
PARTS & ACCESSORIES

実施期間：2021年12月12日（日）～12月28日（火）

※価格は、2021年12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。

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。

WINTER CAMPAIGN for WRANGLER（JKモデル）
ー 純正アクセサリー冬のスペシャルオファー　ー

ナンバープレートフレーム（ブラック）   ［商品番号：JPNA00262902］  　　

フロントマスクを引き締める、Jeepロゴ入りのナンバーフレームが新登場。フロント・リア2枚セット。

変形に強いPP素材で車両登録後のリア取付けも可能。 

全国メーカー希望小売価格   15,400円（税込） →  特別価格 13,800円（税込）

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（2種）入りのナンバーロックボルト。

1台分3個入りセット。ブラックが新登場。 

ブラック ［商品番号：JPNA00262901］

全国メーカー希望小売価格  7,480円（税込） 

→特別価格 6,700円（税込）
シルバー ［商品番号：JPNAM62329101］

全国メーカー希望小売価格  6,820円（税込） 

→特別価格 6,100円（税込）
シルバー

ブラック

※80周年限定アイテムは特別価格対象外となります。

誕生から80年を迎えたジープのアニバーサリーイヤー限定アイテムなど、
WILLIYSが入ったオリジナルアイテムで、冒険の毎日をジープと共に！

80th Tシャツ ホワイト 
Mサイズ［商品番号：JPNM25TQ032］

Sサイズ［商品番号：JPNM25TQ031］

80th Tシャツ ブラック
Mサイズ［商品番号：JPNM25TQ029］

全国メーカー希望小売価格  3,000円（税込）

全国メーカー希望小売価格  3,000円（税込）

80th マグカップ
［商品番号：JPNM25TQ027］

全国メーカー希望小売価格  

2,200円（税込）

80th スプラッシュパーカー

Mサイズ　  ［商品番号：JPNM25TQ023］

Lサイズ　   ［商品番号：JPNM25TQ022］

XLサイズ　［商品番号：JPNM25TQ021］

全国メーカー希望小売価格  25,000円（税込）

バスケット
［商品番号：JPNM23TQ014］

全国メーカー希望小売価格  

4,950円（税込）

80thAMMO
ツールボックス
［商品番号：JPNM25TQ026］

全国メーカー希望小売価格  

4,000円（税込）

NEW
NEW



❷
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※写真はイメージです。

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。

❷ MOPARデザインクロームキャストホイール　
［商品番号：82210001］　

スタイリッシュなデザインの18インチキャストホイール。センターキャップ付。

全国メーカー希望小売価格  57,200円（税込）  → 特別価格 51,000円（税込）

❶ クロームフロントグリル　
［商品番号：82210558AD］　

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。

全国メーカー希望小売価格  61,600円（税込）  → 特別価格 55,000円（税込）

❻ フューエルフィラードア各種 
［商品番号：82214794 / 82210284AC / 82214789］　

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。

全国メーカー希望小売価格  各28,600円（税込）  →   特別価格  各26,000円（税込）

❸ ドアバイザー
雨天時にも窓上部を開け、車内の空気循環が効果的に行えます。 “Jeep”ロゴ入り。

フロント
［商品番号：JPNCJAJK12201010］　

全国メーカー希望小売価格  19,800円（税込）  

→ 特別価格 18,000円（税込）

リア
［商品番号：JPNCJAJK12201020］　

全国メーカー希望小売価格  17,600円（税込）  

→ 特別価格 16,000円（税込）

❹ クロームドアハンドルインサート/ボタンカバー 　
ドアハンドルとプッシュボタンにフィットするクロームアクセサリー。

2ドア用  ［商品番号：82212489］　

全国メーカー希望小売価格  11,330円（税込）  

→ 特別価格 8,000円（税込）

4ドア用  ［商品番号：82212490］　

全国メーカー希望小売価格  16,500円（税込）  

→ 特別価格 15,000円（税込）

❺ サイドステップチューブタイプ
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不可。

クローム2ドア用
［商品番号82210563AD］　

全国メーカー希望小売価格  94,600円（税込）  

→ 特別価格 85,000円（税込）

クローム4ドア用  
［商品番号：82210564AF］　

全国メーカー希望小売価格  143,000円（税込）  

→ 特別価格 129,000円（税込）

ブラック4ドア用
［商品番号：82210562AF］　

