
PARTS & ACCESSORIES

詳細については、ジープ正規ディーラーまでお問い合わせください。

リア

※写真はイメージです。

※価格は、2021年9月現在の全国メーカー希望小売価格（消費税10%込）です。※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。 
※取付工賃が別途かかる場合があります。※販売数には限りがあります。キャンペーン期間中でも売り切れの際はご容赦ください。※写真およびイラストは、実物とは異なる場合がございます。※価格・仕様は予告なく変更する場合がございますので、
予めご了承ください。

AUTUMN CAMPAIGN
ー 純正アクセサリー　秋のスペシャルオファー　ー

実施期間：2021年9月15日（水）～9月30日（木）

                      Jeep 純正 モニター付ドライブレコーダー 

スマートレコ WHSR-510
映像を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」、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」など、

シンプルながら基本機能を押さえたドライブレコーダー。純正の証であるJeepロゴ入り。

起動時には７スロットグリルを表示。

フロントカメラ＋リアカメラ［商品番号：JPNA002355050＋59082429］　
全国メーカー希望小売価格   64,900円（税込） → 特別価格 52,800円（税込）

全国50セット限定

ロゴ入りナンバーロックボルト
［商品番号：JPNAM62329101］

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。 

全国メーカー希望小売価格　　　特別価格 

6,820円（税込）→   6,000円（税込）

オートホールドモバイルホルダー
［商品番号：JPNA002319010］

ドリンクホルダーに設置するモバイルホルダー。

全国メーカー希望小売価格　　　    特別価格 

12,650円（税込）→   11,000円（税込）

ETC2.0ユニット（連動ケーブルセット） ［商品番号：JPNA002053040］

※画像の掲載はありません。 
全国メーカー希望小売価格　　　      特別価格 

49,500円（税込） →   45,000円（税込）



詳細については、ジープ正規ディーラーまでお問い合わせください。
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アルミホイール 18インチ 
ラフドオフロード
※センターキャップ付   

［商品番号：82212154AB］

全国メーカー希望小売価格 64,570円（税込） 

→ 特別価格 58,000円（税込）

アルミホイール 20インチ 
バイカラー  
※センターキャップ付   

［商品番号：82212221］

全国メーカー希望小売価格 100,430円（税込） 

→ 特別価格 90,000円（税込）

アルミホイール 18インチ 
10スポーク
（ダークグレーメタリック）
※センターキャップ別売
［商品番号：82212286］

全国メーカー希望小売価格 65,890円（税込） 

→ 特別価格 59,000円（税込）

アルミホイール 18インチ 
10スポーク（ブライトシルバー）
※センターキャップ付
［商品番号：82212335］

全国メーカー希望小売価格 65,890円（税込） 

→ 特別価格 59,000円（税込）

アルミホイール 18インチ 
10スポーク（マットブラック）
※センターキャップ別売
［商品番号：82212377］

全国メーカー希望小売価格 72,820円（税込） 

→ 特別価格 58,000円（税込）

クロームドアミラートリム
［商品番号：82212218］

高品質クロームメッキを施したミラーカバー。

洗練された外観を演出します。

全国メーカー希望小売価格  25,300円（税込）

→   特別価格  23,000円（税込）

JEEPブランドフードデカール（マットブラック）
［商品番号：82212889］

外観にオリジナリティを与えるデカール。簡単装着・高耐久です。

全国メーカー希望小売価格　　　    特別価格 

44,660円（税込）→   40,000円（税込）

ルーフラッククロスバー マルチパーパス各種
最大許容積載重量68kg。すべてのアタッチメントを装着することができます。

※写真掲載の商品とは形状が異なり、ドア開口部に対しステーで固定するタイプです。

ルーフレール付車用 
［商品番号：82212072AD］

全国メーカー希望小売価格  62,040円（税込）

→   特別価格  50,000円（税込）

※価格は、2021年9月現在の全国メーカー希望小売価格（消費税10%込）です。※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。 
※取付工賃が別途かかる場合があります。※販売数には限りがあります。キャンペーン期間中でも売り切れの際はご容赦ください。※写真およびイラストは、実物とは異なる場合がございます。※価格・仕様は予告なく変更する場合がございますので、
予めご了承ください。

