※本カタログの掲載内容は、2022年3月現在のものです。※掲載の価格は、全国メーカー
希望小売価格（含む消費税）です。※全国メーカー希望小売価格は、参考価格です。販売
価格はアルファ ロメオ正規ディーラーが独自に設定しているので、各店にお問い合わせくだ
さい。※販売数には限りがあります。カタログは掲載商品の在庫を保証するものではありません。
売り切れの際は、ご容赦ください。
※本カタログに掲載されている価格および仕様・商品番号は、予告なく変更する場合があります。また、写真・
イラストはイメージであり、実際の商品とは細部で異なる場合があります。※アクセサリーおよびボディカラー・
内装色は、条件により、実際と異なって見えることがありますのであらかじめご了承ください。

4C ORIGINAL
COLLECTION

Accessori ed oggetti Alfa Romeo 4C: dal concept
alla realizzazione, un rapido susseguirsi di idee
creative ispirate all’eccezionale supercar Alfa
Romeo.
Oggetti esclusivi, prima immaginati e poi schizzati
a mano con l’enfasi e l’entusiasmo di chi, davanti
ad un foglio bianco, desidera progettare qualcosa
che lasci il segno. Anche in questo caso il tema
della “bellezza funzionale” è stata la linea guida: si
sono ricercati tratti seducenti, materiali e soluzioni
capaci di offrire un reale valore aggiunto.

Alfa Romeo 4Cアクセサリー&マーチャンダイジング : Alfa
Romeo 4Cのコンセプトがカタチになる過程で、次々に閃いた
アイデア。

真っ白な紙に刻まれるデザイナーの思い入れと情熱。4Cなら
ではのアイテムを思い描き、それをスケッチに起こす。
デザインテーマは「機能美」。比類なき価値をもたらすマテリ
アルとアイデア、そして官能的なシルエットを追い求めた。
4Cを真に愛するオーナーのために生まれたコレクションの
数々。それは4Cとともに始まるライフスタイルを細部まで
体現し、生涯忘れることのない「価値ある体験」をもたらす。

È nata così una collezione dedicata a veri appassionati: un’indimenticabile “Brand Experience” che
riflette a 360° il lifestyle 4C.

Accessories

ブレーキキャリパー
強烈なストッピングパワーをイメージさせるブレーキキャリパー。
イエロー、グレー、ブラックの3カラー。
キャリパーは下記6アイテムにて構成されます。
ブレーキパッドは含まれておりません。
イエロー
商品番号：77366767（フロントキャリパー レフト）169,400円（154,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366768（フロントキャリパー ライト）169,400円（154,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366736（リアキャリパーシリンダー レフト）84,700円（77,000円）参考取付時間：2.4h

18-19インチ アロイホイールキット

商品番号：77366738（リアキャリパーサポート レフト）56,870円（51,700円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366737（リアキャリパーシリンダー ライト）84,700円（77,000円）参考取付時間：2.4h

カラー：マットブラック仕上げ

商品番号：77366738（リアキャリパーサポート ライト）56,870円（51,700円）参考取付時間：2.4h

1台分4本のセット。センターキャップは別売。
商品番号：50530592

グレー
商品番号：77366763（フロントキャリパー レフト）169,400円（154,000円）参考取付時間：2.4h

302,500円（275,000円）

商品番号：77366764（フロントキャリパー ライト）169,400円（154,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366726（リアキャリパーシリンダー レフト）84,700円（77,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366728（リアキャリパーサポート レフト）56,870円（51,700円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366727（リアキャリパーシリンダー ライト）84,700円（77,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366728（リアキャリパーサポート ライト）56,870円（51,700円）参考取付時間：2.4h
ブラック
商品番号：77366765（フロントキャリパー レフト）169,400円（154,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366766（フロントキャリパー ライト）169,400円（154,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366739（リアキャリパーシリンダー レフト）84,700円（77,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366741（リアキャリパーサポート レフト）56,870円（51,700円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366740（リアキャリパーシリンダー ライト）84,700円（77,000円）参考取付時間：2.4h
商品番号：77366741（リアキャリパーサポート ライト）56,870円（51,700円）参考取付時間：2.4h

18-19インチ アロイホイール
シルバー（単品）

18-19インチ アロイホイール
シルバー（単品）

18-19インチ アロイホイール
ダークフィニッシュ
（単品）

フロント：7J×18インチ
商品番号：50529593

フロント：7J×18インチ
商品番号：50529656

フロント：7J×18インチ
商品番号：50529657

73,810円（67,100円）
センターキャップは別売

73,810円（67,100円）
センターキャップは別売

73,810円（67,100円）
センターキャップは別売

リア：8J×19インチ
商品番号：50529691

リア：8J×19インチ
商品番号：50529692

78,650円（71,500円）
センターキャップは別売

78,650円（71,500円）
センターキャップは別売

リア：8J×19インチ
商品番号：50527532
78,650円（71,500円）
センターキャップは別売

AR レーシングタイヤ
フロント：205/40R18
リア：235/35R19
ナノコンポジットコンパウンド及び
4Cのために開発された専用パターンにより、
強大なグリップとスタビリティを実現します。
ウェット路面にも対応。
フロント：205/40R18
商品番号：59123965
55,550円（50,500円）
リア：235/35R19
商品番号：59123966
67,320円（61,200円）