全国メーカー希望小売価格  85,800円（税込）  

→ 特別価格 77,000円（税込）

PARTS & ACCESSORIES

※価格は、2021年12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。



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。

PARTS & ACCESSORIES

LEDライセンスバルブ 
［商品番号：JPNCJA0016205301］

低消費電力、長寿命のLEDを採用。明るい白光が

プレートを鮮やかに照らし、高級感を演出します。

全国メーカー希望小売価格  10,340円（税込）

→  特別価格 9,000円（税込）

Wranglerのエクステリアを引き締めるアクセサリー各種

❶フロントエンドカバー
（フード＆グリル）
［商品番号：82210318AB］　

全国メーカー希望小売価格           特別価格   

28,930円（税込） → 26,000円（税込）

❷フードカバー V型
ブラック 
［商品番号：82210316］
全国メーカー希望小売価格   

15,400円（税込）

→ 特別価格 各11,000円（税込） 

グリルトリムキット

簡単取付でWranglerのグリルを芸術品に

変えるキット。

全国メーカー希望小売価格  各16,830円（税込） 

クローム  ［商品番号：130620RR］

→ 特別価格 12,000円（税込）
ブラック ［商品番号：130630RR］

→ 特別価格 15,000円（税込）

LEDフォグランプ
［商品番号：JPNAJK2025020］　

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。

全国メーカー希望小売価格  41,140円（税込） 

→ 特別価格 37,000円（税込）

標準車

フードロック
［商品番号：82213051AC・82213051AD］　

エンジンフード内の部品の盗難を防止。

全国メーカー希望小売価格　各51,150円（税込） 

→  特別価格    各46,000円（税込）

フードスコープ
［商品番号：135212RR］　

空気の流れを改善し、ゴミの侵入を防ぎます。

全国メーカー希望小売価格　　   特別価格

9,020円（税込） →  8,000円（税込）

ドアミラーカバー（ペイントタイプ）
［商品番号：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。

全国メーカー希望小売価格　　　   特別価格

19,690円（税込） →  18,000円（税込）

❶
❷

ステンレススチール ブラックメッシュグリル

［商品番号：82212625］　

全国メーカー希望小売価格　　         特別価格

127,050円（税込） → 114,000円（税込）

ステンレススチール メッシュグリル各種  （※画像はフードロック非装備車）

 
［商品番号：82212200］　

全国メーカー希望小売価格  137,500円（税込） 

→ 特別価格 124,000円（税込）

 
［商品番号：82212260］　

全国メーカー希望小売価格  134,200円（税込） 

→ 特別価格 121,000円（税込）

フードロック非装着車用 フードロック装着車用 フードロック装着車用

カーキ 
［商品番号：82210317］
全国メーカー希望小売価格   

12,760円（税込） 

※価格は、2021年12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。



ガード付きロックレール 4ドア
［商品番号：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。

全国メーカー希望小売価格　　　 特別価格

83,600円（税込） → 75,000円（税込）

ロックレール 2ドア用
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。

2007～2014年モデル用  ［商品番号：82210585］

全国メーカー希望小売価格   30,800円（税込） 

→ 特別価格 28,000円（税込）
2007～2018年モデル用  ［商品番号：82210585AB］

全国メーカー希望小売価格   55,220円（税込） 

→ 特別価格 39,000円（税込）

ドアハンドルプロテクション　
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。

2ドア ［商品番号：JPNCJAJK16208035］　

全国メーカー希望小売価格  4,840円（税込） 

→ 特別価格  4,000円（税込）

4ドア ［商品番号：JPNCJAJK16208030］　

全国メーカー希望小売価格  7,370円（税込） 

→ 特別価格  6,500円（税込）

ドアエッジモール　
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。

2ドア ［商品番号：JPNCJAJK16208025］　

全国メーカー希望小売価格  4,400円（税込） 

→ 特別価格  4,000円（税込）

4ドア ［商品番号：JPNCJAJK16208020］　

全国メーカー希望小売価格  6,600円（税込） 

→ 特別価格  6,000円（税込）

クロームマフラーカッター
