
J E E P®  C O M P A S S  +  A U T H E N T I C  A C C E S S O R I E S

※アクセサリーの数には限りがあります。カタログ掲載はアクセサリーの在庫を保証するものではありません。品切れの際はご容赦ください。
※掲載画像は、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ためのアイテムは商品に含まれません。※仕様等は、改良のため予告なく変更
する場合があります。※商品番号および価格は、予告なく変更する場合があります。※在庫状況などにより、納期に時間を要する商品があります。※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。 
※ジープ純正アクセサリーは、必ずジープ正規ディーラーにて取り付けを実施してください。※価格は、メーカー希望小売価格（消費税10％込み）です。※掲載の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。※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。 （M6.23.02）



ロックレール
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。※マッドガードとの同時装着不可。

［商品番号：82214641AE］　 

275,880円（250,800円）　＜参考取付時間：1.5h＞

タイヤバルブステムキャップ
“Jeep”ロゴ入りバルブキャップ4点セット。

クローム

［商品番号：82213628AB］　 

5,060円（4,600円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ブラック
［商品番号：82214622］　 

4,180円（3,800円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ホイールロックボルトキット
ホイールの盗難防止に役立つ、ロッキングナット4個と 
Mopar専用キー1個のセット。

［商品番号：82214871］　 

15,730円（14,300円）　＜参考取付時間：0.2h＞

マッドガード
スタイリッシュな魅力を放つとともに、タイヤの石跳ね

や泥跳ねなどからボディを保護。リア用は“Jeep” 
ロゴ入り。

※左右セット、フロント用とリア用は別売

フロント
［商品番号：82214642AE］　 

15,840円（14,400円）　＜参考取付時間：0.7h＞

リア
［商品番号：82214643AE］　 

15,840円（14,400円）　＜参考取付時間：0.7h＞

フードデカール ブラック
フロントビューをカスタマイズし、精悍な印象を深める 
デカール。

［商品番号：82214630］　

30,690円（27,900円）　＜参考取付時間：1.0h＞

Jeep®エンブレム
ジープの誇りと自信を主張する、アルミダイキャスト製の 
エンブレム。

［商品番号：82211201］　

5,830円（5,300円）　＜参考取付時間：0.3h＞

ボディサイドデカール ブラック
サイドビューをカスタマイズし、精悍な印象を深める 
デカール。

［商品番号：82214627AB］　

36,080円（32,800円）　＜参考取付時間：1.0h＞
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※写真は実際の車両とは異なります。

ロゴ入りナンバーロックボルト
（12㎜・2本、8㎜・1本／2021年6月以降）
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（発売時期により適合が
異なります。詳しくはスタッフまで）。

ブラック
［商品番号：JPNAM6262901］　 

9,570円（8,700円）　＜参考取付時間：0.1h＞

シルバー
［商品番号：JPNABU2029100］　 

8,470円（7,700円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ドアエッジプロテクション
ドア開閉時、壁などとの接触による傷からドアを守る、 
クリアータイプのフィルム。

［商品番号：JPNAM6262801］　 

10,450円（9,500円）　＜参考取付時間：0.5h＞

ナンバーロックボルト
（12㎜・2本、8㎜・1本／2021年6月以降）
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 
（発売時期により適合が異なります。詳しくはスタッフまで）。

［商品番号：JPNCJA0010299030］　 

4,950円（4,500円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ドアハンドルプロテクション
目立たない透明フィルムで、ドア開閉時の爪などによる 
擦り傷からボディを保護。

［商品番号：JPNAM6262802］　 

10,450円（9,500円）　＜参考取付時間：1.0h＞

フォグランププロテクションフィルム
フォグランプを飛び石などから保護するとともに、

イエローのランプカラーが荒天時の視界確保に

役立ちます。

［商品番号：JPNAM6262803］　 

9,900円（9,000円）　＜参考取付時間：0.2h＞

ナンバープレートフレーム（ブラック）
フロントマスクを引き締める、Jeepロゴ入りのフレーム。 
変形に強いPP素材で車両登録後のリア取付けも可能。 
フロント・リア2枚セット。