Accessories

クローム / サテンフィニッシュミラーフェアリング
スタイリッシュなフォルムにハイクォリティなアクセントを加えます。
クロームフィニッシュ
商品番号：50901689
11,770円（10,700円）
参考取付時間：0.5h
サテンフィニッシュ
商品番号：71807269

ルームミラーモニター / リアカメラセット

31,020円（28,200円）

リバース時にリアカメラの画像を映し出すスマートなルームミラー。

参考取付時間：0.5h

標準装備のミラーを交換するタイプ。
インテリアの雰囲気を変えず、安全性をアップします。
自動防眩機能内蔵のため、
夜間の後続車のライトの眩しさを和らげます。
リアカメラ

3.3インチモニター内蔵ルームミラー及び
半埋め込みタイプのバックアイカメラ、ハーネスなどの取付キットのセット。
商品番号：59083146
87,120円（79,200円）参考取付時間：3.5h

カーボンドアミラーカバー
ライト
商品番号：735524386
166,980円（151,800円）
レフト
商品番号：735524387
166,980円（151,800円）
参考取付時間：0.5h

バイLEDヘッドライトカーボンフレーム
リアルカーボンにより最大限に軽量化し、
アグレッシブなルックスへと変身します。
Launch Edition標準装備
商品番号：71807266
423,500円（385,000円）
参考取付時間：3.0h

レーシングエキゾーストシステム
フロントおよびリアセクションで構成され、
よりパワフルなサウンドを奏でます。
Pack Sportiva標準装備
フロント・リアパートを組み合わせて装着
商品番号：50530415（フロントパート）76,230円（69,300円）
商品番号：50525578（リアパート）193,600円（176,000円）
参考取付時間：1.2h

インナーソフトカバー
4Cロゴ入りのソフトなカバー。

Accessories

屋内保管用。
商品番号：50529285
60,500円（55,000円）

ボディーカバー タフレックスタイプ
超極細繊維（マイクロファイバー）を使用した最高級ボディカバー。
ポリエステル100％。
多孔性を持つファブリックが外からの水は通さず、
分子レベルの水蒸気だけを放出します。
商品番号：59124133
54,450円（49,500円）

イタリアンフラッグバッジ
アルミニウムのトリコロール「イタリアンフラッグ」バッジ。
商品番号：71807227
9,680円（8,800円）
参考取付時間：1.0h

ステッカー
サイドビューにダイナミックな個性を表現する
ブラックストライプステッカー。
商品番号：50530831
60,500円（55,000円）
参考取付時間：2.0h

リアスポイラー
リアビューをよりクールなスタイリングとします。
リアルカーボン製及びペイント仕上げ用の2種類。
リアルカーボン
Launch Edition標準装備
商品番号：50529933
266,200円（242,000円）
参考取付時間：0.5h
ペイント仕上げ用
別途ペイントが必要
商品番号：156105418
60,500円（55,000円）
参考取付時間：0.5h

Accessories

LEDラゲッジルームランプ
LED3灯プレートを使用したバルブで
ラゲッジ内を明るく照らし、

LEDライセンスプレートランプバルブ

夜間の荷物の積み降ろしをアシストします。

リアナンバープレートを鮮やかに照射し、

商品番号：59124046

標準仕様

9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.1h

夜間時のリアビューをアップグレードします。
リア用２個入りセット。
商品番号：59123244
13,310円（12,100円）
参考取付時間：0.5h

標準仕様

LEDルームランプバルブ
インテリアをより明るく照らし
グレードアップするLEDバルブ。
商品番号：51028774
6,270円（5,700円）
参考取付時間：0.1h

カーボンエアインテークキット
サイドからのスムーズなエアフローが
トランスミッションを効率よく冷却し、

カーボンフューエルリッドオーナメント
サイドビューにワンポイントのアクセントとなる
リアルカーボン製のリッドオーナメント。
標準仕様

商品番号：59124139
9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.1h

よりハードなドライビングに対応します。
ボディパネル要加工。
商品番号：50903544（エアインテークキット）229,900円（209,000円）
商品番号：50540628（エアパイプ）89,210円（81,100円）
商品番号：50535038（テンプレート）11,650円（10,600円）
商品番号：46817393（スクエアクリップ）132円（120円）
商品番号：10897387（ラウンドクリップ）330円（300円）
商品番号：51865064（ラバーガード）880円（800円）

Accessories

ドアエッジプロテクション
ドア開閉時の軽い接触から保護するプロテクション。
商品番号：59124142
6,050円（5,500円）
参考取付時間：1.0h

フロアマット ベロア レッドロゴ
ベロア調フロアマット。
4Cロゴ入り。

レザーフロアマット
最高級のリアルレザーを使用した本格的なフロアマット。

Launch Edition標準装備

スパルタンなインテリアをより上質なものとします。

商品番号：156103634（LHD用/運転席）13,200円（12,000円）
商品番号：156103640（LHD用/助手席）13,200円（12,000円）

