴミの侵入を防ぎます。耐久性に優れたABS 樹脂を使用し、
スタイリッシュなブラックのペイント仕上げとしました。

9

4
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1.HID ヘッドランプ

JPNCJAJK17205010

ハロゲンランプに比べて２倍明るいホワイト光（色温度 4,300K ）で、より遠く広い
範囲を照らします。夜間でのクリアな視界を確保し、
より安心感に満ちたドライビング
を実現します。
標準車

標準車

2.LEDフォグランプ

JPNAJK2025020

低消費電力と長寿命を実現する LEDフォグランプ。クリアでシャープな輝きを
放ち、悪天候時の視界を確保します。コンバージョンキット
（色温度 6,000K ）。

3.ドアミラーカバー（ペイントタイプ）

ECOP4034

ドアミラーの前部に装着します。左側はサイドカメラ穴の加工が必要。

4.クロームドアハンドル
インサート/ ボタンカバー
1

2

82212489
82212490

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

ドライバーの個性を強調するインサート。Wranglerのドアハンドルとプッシュボタン
４ドア用をご用意しています。
にぴったりとフィットします。2ドア用、

5.ドアハンドルプロテクション （Wrangler）

JPNCJAJK16208035

（Wrangler Unlimited） JPNCJAJK16208030

傷つきやすいドアハンドル部を保護します。クリアータイプ。

5

6.ドアエッジモール

（Wrangler）

JPNCJAJK16208025

（Wrangler Unlimited） JPNCJAJK16208020

乗降時、壁などとの接触による傷からドアを保護します。クリアータイプ。

7.ライセンスフレーム

JPNCJAJP13206010

ナンバープレートに取り付けるだけで、個性を演出します。リヤは封印前の装着
が必要。

8. ロゴ入りナンバーロックボルト

6
3

JPNAM62329100

ナンバープレートの盗難防止に役立つ、マックガード社製ボルト。Jeep Ⓡロゴ、

4

7スロットグリルの２種類マークが貼付け可能。

9. ナンバープレートロック

JPNCJA0010299010

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。

7

8

9
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1

標準車

1

2

1.クロームマフラーカッター

82208439AD

光を反射して輝くクロームアクセントがリアスタイルをスタイリッシュに演出します。

2.LEDライセンスバルブ

JPNCJA0016205301

低消費電力、長寿命が特長の LEDを採用。白く明るい光がナンバープレートを
鮮やかに照らし、高級感を演出します。

3. マッドガード

（フロント）
（リア）

82210233
82210232

ボディや下回りを泥や雪、石跳ねなどから守ります。左右セット。樹脂製。 Jeep
3

6
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ロゴ入り。

1.クローム

（Wrangler）

フューエルフィラードア

（Wrangler Unlimited）

82210284AC
82214794

エクステリアにクロームのアクセントをプラスします。 Jeep ロゴ入り。

2.フューエルフィラードア

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

82210285AB
82214793

エクステリアにスポーティーな印象を与えます。 Jeep ロゴ入り。

3. サイドステップチューブタイプ （Wrangler）
ブラック

（Wrangler Unlimited）

82210561AD
82210562AF

サイドビューをスタイリッシュに引き締めるチューブタイプのステップ。マットガード
（フロント）およびロックレールとの同時装着はできません。

4.ガード付きロックレール
3

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

82210574AG
82210575AG

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。サイドステップと
の同時装着はできません。

5. ロックレール

（Wrangler）

82210585

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。サイドステップと
の同時装着はできません。
1

4

2

5
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1. バイシクルキャリア スペアタイヤマウント

82212832

スペアタイヤにしっかりと固定でき、
クロスバーで自転車 2台を運ぶことができます。

盗難防止ケーブル付。ベースキャリア+ バイシクルキャリアアタッチメントのセット。

2.スキー＆スノーボードキャリア スペアタイヤマウント

82212834AB

スキー板やストック、
スノーボードをスペアタイヤにしっかりと固定することができます。
盗難防止ケーブル付。ベースキャリア+スキー＆スノーボードキャリアアタッチメント
のセット。