［商品番号：JPNA00262902］　 

15,950円（14,500円）　＜参考取付時間：0.2h＞　

ブラック シルバー

サイドバイザー メッキモール対応
雨天時でも窓を開けられるため、車内換気に便利。 
Compass専用設計。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：LJ214635AA］　 

44,000円（40,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞
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ロック式ルーフラック＊1 
ルーフに取り付ける全ての純正アタッチメントの 
ベースになるロック式ルーフラック。

［商品番号：82214658AB］ 

78,430円（71,300円） 

＜参考取付時間:0.5h＞

ルーフバスケット 
キャンプなどで汚れた荷物も気軽に 

積み込めるバスケット。 
※バスケットネットを同時にご使用ください。

［商品番号：TCCAN859］

97,680円（88,800円） 
＜参考取付時間：0.5h＞

バスケットネット 
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。

［商品番号：82209422AB］

9,240円（8,400円）

ルーフボックスソフト 
頑丈な耐候性ビニール製で長くご愛用 
いただける大型ルーフボックス。 

※完全防水ではありません

［商品番号：TCINT869］ 

46,530円（42,300円）　＜参考取付時間：0.3h＞

カヌーキャリア 
2つのストラップとバックルプロテクターでカヌーを固定。
ルーフラックに簡単に取り付けることができます。

［商品番号：TCCAN819］ 

27,060円（24,600円）　＜参考取付時間：0.5h＞

サーフ＆パドルボードキャリア
サーフボードまたはパドルボードを 
最大2セット積載できるキャリア。

［商品番号：TCSUP811］ 

45,210円（41,100円）　＜参考取付時間：0.5h＞

カヤックキャリア

ラバー製パッドとフェルト素材をインテグレートした 
サドルがカヤックをしっかり固定。

［商品番号：TCKAY883］ 

47,300円（43,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

スキー・スノボキャリア 
最大スキー６セットまたはスノーボード４セットが 

積載できるキャリア。ロック付。

［商品番号：TCS92725］ 

35,640円（32,400円）　＜参考取付時間：0.5h＞

＊1 ルーフレール非装備車への取付けにはルーフレールブラック［商品番号：82214657］44,000円（税込） ＜参考取付時間：1.0h＞ が別途必要となります。
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バイシクルキャリア（正立式） 
自転車のタイヤを取り外さずに、 
簡単・便利に積載できる正立タイプの 

バイシクルキャリア。 
※自転車の種類によっては積載できない場合があります。

［商品番号：TCOES599］

40,700円（37,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

バイシクルキャリア（フォークマウント式）
フロントタイヤを外して積載。 

ディスクブレーキ装備車なども積載可能。

［商品番号：TCFKM526AB］ 

38,280円（34,800円） 

＜参考取付時間：0.5h＞



ウェットガードリアシートカバー ブラック
専用設計によりシート形状にジャストフィットするカバー。 
※チャイルドシート同時装着不可。

［商品番号：JPNABU2012100］ 

37,400円（34,000円）　＜参考取付時間：0.3h＞

ドアシルガード
傷つきやすいドアシルを保護。スタイリッシュな 
ブラッシュ仕上げのステンレススチール製。 
フロント左右2枚セット。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：82214662AB］ 

27,610円（25,100円）　 

＜参考取付時間：0.5h＞

ラバーマット
水や雪、泥などから愛車のフロアを保護するラバー製フロ

アマット。フロントとリアのセット。”Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：82214987AB］ 

41,580円（37,800円）

ペットシートカバー
ペットを後席に乗せた際、車内を汚れやキズから 
守るプロテクションシート。ナイロン製。

［商品番号：JPNCJA0019102010］ 

12,320円（11,200円）

フロアマット “CAMO”　
ボリューム感のある生地を使用したブラック×グレー

カモフラージュ柄のフロアマット。フロントとリアの

左右、リアセンターの5枚セット。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：LJ000004AB］ 

46,200円（42,000円）

ウェットガードフロントシートカバー（1席分）
レジャーなどで濡れた状態で乗り込んだ際、濡れや汚れからシートを保護。シート形状にジャストフィットする 
カバーです。ネオプレーン製。1シート分。※チャイルドシート同時装着不可。