ホイールロックナット
［商品番号：82212564］

愛車の大切なホイールを盗難から守ります。

全国メーカー希望小売価格　12,320円（税込）

→   特別価格  11,000円（税込）

ルーフレール無車用 
［商品番号：TR486056］

全国メーカー希望小売価格 111,870円（税込）

→   特別価格 101,000円（税込）

アルミホイール 20インチ
（ブライトクローム）
※センターキャップ付
［商品番号：82212334AB］

全国メーカー希望小売価格 119,020円（税込） 

→ 特別価格 107,000円（税込）



クロームアルミニウム サイドステップ  ［商品番号：82212129AC］

滑り止めステップ付。左右セット。

全国メーカー希望小売価格　　　        特別価格 

130,350円（税込）→   117,000円（税込）

パウダーコートアルミニウムサイドステップ  ［商品番号：82212130AC］

全国メーカー希望小売価格　　　        特別価格 

106,260円（税込）→   96,000円（税込）

マッドガード（左右セット）
タイヤの跳ね上げる小石や泥からボディを守ります。

フロント ［商品番号：82212019AE］

全国メーカー希望小売価格　　   特別価格 

9,130円（税込）→   8,000円（税込）

詳細については、ジープ正規ディーラーまでお問い合わせください。
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※価格は、2021年9月現在の全国メーカー希望小売価格（消費税10%込）です。※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。 
※取付工賃が別途かかる場合があります。※販売数には限りがあります。キャンペーン期間中でも売り切れの際はご容赦ください。※写真およびイラストは、実物とは異なる場合がございます。※価格・仕様は予告なく変更する場合がございますので、
予めご了承ください。