バイシクルキャリアアタッチメント単品（82212834AB用）
スキー＆スノーボードキャリアアタッチメント単品（82212832用）

3.コンビネーションキット

（Wrangler）

ハードトップ標準車両取付キット
（Wrangler）

82212831
82212833AB
82209926
82209936

コットン・ポリエステルの混紡素材の採用で、
ドライバーを強い日差しから守ります。

4. サンボンネットトップ

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

82209928
82210542

コットン・ポリエステルの混紡素材の採用で、
ドライバーを強い日差しから守ります。

5.ソフトトップブーツ

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

82209911
82209912

ソフトトップの幌を折り畳み、コンパクトに収納できます。

WRANGLER

Exterior Accessories
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ホイール（ 17インチ）
クロームメッキ、ポリッシュ仕上げ、ペイント仕上げをご用意。いずれも耐久性に優れ
たクリアコートを施しており、
クライスラーの強度、防腐食、バランス基準に適合して
います。なお、販売は１本単位となります。

1. アルミホイール

82210355AB

2. アルミホイール 5 スポーク

1SU90RXFAB

17インチ、センターキャップ付。

ミッドグロスブラック＊

センターキャップ（5HT59RXFAC）別売。

3. アルミホイール 5 スポーク シルバー＊

1AH78PAKAD

4. アルミホイール 5 スポーク サテンカーボン＊

1BZ81DD5AE

5.ウインター / オフロードホイール

52124455AB

センターキャップ（5HT59PAKAC）別売。
1

2

センターキャップ（52090402AA）別売。

ウインター／オフロードタイヤ用の手頃な価格のスタンプスチール製ホイール。

6. ホイールロックナット

82211405

ホイールとタイヤの盗難防止用。ロックアダプター付。

エアバルブステム

10
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4

5

6

＊センターキャップ・エアバルブステムが別途必要。

02073355

1

2

1.JEEPブランドフードデカールマットブラック

82212890

Jeep ®ロゴ入りのスタイリッシュなフードデカール。Wranglerのフードを大きく
際立たせるとともに、日光の反射も低減します。

2.ブラックタイ エディションデカール（片側1枚入り）

JPNCJAJK17206020

アーバンな印象をまとった限定モデル、Wranglerブラックタイエディションのロゴ
をデザインしたフードデカール。

3.ゴールデンイーグルフードデカール
3

82209886

大空を舞うイーグルを大胆にデザイン。Wranglerのフードをワイルドに演出します。

WRANGLER
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1. スペアタイヤハードカバー

（18インチ・ホワイト） JPNCJAJK18206040
（17インチ・ホワイト） JPNCJAJK18206030
（18インチ・ブラック） JPNCJAJK17206030
（17インチ・ブラック） JPNCJAJK18206020

スペアタイヤを汚れや直射日光などからガード。Jeep ロゴが際立つシンプルな

®

デザインのハードカバーが、Wranglerのリヤビューに洗練された印象を与えます。

2. スペアタイヤカバー ペイントタイプ

ECOP4035

スタイリングの存在感をいっそう高めます。

3. スペアタイヤカバー バックドア固定ジッパータイプ

82209962

スペアタイヤとセットで、ホイールナットによりバックドアに固定されます。 Jeep
3

12
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ロゴ入り。

A

1. スペアタイヤカバー

A.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

82209958

ソフトトップの色やファブリックにマッチした素材を採用。いずれも弾力アンカーを
備えています。

B.
E.
H.
K.

82212318
82209953
82209956
82209947AB

C.
F.
I.
L.

82212319
82209949AB
82209954
82210884AB

D.
G.
J.
M.

82212429
82209951
82210079
82210886

WRANGLER

Exterior Accessories

13

Interior
&
Other
Accessories

ブルー

ブラック

1

1.ウェットガードフロントシートカバー（ブルー）

JPNCJA0018102010

ウェットガードフロントシートカバー（ブラック） JPNCJA0018102020

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を防ぎます。
ネオプレーン製。

2. アームパッド

AJK1919010

オフロードイメージ溢れるタイヤトレッドを模ったパターンを採用。発泡ウレタン製。

2

WRANGLER
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1. スポーツグラブ＆コートフック

82207660AB

ジャケットなどを吊り下げられる便利なフック。走行時には補助グリップとしても役立
ちます。※写真のシャツ、ハンガーは商品には含まれません。

2.フロントサンシェード

JPNCJM17KJ0044

真夏の強い陽射しによる車内の温度上昇を抑制します。使用しない時はコンパクト
に折りたためます。
リバーシブルタイプ。Jeep ロゴ入り。

®

3. スカッフプレート
ブラック

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

82210104
82210106

乗降時に傷つきやすいドアのステップ部をガードする、
プラスチック製のプレートです。

4. スカッフプレート
シルバー

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

82210108AC
82210142AB

乗降時に傷つきやすいドアのステップ部をガードする、ステンレス製のプレートです。

16
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3

4

1.フロアマットプレミアム

JPNCJAJK19101010＊1
JPNCJAJK16101070＊2
（Wrangler Unlimited） JPNCJAJK19101020＊1
JPNCJAJK16101080＊2
（Wrangler）