［商品番号：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。

全国メーカー希望小売価格  11,000円（税込）

→ 特別価格 10,000円（税込）

バイシクルキャリア スペアタイヤマウント
［商品番号：82212832］　

スペアタイヤに固定。クロスバーで自転車2台を運ぶことができます。

全国メーカー希望小売価格　　       特別価格

97,900円（税込） →  88,000円（税込）

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］　

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。

全国メーカー希望小売価格　　          特別価格

107,800円（税込） →  97,000円（税込）

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］　

全国メーカー希望小売価格　　       特別価格

58,080円（税込） →  52,000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。

PARTS & ACCESSORIES

マッドガード
ボディや下回りを泥や雪、石跳ねなどから守ります。

フロント ［商品番号：82210233］

全国メーカー希望小売価格   8,800円（税込） 

→ 特別価格 6,000円（税込）
リア  ［商品番号：82210232］

全国メーカー希望小売価格   8,800円（税込） 

→ 特別価格 8,000円（税込）

※価格は、2021年12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。

※写真はイメージ（2ドア）になります。



JEEPブランドフードデカール
マットブラック
［商品番号：82212890］　

ロゴ入りのスタイリッシュなフードデカール。

日光の反射も低減します。

全国メーカー希望小売価格　　      特別価格

32,010円（税込） → 29,000円（税込）

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］　

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。

全国メーカー希望小売価格　　      特別価格

 11,880円（税込） → 11,000円（税込）

サンボンネットトップ　4ドア用
［商品番号：82210542］　

コットン・ポリエステルの混紡素材で、ドライバーを強い日差し

から守ります。

全国メーカー希望小売価格　　　   特別価格

39,600円（税込） → 36,000円（税込）

ソフトトップブーツ　4ドア用
［商品番号：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。

全国メーカー希望小売価格　　       特別価格

39,600円（税込） →  28,000円（税込）

ハーフボディカバー ブラック　2ドア用
［商品番号：82210321］　

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。

全国メーカー希望小売価格　　　   特別価格

33,770円（税込） →  24,000円（税込）

アルミホイール 5 スポーク 
ミッドグロスブラック
［商品番号：1SU90RXFAB］　

全国メーカー希望小売価格　　　  特別価格

97,240円（税込） → 88,000円（税込）

アルミホイール 5 スポーク 
サテンカーボン
［商品番号：1BZ81DD5AE］　

空気の流れを改善し、ゴミの侵入を防ぎます。

全国メーカー希望小売価格　　       特別価格

46,860円（税込） →  37,000円（税込）

ウインター/ オフロードホイール
（スチール）
［商品番号：52124455AB］　

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。 参考取付時間 0.4h。 

全国メーカー希望小売価格　　　   特別価格

21,450円（税込） →  19,000円（税込）

ホイールロックナット
［商品番号：82211405］　

ホイールとタイヤの盗難防止用。ロックアダプター付。

全国メーカー希望小売価格　　   特別価格

9,900円（税込） →  9,000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。

PARTS & ACCESSORIES

※価格は、2021年12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。



カーゴトレイ 
［商品番号：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。

全国メーカー希望小売価格　19,690円（税込） 

→  特別価格　18,000円（税込）

スペアタイヤカバー ペイントタイプ
［商品番号：ECOP4035］　

スタイリングの存在感をいっそう高めます。

全国メーカー希望小売価格   44,660円（税込） 

→  特別価格  40,000円（税込）

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。