ブルー  ブラック
［商品番号：JPNCJA0018102010］ ［商品番号：JPNCJA0018102020］ 

14,520円（13,200円）　＜参考取付時間：0.1h＞  15,400円（14,000円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ブラックブルー

ラゲッジマット“CAMO”
ボリューム感のある生地を使用したブラック×グレー

カモフラージュ柄のラゲッジマット。フロアマット 
“CAMO”と同一デザインのため、同時装着する
ことで室内に統一感を与えます。

［商品番号：LJ509858AA］ 

30,800円（28,000円）
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LEDインテリアライト
インテリアを明るく、かつシャープな雰囲気に。 
フロント・リアルームランプ、グローブボックス、ラゲッジルームランプのLEDバルブ7個セット。

［商品番号：JPNABU2015120］ 

40,700円（37,000円）　＜参考取付時間：1.0h＞

フロアマット “WEB”
砂漠のドライな地表をイメージしてデザインされたフロア

マット。フロントとリアの左右、リアセンターの5枚セット。 
“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：LJ000003AA］ 

41,800円（38,000円）

標準車

ラゲッジマット
ボリューム感のある生地で汚れやすいラゲッジエリアを 
保護するマット。“Jeep”ロゴ入り。 
※ラゲッジスペースオーガナイザーとの同時装着不可。

［商品番号：82214650AB］ 

25,410円（23,100円）

アディショナルLED
夜間や暗い場所での荷下ろし時に、ラゲッジランプでは 
補えない部分を明るく照らす高輝度LEDを追加。 
ハッチゲート裏インテリアパネルの2か所装着。

［商品番号：JPNABU2015100］ 

13,310円（12,100円）　＜参考取付時間：1.5h＞
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オーガナイザー用アダプター
ラゲッジスペースオーガナイザーのレールに固定する

ことで、荷物に合わせてラゲッジスペースを分割する

キット。

［商品番号：71805893］ 

10,340円（9,400円）

オーガナイザー用オーガナイズバー
ラゲッジスペースを分割、運転時も荷物の揺れ、 
倒れ防止に役立ちます。 
※オーガナイザー用アダプターと同時装着が必要。

［商品番号：71805895］ 

14,520円（13,200円）CA
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ラゲッジスペースオーガナイザー
別売りのアダプターやオーガナイズバー、ホールディングバンドを装着できるレール付の床。

［商品番号：52039572］ 

106,480円（96,800円）　＜参考取付時間：0.2h＞



ラゲッジネット
ラゲッジスペースを有効に使用できるラゲッジネット。 
荷物の固定や整理に便利で取り外しも簡単です。

［商品番号：82214653］ 

7,700円（7,000円）

オーガナイザー用ホールディングバンド
ラゲッジスペースを分割、ホールディングバンドが、 
不定形の荷物もしっかり固定します。 
※オーガナイザー用アダプターと同時装着が必要。

［商品番号：71805896］ 

10,890円（9,900円）

ストレージキット
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。

［商品番号：82208566］ 

8,800円（8,000円）

ラゲッジフルカバー
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。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：JPNAM62313100］ 

18,700円（17,000円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ペット用ケージ
カーゴスペースにフィットするペット用ゲージ。ファスナー

によって、必要に応じて天面や側面を開閉することができ

ます。“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：82213729AB］ 

45,870円（41,700円）

ラゲッジトレイ
さまざまな荷物を収納するのに便利なラゲッジトレイ。 
“Jeep”ロゴ入り。

［商品番号：82214666］ 

25,300円（23,000円）
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Jeep 純正 モニター付 ドライブレコーダー

DR-SJP3

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。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。

1.タッチパネル操作で映像の確認や設定が簡単
2.後方からの危険運転などに対応したFullHDリアカメラ
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」 