高級感あふれるフロアマット。色はブラック。

2.ラバーマット
3.ラバーマット

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

82213885＊1
82213886＊1

水や雪、泥などから愛車のフロアを保護するカスタムデザインのマット。色はダーク
スレートグレー。

4.カーゴトレイ

82213184

ラゲッジスペースを保護し、濡れた物を置く際に便利なマット。

1

2

5.ドックガード アッパー

（Wrangler）
（Wrangler Unlimited）

ドックガード ロワー

82212719
82212718
82212720

ラゲッジスペースと後部座席とを仕切ることで、愛犬との安全なドライビングが
楽しめます。

6. ストレージキット

82208566

荷物の収納に便利なソフトトップの収納バック。

＊1： 固定グロメット装備車用。＊2： 固定グロメット非装備車用。

3

4

5

6
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1.エマージェンシーキット

JPNCJA0019804010

緊急時の脱出の際に室内からガラスを簡単に破壊できる「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。

2. ボンネットフードダンパー

82212798

通常のフードステーに代わる純正アクセサリーキット。Wranglerのフード開閉が
簡単に。ガスストラット２本と取り付け機構を備え、使いやすい角度でフードを開けて
おくことができます。

2

3. セーフティベスト

82209427AB

ロードサイドで作業を行う際は、
ご着用ください。

4.タイヤシーラント（ 82212932 補修用）

82212934

タイヤ内部に注入し、皮膜を作ることでエアの漏れを防ぎます。

（左用）
5. シリコートワイパー 375mm（右用）

JPNA002371010

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。右用、
左用各1本ずつ必要です。

6 . アロマディフューザーセット
Green Mint
1

3

4

JPNM21FJ001

車室内のシガーソケットに装着してご使用いただくアロマディフューザー(ディフュー
ザーとエッセシャルオイルのセット)が、新しいパッケージと新しい香りで新登場です。
エッセンシャルオイル"Green

Mint"(5mℓ)がセットになっています。爽やかな

ミントの香りをお楽しみ頂けます。

7. 照明付きアシュトレー

JPNCJAJEEP199010

青色 LED で手元を照らすソーラー充電式の灰皿。カップホルダーに入れて使用
することができます。

8. ボディーカバー

JPNCJAJK15801020

Wranglerにジャストフィットする専用設計。愛車を強い日差しやホコリなどから
守ります Jeep ロゴ入り。収納袋付。
5

6

7

9. ハーフボディカバー
ブラック

（Wrangler）

82210321

（Wrangler Unlimited）

82210323

ソフトトップとハードトップを、雨や汚れから守るナイロン製のカバーです。 Jeep
ロゴ入り。

10. ハーフボディカバー
シルバー

（Wrangler）

82210322AB

（Wrangler Unlimited）

82210324AB

ソフトトップとハードトップを、雨や汚れから守るナイロン製のカバーです。 Jeep
ロゴ入り。

8

18

WRANGLER

Other Accessories

9

10

1.Jeep Ⓡ オリジナル ドライブレコーダー
スマートレコ WHSR-510
2.リアカメラ（オプション）

JPNA002355050
59082429

●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
●後方からの追突や煽りも録画できるリアカメラ（オプション）
●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」
●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

3.Jeep Ⓡ オリジナル ドライブレコーダー
COMTEC HDR-102

JPNA001955012

ドライブ中の映像や音声を記録。高画質・高音質で操作もカンタンです。
1

リアカメラ（オプション）

2

※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。※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たさい。※記載内容は、2018 年 8 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。※写真はCG（コンピュータグラフィックス）

3

を使用したイメージです。実際の写真とは細部が異なる場合がございます。

WRANGLER
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AUTHENTIC JEEP ACCESSORIES