［商品番号：82209962］

                 15,400円（税込）  
        

→       14,000円（税込）

スポーツグラブ＆コートフック 
［商品番号：82207660AC］　

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。

全国メーカー希望小売価格　　　特別価格

6,600円（税込） →  6,000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。

PARTS & ACCESSORIES

愛車をより便利に、使いやすくカスタマイズするアクセサリー

スカッフプレート各種
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レートです。

シルバー　2ドア用  ［商品番号：82210108AC］　

　　　　　  　16,170円（税込） 

→ 特別価格 15,000円（税込）

フロアマットプレミアム ブラック
高級感あふれるフロアマット。

2ドア用 
［商品番号：JPNCJAJK19101010］　

全国メーカー希望小売価格  37,400円（税込） 

→ 特別価格 34,000円（税込）
4ドア用 
［商品番号：JPNCJAJK19101020］　

全国メーカー希望小売価格  39,600円（税込） 

→ 特別価格 36,000円（税込）

ラバーマット ダークスレートグレー（固定グロメット装備車用）
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。

2ドア ［商品番号：82213885］　

全国メーカー希望小売価格  15,400円（税込） → 特別価格 14,000円（税込）
4ドア ［商品番号：82213886］　

全国メーカー希望小売価格  21,890円（税込） → 特別価格 20,000円（税込）

全国メーカー
希望小売価格 

シルバー　4ドア用 ［商品番号：82210142AC］　

　　　　　  　22,000円（税込） 

→ 特別価格 20,000円（税込）

全国メーカー
希望小売価格 

固定グロメット装備車用

2ドア用 
［商品番号：JPNCJAJK16101070］　

全国メーカー希望小売価格  37,400円（税込） 

→ 特別価格 26,000円（税込）
4ドア用 
［商品番号：JPNCJAJK16101080］　

全国メーカー希望小売価格  39,600円（税込） 

→ 特別価格 36,000円（税込）

固定グロメット非装着車用

全国メーカー
希望小売価格 

特別
価格

全国メーカー
希望小売価格 

特別
価格

［商品番号：82209962AC］

                 15,510円（税込）  
        

→       11,000円（税込）

※価格は、2021年12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。



ドックガード
ラゲッジスペースと後席を仕切ることで、愛犬との安全なドライビングが楽しめます。

アッパー ［商品番号：82212718］　

全国メーカー希望小売価格  59,180円（税込） → 特別価格 53,000円（税込）
ロワー ［商品番号：82212720］　

全国メーカー希望小売価格   46,310円（税込） →  特別価格 42,000円（税込）

ボンネットフードダンパー
［商品番号：82212798］　

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。

全国メーカー希望小売価格　　     特別価格

33,330円（税込） → 30,000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。

PARTS & ACCESSORIES

※価格は、2021年12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。

Jeep純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダー
DR-SJP1（フロント・リアセット）
［商品番号：JPNA002431000］

Wi-Fi機能によりスマートフォン専用アプリから、簡単操作で録画データの確認と

ダウンロードが可能。様々なシーンに対応する機能・高性能カメラを搭載した新世代

ドライブレコーダー。

全国メーカー希望小売価格　　　     特別価格 

60,500円（税込） →   54,000円（税込）

ストレージキット　［商品番号：82208566］

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。

全国メーカー希望小売価格　　　 特別価格 

7,260円（税込） →   7,000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）

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 （フロント）
［商品番号：JPNA002355050］　

動画を鮮明に記録するフルハイビジョン録画。本体はタッチパネル付きで直感的な操作が
可能。Jeepロゴ入り。

全国メーカー希望小売価格             特別価格　
46,200円（税込） → 38,000円（税込）