ドライバー側には樹脂製ヒールパッドを装備し、

商品番号：156103641（RHD用/運転席）13,200円（12,000円）
商品番号：156103635（RHD用/助手席）13,200円（12,000円）

ドライビングをサポートします。
アルファ ロメオ刺繍ロゴ入り。
商品番号：59124134（ブラック LHD用）88,000円（80,000円）
商品番号：59124135（ブラック RHD用）88,000円（80,000円）

ブラック

ドアステッププロテクション
乗降時のスリキズからボディを保護するプロテクション。
商品番号：59124141
16,940円（15,400円）
参考取付時間：0.6h

Accessories
Alfa Romeo 純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダー

※フロントカメラ背面 オープニングイメージ

Wi-Fi対応機能を装備し、スマートフォン専用アプリの画面から録画設定。録画されたデータの確認&
保存もアプリの中で簡単操作。また夜間走行などの光量が少ないシーンでもSTARVISイメージ
センサーで、明るく鮮 明な映 像を撮 影 。様々な運転中のトラブルに、最新機能を搭載した新世代
のAlfa Romeo純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダーが対応。
1.Wi-Fi対応＆専用アプリで簡単管理
2.STARVISイメージセンサーで、夜間の録画も対応
3.コンパクト&スタイリッシュなオリジナルデザイン（ブランドロゴ入り）

Alfa Romeo 純正 モニター付 ドライブレコーダー

・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）

タッチパネルを操作するだけで、映像の確認や設定が簡単におこなえるモニター付きドライブレコーダー。

・車上狙いやいたずらを監視する「駐車録画」

事前の危険を察知して、警告音とモニター表示で視覚的に危険をお知らせする先進のドライバーアシスト

・スーパーキャパシタを採用し、事故後でもしっかり映像を保存

機能搭載。リアカメラはFullHD高画質で対角127°
の広角撮影が可能。後方からの危険運転（あおり運転

・3軸Gセンサーによる衝撃検知録画

など）の行為も鮮明に記録。駐車中は駐車監視機能に加えセキュリティLEDで更に安心です。

・LED信号対策済み
・microSDの定期的な初期化が不要

1.タッチパネル操作で映像の確認や設定が簡単

・高温の環境下でも本体を保護する高温遮断機能付き

2.後方からの危険運転などに対応したFullHDリアカメラ

・安心のメーカー3年保証

3.ドライバーアシスト機能で、視覚的に危険をお知らせ
4.駐車監視中にキュリティLEDでレンズ周りが光る
・事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」 ・車上狙いやイタズラを監視する「駐車録画」

フロント・カメラ（単品）
商品番号：59082795

42,900円（39,000円）参考取付時間：2.0h
※取付工賃別

・スーパーキャパシタを採用し、事故後でもしっかり映像を保存 ・3軸Gセンサーによる衝撃検知録画
・LED信号対策済み ・microSDの定期的な初期化が不要
・高温の環境下でも本体を保護する高温遮断機能付き ・スタイリッシュなオリジナルデザイン（ブランドロゴ入）
・安心のメーカー3年保証
フロントカメラ（単品）
商品番号：59083145

42,900円（39,000円）※取付工賃別
参考取付時間：2.0h

シリコートワイパー
雨天時の視界をよりクリアにするシリコートワイパー。
作動させると撥水効果を発揮します。
またスムーズな動きと最高の払拭性を発揮します。
商品番号：59124164
11,880円（10,800円）

Accessories

アンテナ

ETC2.0車載器（スタンドアーロンタイプ）

Alfa Romeo オリジナルETC車載器
Alfa Romeoエンブレム入りオリジナルETC車載器。
LEDブザー及び音声案内式スピーカー一体式。
三菱製
商品番号：59123325
13,200円（12,000円）
参考取付時間：1.0h

渋滞情報をわかりやすく案内。
交通情報に加え、安全運転支援・災害時支援
などの情報を得ることができます。
ボルテージスタビライザー付。
パイオニア製

Alfa Romeo オリジナルETC車載器

商品番号：59083290

ボルテージスタビライザー付。
Alfa Romeoロゴカバー付。
パイオニア製

39,600円（36,000円）
参考取付時間：1.0h

商品番号：59083074
13,750円（12,500円）
参考取付時間：1.0h

アンテナ

alfaromeo-jp.com

※写真は、日本仕様と一部異なる場合があります。※ルーフラック
（キャリア類含む）、ラゲ
ッジスペース等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

59124524

ん。※仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。※改良等により、商品番

9:00AM〜9:00PM（土・日・祝日も承ります）

号および価格を変更する場合があります。※商品によっては、多少納期がかかる場合がご
ざいます。※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。※ア
ルファ ロメオ純正アクセサリーのお取り付けは、必ず、アルファ ロメオ正規ディーラーに
て行ってください。※掲載されている価格は、全国メーカー希望小売価格（消費税10%
込）です。取付工賃およ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。販売価格はアルファ ロメオ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、2022年3月現在のものです。※詳
細につきましては、アルファ ロメオ正規ディーラーにお問い合わせください。

（22.03.D）