純正アクセサリー価格表

Exterior

Accessories

フロントデフレクター
商品番号 82210277AB
参考取付時間 0.2h

─
17,280 円（1 6,000 円）

LEDフォグランプ
JPNAJK2025020
参考取付時間 0.4h
商品番号

─
40,392 円（37,400 円）

ナンバープレートロック
商品番号 JPNCJA0010299010
参考取付時間 0.1h

─
3,780 円（3,500 円）

ガード付きロックレール
（Wrangler）
商品番号

82210574AG

参考取付時間 1.0h
─
71,280 円（66,000 円）

（Wrangler Unlimited）

クローム フロントグリル
商品番号 82210558AD
参考取付時間 0.3h

─
60,480 円（56,000 円）

クロームグリルトリムキット
商品番号 130620RR
参考取付時間 0.5h

─
16,524 円（1 5,300 円）

─
56,160 円（52,000 円）

ブラックグリルトリムキット
商品番号 130630RR
参考取付時間 0.5h

クロームドアミラーカバー
商品番号 JPNCJAJK14208010
参考取付時間 0.4h

（フードロック非装着車用）
商品番号

JPNCJAJK12201010
参考取付時間 0.2h
─
19,440 円（18,000 円）

（リア）

JPNCJAJK12201020
参考取付時間 0.2h
商品番号

（フードロック装着車用）

商品番号 82212260 ／ 参考取付時間 0.5h
─
131,760 円（122,000 円）

82210563AD
参考取付時間 1.0h
商品番号

商品番号 82210564AF ／ 参考取付時間 1.0h
─
140,400 円（130,000 円）

商品番号 82212490 ／ 参考取付時間 0.3h
─
16,200 円（15,000 円）

商品番号

ドアハンドルプロテクション
（Wrangler）
商品番号

JPNCJAJK16208035

参考取付時間 0.2h
─
4,752 円（4,400 円）
商品番号 JPNCJAJK16208030 ／ 参考取付時間 0.4h
─
7,236 円（6,700 円）

ドアエッジモール
（Wrangler）
商品番号

フードロック
商品番号 82213051AB
参考取付時間 1.0h

─
50,220 円（46,500 円）

JPNCJAJK16208025

参考取付時間 0.2h
─
4,320 円（4,000 円）

フードカバー

V型

商品番号 JPNCJAJK16208020 ／ 参考取付時間 0.4h
─
6,480 円（6,000 円）

82210317

─
8,640 円（8,000 円）

クロームフューエルフィラードア

スキー＆スノーボードキャリア
スペアタイヤマウント
商品番号 82212834AB
参考取付時間 0.5h

─
105,840 円（98,000 円）

82210284AC

フードスコープ
商品番号 135212RR
参考取付時間 0.1h

─
8,856 円（8,200 円）

バイシクルキャリアアタッチメント単品（82212834AB用）
商品番号 82212831 ／ 参考取付時間 0.5h
─
47,088 円（43,600 円）

（Wrangler Unlimited）

82214794
参考取付時間 0.2h
商品番号

─
28,080 円（26,000 円）

フューエルフィラードア
（Wrangler）

商品番号

ライセンスフレーム
商品番号 JPNCJAJP13206010
参考取付時間 0.1h

82210285AB
82214793

参考取付時間 0.2h
─
28,080 円（26,000 円）

─
3,888 円（3,600 円）

スキー＆スノーボードキャリアアタッチメント単品（82212832用）
商品番号 82212833AB ／ 参考取付時間 0.5h
─
57,024 円（52,800 円）

コンビ ネーションキット
（Wrangler）

82209926
参考取付時間 1.0h
商品番号

─
138,240円（128,000 円）
ハードトップ標準車両取付キット
（Wrangler）
商品番号 82209936 ／ 参考取付時間 0.5h
─
34,560 円（32,000 円）