フィンガープロテクター（4枚セット）
［商品番号：JPNCJAWK19208020］

ドア開閉時の爪などによる擦り傷からボディを保護。

全国メーカー希望小売価格　　   特別価格 

8,140円（税込）→   7,000円（税込）

ドアエッジプロテクター（4枚セット）
［商品番号：JPNCJAWK19208010］

乗降時、壁などとの接触による傷からドアを保護。

全国メーカー希望小売価格　　　特別価格 

7,260円（税込）→   6,500円（税込）

リア スポーツディフューザーSRTルック（ブライトシルバー）
［商品番号：82212680AB］

SRTのパワフルなイメージがリアビューを引き立てます。ボディカラーにペイントすることも可能。

※写真はペイント例です。

全国メーカー希望小売価格 112,420円（税込） →   特別価格 79,000円（税込）

リア オフロードルック スカッフプレート（ブライトシルバー）
［商品番号：82212681］

リアビューにオフロードテイストを加えるディフューザー形状のオーナメントパネル。 

ボディカラーにペイントすることも可能。

全国メーカー希望小売価格  48,290円（税込）→  特別価格  43,000円（税込）

リア スポーツディフューザー（マットシルバー）
［商品番号：82213777］

迫力あるリアスタイルを演出します。

全国メーカー希望小売価格   89,540円（税込） →   特別価格  81,000円（税込）

リア（Jeep”ロゴ入り） ［商品番号：82212020AE］

全国メーカー希望小売価格　　   特別価格 

9,130円（税込）→   7,000円（税込）



スカッフプレート イルミネーテッド　
［商品番号：82212120］

全国メーカー希望小売価格　　　 特別価格  

41,800円（税込） → 38,000円（税込）

ラゲッジフルカバー  
［商品番号：JPNAWK2413001］

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。

全国メーカー希望小売価格　　　 特別価格  

14,850円（税込） → 10,000円（税込）

スカッフプレート（フロント・リア）  
［商品番号：82212118］

乗降時に傷つきやすいドアステップを保護する
ステンレス製プレート。フロントとリアの左右４枚セット。

全国メーカー希望小売価格　　　  特別価格  

21,560円（税込） → 19,000円（税込）

ブライトペダルキット
［商品番号：82212055］

ポリッシュ仕上げステンレススチール＋サンドプレーンラバー。

全国メーカー希望小売価格　　　　特別価格 

15,730円（税込）→   12,500円（税込）

LEDルームランプバルブセット（フロント・リア4個セット/2016年6月以前）
［商品番号：JPNCJA0019504010］

標準ルームランプバルブをLEDにグレードアップするバルブキット。

全国メーカー希望小売価格　　　    特別価格 

25,410円（税込）→   23,000円（税込）

詳細については、ジープ正規ディーラーまでお問い合わせください。
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※価格は、2021年9月現在の全国メーカー希望小売価格（消費税10%込）です。※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。 
※取付工賃が別途かかる場合があります。※販売数には限りがあります。キャンペーン期間中でも売り切れの際はご容赦ください。※写真およびイラストは、実物とは異なる場合がございます。※価格・仕様は予告なく変更する場合がございますので、
予めご了承ください。

標準車 標準車

オールウェザーフロアマット
［商品番号：82213977］

水や泥汚れからフロアを保護するラバーマット。
スキーやマリンスポーツなどのアウトドアスポーツに最適。
フロントとリアの4枚セット。
（取付フックタイプ 2016年6月以前）

全国メーカー希望小売価格 33,000円（税込） 

→ 特別価格 23,000円（税込）

フロアマット プレミアム ブラック
［商品番号：JPNCJAWK18101010・
　　　　　 JPNCJAWK18101050］

ボリュームのある生地で車内に高級感を演出。
フロントとリアの左右、リアセンターの５枚セット。
（取付スナップタイプ 2016年7月以降）

全国メーカー希望小売価格 各47,300円（税込） 

→ 特別価格 各43,000円（税込）

揃えておきたい純正アクセサリーを期間限定特別価格で販売

フロアマット チェック ブラック/グレー
［商品番号：JPNCJAWK18101020］

ブラック/グレーのシックなチェック柄で車内をお洒落に
演出。1台分５枚セット。
（取付フックタイプ 2016年6月以前）

全国メーカー希望小売価格 47,300円（税込） 

→ 特別価格 43,000円（税込）



カーゴトレイ  
［商品番号：82212085］

柔軟で滑りにくいラバー製の耐久性にも優れた
カーゴトレイ。Jeepロゴ入り。

全国メーカー希望小売価格　　　 特別価格  

22,770円（税込） → 20,000円（税込）

ハイカーゴライナー
［商品番号：82212688］

カーゴエリアの汚れや傷を防ぎます。

全国メーカー希望小売価格　　　 特別価格  

26,400円（税込） → 24,000円（税込）

カーゴネット ［商品番号：82213308］

荷物の固定に便利で取り外しも簡単。専用設計の固定用ネット。

全国メーカー希望小売価格  8,580円（税込） → 特別価格  8,000円（税込）

ドックガード  ［商品番号：82212304］

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。

全国メーカー希望小売価格  51,370円（税込） → 特別価格  41,000円（税込）

詳細については、ジープ正規ディーラーまでお問い合わせください。
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※価格は、2021年9月現在の全国メーカー希望小売価格（消費税10%込）です。※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。 
※取付工賃が別途かかる場合があります。※販売数には限りがあります。キャンペーン期間中でも売り切れの際はご容赦ください。※写真およびイラストは、実物とは異なる場合がございます。※価格・仕様は予告なく変更する場合がございますので、
予めご了承ください。

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。

550mm（運転席側）
［商品番号：JPNACJA0015701051］

全国メーカー希望小売価格 7,700円（税込） 

→ 特別価格 7,000円（税込）

525mm（助手席側）
［商品番号：JPNACJA0015701041］

全国メーカー希望小売価格 7,700円（税込） 

→ 特別価格 7,000円（税込）

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。

550mm（運転席側）
［商品番号：JPNA002371060］

全国メーカー希望小売価格 4,950円（税込） 

→ 特別価格 4,200円（税込）

525mm（助手席側）
［商品番号：JPNA002371050］

全国メーカー希望小売価格 4,840円（税込） 

→ 特別価格 4,200円（税込）

リバーシブル カーゴマット
［商品番号：82212233］

高級カーペット材を使用。バンパーへのダメージを防ぐ
PVC製プロテクション付。

全国メーカー希望小売価格　　　 特別価格  

17,380円（税込） → 16,000円（税込）


