
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。

※写真はイメージです。

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

グラブハンドル
乗降時のサポートのほか、走行時には補助グリップとして

役立ちます。

フロント ［商品番号：82215523AC］

全国メーカー希望小売価格             特別価格 

10,780円（税込） →  10,000円（税込）
リア ［商品番号：82215524AC］

全国メーカー希望小売価格             特別価格 

10,780円（税込） →  10,000円（税込）

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）

ヘッドライナー   ［商品番号：82215133AE］

遮音と断熱効果により寒い冬でも車内空間を快適に保ちます

（前席約±2℃ 後席約±5℃ MOPAR調べ）。

マジックテープによる簡単着脱で、お手入れも簡単。

全国メーカー希望小売価格  92,400円（税込） 

→ 特別価格 83,000円（税込）

マルチシェード  ［商品番号：JPNAJL261401］

遮光と断熱効果のあるマルチシェード。車両の全窓を覆うことで

車中泊などの際のプライバシー保護に役立ちます。

Jeepロゴ入り。

全国メーカー希望小売価格  38,500円（税込） 

数量限定先行販売 特別価格対象外

チューブステップ  [Wrangler Unlimited]　
機能とデザイン性を兼ね備えたチューブタイプのステップ。

表面に成形された凹凸でスリップを防止し、車高が高い

ラングラーへの乗車をサポート。サイドビューにSUVらしい

力強さを加えます。

ブラック ［商品番号：82215327AB］

全国メーカー希望小売価格                 特別価格 

143,000円（税込） →  129,800円（税込）
クローム ［商品番号：82215329AB］

全国メーカー希望小売価格                 特別価格 

181,500円（税込） →  163,000円（税込）

フューエルフィラーカバー
アエクステリアにアクセントをプラスします。“Jeep”ロゴ入り。

クローム ［商品番号：82215122］

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）
ブラック ［商品番号：82215123］

全国メーカー希望小売価格              特別価格  

28,600円（税込） →  26,000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

シリコートスノーワイパーブレード400（右用）（左用）
［商品番号：JPNA002371500］

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。※商品は1本分。右用、左用各1本ずつ必要

全国メーカー希望小売価格   8,250円（税込） 

→ 特別価格7,000円（税込）
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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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アタッチャブルテント   ［商品番号：82212604］　

サイズ：約3m╳約3m（日よけスペース約2.1m╳約1.8m）

クルマから離して設営することも可能。

全国メーカー希望小売価格             特別価格 

94,380円（税込） →  85,000円（税込）

スカッフプレート 4ドア用 
乗降時に傷つきやすいドアのステップ部をガード。前後席4枚セット。

ブラック ［商品番号：82215394］　

全国メーカー希望小売価格  13,200円（税込） 

→ 特別価格11,000円（税込）

ドアエッジプロテクター 2ドア用
［商品番号：JPNAJL2320040］

全国メーカー希望小売価格　　 特別価格

6,600円（税込） → 5,000円（税込）

ドアハンドルプロテクター 2ドア用
［商品番号：JPNAJL2320030］　

全国メーカー希望小売価格    特別価格

7,150円（税込） → 6,000円（税込）

ドアハンドルプロテクター

ドアエッジプロテクター

フードロック　
［商品番号：82215137AC］　

エンジンフード内の部品盗難を防止。

イグニッションキーで開閉します。

全国メーカー希望小売価格　　　　 特別価格

 51,700円（税込） →  47,000円（税込）

フロアマットプレミアム 4ドア用　
［商品番号：LJ215201AB］　

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）

❶ ルーフラッククロスバー  
［商品番号：82215387AB］　
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になります。

全国メーカー希望小売価格         特別価格　
66,000円（税込） → 59,000円（税込）

❷ ルーフバスケットネット  
［商品番号：82209422AB］　
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。

全国メーカー希望小売価格     特別価格　
7,700円（税込） → 7,000円（税込）

❶

❷

※写真はイメージです。

スペアタイヤハードカバー（ブラック） 

［商品番号：6CG05DX8AA］

スペアタイヤを汚れや直射日光などからガード。リヤビューに洗練された印象を与えます。

全国メーカー希望小売価格               

99,000円（税込） 

特別価格対象外

ステンレス製 ［商品番号：82215396AB］

全国メーカー希望小売価格  41,800円（税込） 

→ 特別価格 33,000円（税込）

カーゴタブ　
［商品番号：82215669AC］

床下に収納スペースを追加でき、軽量で取り回し

しやすく清掃も簡単なストレージキット。　

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）

インナーキャリア
車内に積載することで、大切なバイクやフィッシングロッドを、

汚さず安全に運べます。

フルセット ［商品番号：JPNA002449003］

全国メーカー希望小売価格             特別価格 

66,000円（税込） →  59,000円（税込）
※フィッシングロッド用、バイク用、各単品販売もございます。

フィッシングロッド用

バイク用
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※80周年限定アイテムは特別価格対象外となります。

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）

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。JL専用取付部品付属。

フロントカメラ＋リア+JL専用取付部品
［商品番号：JPNA002431014］

全国メーカー希望小売価格　　　    特別価格 

62,700円（税込）→   56,000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）

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）

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）

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）