（Wrangler）

HID ヘッドランプ
JPNCJAJK17205010
参考取付時間 1.0h
商品番号

─
102,600 円（95,000 円）

82209912

参考取付時間 0.2h
─
38,880円（36,000 円）

アルミホイール
商品番号 82210355AB
参考取付時間 0.4h

─

48,600円（45,000 円）

アルミホイール 5スポーク
ミッドグロスブラック＊1
商品番号 1SU90RXFAB
参考取付時間 0.4h

─
95,472円（88,400 円）

アルミホイール 5スポーク
シルバー ＊1
商品番号 1AH78PAKAD
参考取付時間 0.4h

─
75,168 円（69,600 円）

アルミホイール 5スポーク
サテンカーボン＊1
商品番号 1BZ81DD5AE
参考取付時間 0.4h

─
46,008円（42,600 円）

ウインター/オフロードホイール
（スチール）
商品番号

52124455AB

参考取付時間 0.4h
─
21,060円（19,500 円）

ロゴ入りナンバーロックボルト
商品番号 JPNAM62329100
参考取付時間 0.1h
─
6,048 円（5,600 円）

82210561AD
参考取付時間 1.0h

（Wrangler）

─
73,440 円（68,000 円）

（Wrangler Unlimited）

商品番号 82210562AF ／ 参考取付時間 1.0h
─
84,240 円（78,000 円）

─
9,720円（9,000 円）

エアバルブステム
商品番号 02073355

サンボンネットトップ

商品番号

（Wrangler Unlimited）

ホイール ロックナット
商品番号 82211405
参考取付時間 0.1h

─
270 円（250 円）

サイドステップチューブタイプ
ブラック

─
15,120 円（14,000 円）

参考取付時間 0.2h
─
12,528 円（1 1,600 円）

82210232
参考取付時間 0.3h
商品番号

（Wrangler Unlimited）

82210316
参考取付時間 0.2h

商品番号

82210233
参考取付時間 0.3h

商品番号

商品番号

（カーキ）

─
96,120 円（89,000 円）

商品番号

（リア）

商品番号

（Wrangler Unlimited）

82210318AB

（ブラック）

マッドガード

商品番号

（フード＆グリル）
参考取付時間 0.3h
─
28,404 円（26,300 円）

バイシクルキャリア
スペアタイヤマウント
商品番号 82212832
参考取付時間 0.5h

（Wrangler）

82212625

参考取付時間 0.5h
─
124,740 円（1 15,500 円）

フロントエンドカバー
商品番号

JPNCJA0016205301

（フロント）

82209911

82210585

参考取付時間 0.4h
─
10,152 円（9,400 円）

─
8,640 円（8,000 円）

（フードロック装着車用）

─
92,880 円（86,000 円）

（Wrangler Unlimited）

（Wrangler Unlimited）

商品番号

（Wrangler Unlimited）

参考取付時間 1.0h
─
30,240 円（28,000 円）

（Wrangler Unlimited）

ステンレススチール
ブラックメッシュグリル

（Wrangler）

82212489

82212200

参考取付時間 0.5h
─
135,000 円（125,000 円）

─
17,280 円（16,000 円）

サイドステップチューブタイプ
クローム

（Wrangler）

商品番号

参考取付時間 0.2h
─
11,124 円（10,300 円）

ステンレススチール
メッシュグリル

商品番号

ロックレール
（Wrangler）

LEDライセンスバルブ
クロームドアハンドル
インサート/ボタンカバー
商品番号

─
21,600 円（20,000 円）

（フロント）

─
10,800 円（10,000 円）

商品番号

─
16,524 円（1 5,300 円）

ドアバイザー

ECOP4034
参考取付時間 0.3h
商品番号

クロームマフラーカッター
商品番号 82208439AD
参考取付時間 0.2h

─
19,332 円（17,900 円）

MOPARデザイン
クロームキャストホイール
商品番号 82210001
参考取付時間 0.4h

ドアミラーカバー
（ペイントタイプ）

商品番号 82210575AG ／ 参考取付時間 1.0h
─
82,080 円（76,000 円）

ソフトトップ ブーツ
（Wrangler）

商品番号
商品番号

82209928
82210542

参考取付時間 0.2h
─
38,880 円（36,000 円）

JEEPブランドフードデカール
マットブラック
商品番号 82212890
参考取付時間 0.2h
─
31,428 円（29,100 円）

ブラックタイ エディション
デカール（片側 1 枚入り）
商品番号

JPNCJAJK17206020

参考取付時間 0.2h
─
1 1,664 円（10,800 円）

スペアタイヤカバー (E)
商品番号 82209953

─
15,120 円（14,000 円）

照明付きアシュトレー
商品番号 JPNCJAJEEP199010

フロアマットプレミアム
（Wrangler）

Interior

Accessories

商品番号

JPNCJAJK19101010＊2

Other

Accessories

商品番号 JPNCJAJK16101070＊3
─
36,720 円（34,000 円）

─
2,592 円（2,400 円）

（Wrangler Unlimited）
商品番号

ゴールデンイーグル
フードデカール
商品番号 82209886
参考取付時間 0.4h

─
35,208 円（32,600 円）

スペアタイヤカバー (F)
商品番号 82209949AB

─
15,120 円（14,000 円）

ブルー

商品番号 JPNCJA0018102010
─
12,960 円（12,000 円）

ブラック

スペアタイヤハードカバー
（18インチ・ホワイト）
商品番号

JPNCJAJK18206040

（17インチ・ホワイト）
商品番号

JPNCJAJK18206030

ウェットガード
フロントシートカバー

スペアタイヤカバー (G)
商品番号 82209951

商品番号 JPNCJA0018102020
─
12,960 円（12,000 円）

スペアタイヤカバー (H)
商品番号 82209956

スペアタイヤカバー (I)
商品番号 82209954

─
7,452 円（6,900 円）

商品番号 82213885＊2
─
15,120 円（1 4,000 円）

ボンネットフードダンパー
商品番号 82212798
参考取付時間 0.2h

商品番号 82210323
─
33,480 円（31,000 円）

ラバーマット
（Wrangler Unlimited）

セーフティベスト
商品番号 82209427AB

商品番号 82213886＊2
─
21,492 円（1 9,900 円）

─
864 円（800 円）

─
15,120 円（14,000 円）

スポーツグラブ＆コートフック
商品番号 82207660AB
─
6,480 円（6,000 円）

カーゴトレイ
商品番号 82213184

─
6,372 円（5,900 円）

─
15,120 円（14,000 円）

スペアタイヤカバー (K)
商品番号 82209947AB

─
15,120 円（14,000 円）

フロントサンシェード
商品番号 JPNCJM17KJ0044

─
7,992 円（7,400 円）

シリコートワイパー 375mm
（右用）
（左用）
商品番号 JPNA002371010

（Wrangler）
商品番号

82212719

─
各2,484 円（2,300 円）

（Wrangler Unlimited）
商品番号

スカッフプレート ブラック

─
15,120 円（14,000 円）

商品番号

JeepⓇ アロマディフューザーセット
"Green Mint"

─
45,468 円（42,100 円）

商品番号 JPNM21FJ001
─
3,240 円（3,000 円）

82210104

商品番号 82210106 ／ 参考取付時間 0.3h
─
7,344 円（6,800 円）

ストレージキット
商品番号 82208566

─
6,480 円（6,000 円）

商品番号

─
15,120 円（14,000 円）

─
18,360 円（17,000 円）

※WHSR-510とセット販売になります。

JPNM21FJ003

ドライブレコーダー

COMTEC HDR-102
商品番号

JPNA001955012

参考取付時間 1.0h
─
23,760円（22,000 円）

"Bergamot Mandarin"
（Wrangler）

─
15,120 円（14,000 円）

JPNM21FJ002

"Rosemary Citrus"

商品番号

スペアタイヤカバー (M)
商品番号 82210886

リアカメラ（オプション）
商品番号 59082429
参考取付時間 2.0h

Jeep Ⓡ オリジナル
JeepⓇ アロマディフューザー用リフィルオイル
"Green Mint"

商品番号

─
15,120 円（14,000 円）

スカッフプレート シルバー

スペアタイヤカバー (D)
商品番号 82212429

─
45,360円（42,000 円）

（Wrangler）
参考取付時間 0.3h
─
5,184 円（4,800 円）

スペアタイヤカバー (L)
商品番号 82210884AB

ドライブレコーダー
スマートレコ WHSR-510
商品番号 JPNA002355050
参考取付時間 1.0h

※右用、左用各1本ずつ必要です。

82212718

参考取付時間 1.5h
─
58,104 円（53,800 円）

（Wrangler Unlimited）

スペアタイヤカバー (C)
商品番号 82212319

商品番号 82210324AB
─
35,532 円（32,900 円）

Jeep Ⓡ オリジナル
ドックガード アッパー

スペアタイヤカバー (J)
商品番号 82210079

ハーフボディカバー シルバー

（Wrangler Unlimited）

タイヤシーラント
商品番号 82212934

─
19,332 円（1 7,900 円）

ドックガード ロワー
商品番号 82212720 ／ 参考取付時間 0.1h

─
15,120 円（14,000 円）

商品番号 82210321
─
33,156 円（30,700 円）

商品番号 82210322AB
─
21,600 円（20,000 円）

─
15,120 円（14,000 円）

スペアタイヤカバー (B)
商品番号 82212318

ハーフボディカバー ブラック
（Wrangler）

（Wrangler）

─
15,120 円（14,000 円）

スペアタイヤカバー (A)
商品番号 82209958

─
23,760 円（22,000 円）

ラバーマット

─
15,120 円（14,000 円）

─
43,848 円（40,600 円）

スペアタイヤカバー
バックドア固定ジッパータイプ
商品番号 82209962

ボディーカバー
商品番号 JPNCJAJK15801020

（Wrangler）

─
32,724 円（30,300 円）

アームパッド
商品番号 AJK1919010

（17インチ・ブラック）

スペアタイヤカバー ペイントタイプ
商品番号 ECOP4035
参考取付時間 0.5h

─
26,136円（24,200 円）

（Wrangler Unlimited）

JPNCJAJK17206030

商品番号 JPNCJAJK18206020
─
88,992 円（82,400 円）

エマージェンシーキット
商品番号 JPNCJA0019804010

─
15,120 円（14,000 円）

（18インチ・ブラック）
商品番号

JPNCJAJK19101020＊2

商品番号 JPNCJAJK16101080＊3
─
38,880 円（36,000 円）

82210108AC
参考取付時間 0.3h

JPNM21FJ004

"Comfort relax"
商品番号

JPNM21FJ005

商品番号

"Citrus lime"

─
15,876 円（14,700 円）

商品番号

（Wrangler Unlimited）

商品番号 82210142AB ／ 参考取付時間 0.3h
─
21,600 円（20,000 円）

＊1：センターキャップ・エアバルブステムが別途必要。
＊2：固定グロメット装備車用。
＊3：固定グロメット非装備車用。

JPNM21FJ006

"Absolute Blue"
商品番号 JPNM21FJ007
─
─
各1,620 円（1,500 円）

※価格は、全国メーカー希望小売価格
（消費税込）です。
（ ）は税抜価格。

アクセサリー適 合 表
商品番号

● ＝ 適合

品 名

Wrangler

Wrangler
Unlimited

Exterior Accessories

82210558AD
82210001
JPNCJAJK14208010
JPNCJAJK12201010
JPNCJAJK12201020
82210563AD
82210564AF
82210318AB
82210316
82210317
82210277AB
130620RR
130630RR
82212200
82212260
82212625
82213051AB
135212RR
JPNCJAJK17205010
JPNAJK2025020
ECOP4034
82212489
82212490
JPNCJAJK16208035
JPNCJAJK16208030
JPNCJAJK16208025
JPNCJAJK16208020
JPNCJAJP13206010
JPNAM62329100
JPNCJA0010299010
82208439AD
JPNCJA0016205301
82210233
82210232
82210284AC
82214794
82210285AB
82214793
82210561AD
82210562AF
82210574AG
82210575AG
82210585
82212832
82212834AB
82212831
82212833AB
82209926
82209936
82209928
82210542
82209911
82209912
82210355AB
1SU90RXFAB
1AH78PAKAD
1BZ81DD5AE
52124455AB
82211405

クローム フロントグリル
MOPARデザイン クロームキャストホイール
クロームドアミラーカバー
ドアバイザー（フロント）
ドアバイザー（リア）
サイドステップチューブタイプ クローム
サイドステップチューブタイプ クローム
フロントエンドカバー（フード＆グリル）
フードカバー V 型（ブラック）
フードカバー V 型（カーキ）
フロントデフレクター
クロームグリルトリムキット
ブラックグリルトリムキット
ステンレススチールメッシュグリル（フードロック非装着車用）
ステンレススチールメッシュグリル（フードロック装着車用）
ステンレススチールブラックメッシュグリル（フードロック装着車用）
フードロック
フードスコープ
HIDヘッドランプ
LEDフォグランプ
ドアミラーカバー（ペイントタイプ）
クロームドアハンドル インサート/ボタンカバー
クロームドアハンドル インサート/ボタンカバー
ドアハンドルプロテクション
ドアハンドルプロテクション
ドアエッジモール
ドアエッジモール
ライセンスフレーム
ロゴ入りナンバーロックボルト
ナンバープレートロック
クロームマフラーカッター
LEDライセンスバルブ
（フロント）
マッドガード
（リア）
マッドガード
クロームフューエルフィラードア
クロームフューエルフィラードア
フューエルフィラードア
フューエルフィラードア
サイドステップチューブタイプ ブラック
サイドステップチューブタイプ ブラック
ガード付きロックレール
ガード付きロックレール
ロックレール
バイシクルキャリア スペアタイヤマウント
スキー＆スノーボードキャリア スペアタイヤマウント
バイシクルキャリアアタッチメント単品（ 82212834AB 用）
スキー＆スノーボードキャリアアタッチメント単品（ 82212832 用）
コンビネーションキット
コンビネーションキット ハードトップ標準車両取付キット
サンボンネットトップ
サンボンネットトップ
ソフトトップブーツ
ソフトトップブーツ
アルミホイール
アルミホイール 5スポーク ミッドグロスブラック＊2
アルミホイール 5スポーク シルバー＊2
アルミホイール 5スポーク サテンカーボン＊2
ウインター/オフロードホイール（スチール）
ホイールロックナット
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商品番号

02073355
82212890
JPNCJAJK17206020
82209886
JPNCJAJK18206040
JPNCJAJK18206030
JPNCJAJK17206030
JPNCJAJK18206020
ECOP4035
82209962

品 名
エアバルブステム
JEEPブランドフードデカール マットブラック
ブラックタイ エディションデカール（片側 1 枚入り）
ゴールデンイーグル フードデカール
スペアタイヤハードカバー（ 18インチ・ホワイト）
スペアタイヤハードカバー（ 17インチ・ホワイト）
スペアタイヤハードカバー（ 18インチ・ブラック）
スペアタイヤハードカバー（ 17インチ・ブラック）
スペアタイヤカバー ペイントタイプ
スペアタイヤカバー バックドア固定ジッパータイプ
スペアタイヤカバー (A)〜(M)

○ ＝ 標準装備 − ＝ 適合なし
Wrangler

Wrangler
Unlimited
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Interior Accessories

AJK1919010
JPNCJA0018102010
JPNCJA0018102020
82207660AB
JPNCJM17KJ0044
82210104
82210106
82210108AC
82210142AB
JPNCJAJK19101010
JPNCJAJK19101020
JPNCJAJK16101070
JPNCJAJK16101080
82213885
82213886
82213184
82212719
82212718
82212720
82208566

アームパッド
ウェットガードフロントシートカバー（ブルー）
ウェットガードフロントシートカバー（ブラック）
スポーツグラブ＆コートフック
フロントサンシェード
スカッフプレート ブラック
スカッフプレート ブラック
スカッフプレート シルバー
スカッフプレート シルバー
フロアマットプレミアム（固定グロメット装備車用）
フロアマットプレミアム（固定グロメット装備車用）
フロアマットプレミアム（固定グロメット非装備車用）
フロアマットプレミアム（固定グロメット非装備車用）
（固定グロメット装備車用）
ラバーマット
（固定グロメット装備車用）
ラバーマット
カーゴトレイ
ドックガード アッパー
ドックガード アッパー
ドックガード ロワー
ストレージキット
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Other Accessories

JPNCJA0019804010
82212798
82209427AB
82212934
JPNA002371010
JPNM21FJ001
JPNM21FJ002
JPNM21FJ003
JPNM21FJ004
JPNM21FJ005
JPNM21FJ006
JPNM21FJ007
JPNCJAJEEP199010
JPNCJAJK15801020
82210321
82210323
82210322AB
82210324AB
JPNA002355050
59082429
JPNA001955012

エマージェンシーキット
ボンネットフードダンパー
セーフティベスト
タイヤシーラント
（ 左用）
シリコートワイパー 375mm（右用）
JeepⓇ アロマディフューザーセット"Green Mint"
JeepⓇ アロマディフューザー用リフィルオイル "Green Mint"
JeepⓇ アロマディフューザー用リフィルオイル "Rosemary Citrus"
JeepⓇ アロマディフューザー用リフィルオイル "Bergamot Mandarin"
JeepⓇ アロマディフューザー用リフィルオイル "Comfort relax"
JeepⓇ アロマディフューザー用リフィルオイル "Citrus lime"
JeepⓇ アロマディフューザー用リフィルオイル "Absolute Blue"
照明付きアシュトレー
ボディーカバー
ハーフボディカバー ブラック
ハーフボディカバー ブラック
ハーフボディカバー シルバー
ハーフボディカバー シルバー

●
●
●
●

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

●

●

（オプション）
リアカメラ

●

●

Jeep Ⓡ オリジナル ドライブレコーダー COMTEC HDR-102
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●

＊1：Saharaを除く。
＊2：センターキャップ・エアバルブステムが別途必要。※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。※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。※上記適合については、特別限定車などの場合は若干異なる場合がございます。※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たさい。※掲載されている価格は、全国メーカー希望小売価格（含む消費税）です。取付工賃及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、2018年8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。

18.08.4000