●LED信号対策済み 

●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 

●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・リアセット
［商品番号：JPNA00265506］

60,500円（55,000円）　＜参考取付時間：2.5h＞

フロントカメラ（単品）
［商品番号：JPNA00265507］

42,900円（39,000円）　＜参考取付時間：2.0h＞

フロントカメラ

リアカメラ

※フロントカメラ背面 オープニングイメージ

Jeep 純正クラウド型 ドライブレコーダー

DR‐SJP4

クラウドサーバーに大切な映像を保存することでデータを確実に守ることはもちろん、「コネクティッド」サービスが一体となった

ことで、運転以外の様々な状況でドライバーをアシストします。スマホアプリの「LIVE」ボタンを押せば、いつも、どこでも、ライブ
で映像を確認可能。また、万が一トラブルにあってしまった際に安心な、緊急事態通知機能や、多くのドライバーアシスト機能を

搭載。あなたのカーライフを安心へとつなげる新世代ドライブレコーダー。

1.リモートライブ映像
2.衝撃検知通知
3.緊急事態をSMSで通知
4.ドライバーアシスト機能

●スマホからいつも、どこでもリアルタイムに映像を確認 

●映像を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」 

●駐車録画中に衝撃を感知した際、スマホに通知 

●緊急時にSOSボタンを押すだけで、登録連絡先にお知らせ。ボタンを押した際に前後の動画を自動保存 

●車の状態や運転履歴、位置情報確認がスマホで可能 

●Wi-Fi専用アプリで簡単に設定・操作 

●事前に危険を察知し、警告音でドライバーに通知 

●「コネクティッド」サービスは1年間無料＊1  

●安心のメーカー3年保証 

フロント・リアセット
［商品番号：JPNA00265510］

82,500円（75,000円） 
＜参考取付時間：2.5h＞

フロントカメラ単品
［商品番号：JPNA00265508］

64,900円（59,000円）　
＜参考取付時間：2.0h＞

リアカメラ単品
［商品番号：JPNA00265509］

19,800円（18,000円）
＜参考取付時間：0.8h＞

＊1：2年目以降は有償となります。1年間の無料期間が過ぎるとサービスは自動解約され通信機能は使用できなくなります。通信機能が使用できなくてもドライブ 
レコーダーとして使用できます。2年目以降、通信機能を継続する場合は使用開始から1年以内にお客様ご自身が更新手続きを行なう必要があります。通信機能が
解約となったお客様が通信機能を再度使用する場合は、SIMカードを再購入する必要があります。詳しくは、正規ディーラースタッフまでお問い合わせください。

リアカメラ

フロントカメラ



オートホールドモバイルホルダー
ドリンクホルダーに設置するモバイルホルダー。タッチセンサーにより自動で開閉します。 
使用可能なスマートフォンのサイズ：幅56~90mm。単４乾電池２本使用。

［商品番号：JPNA002319010］ 

16,170円（14,700円）

シートベルトパッド
ジープグリーンのステッチが入ったスエード調シートベルト

パッド。シートベルトによる摩擦から洋服を保護します。1個
入り。

［商品番号：JPNCJAKL19102020］ 

5,830円（5,300円）

ウェットティッシュホルダー
アースカラーのトリムがジープらしさを演出。後部座席

だけでなく運転席からでも取り出しやすく設計されてい

ます。

［商品番号：JPNCJAKL19102040］ 

4,070円（3,700円）

シートバックホルダー
カーゴスペース内の整理に便利なホルダー。リアシート

バックにマジックテープで固定。JeepⓇロゴ入り。

ブラック/グリーン
［商品番号：JPNABU2013120］ 

10,450円（9,500円）

ブラック
［商品番号：JPNCJAKL19102030］ 

9,900円（9,000円）

地上デジタルTVチューナー
専用設計により、モニター上のタッチパネルにて操作可能。

電波状況に応じて、フルセグ、ワンセグを自動的に

切り替えるデジタルTVチューナー。

［商品番号：JPNA00275501］ 

91,300円（83,000円）　＜参考取付時間：2.0h＞

＊走行中の映像表示はされません。 走行中は音声のみの出力と
  なります。必ず安全な場所に停車して視聴ください。

ブラック /グリーン

ブラック

トラッシュボックス
ゴミ箱としてだけでなく、小物入れや500mlペットボトル 
2本分の収納ボックスとしても利用可能。

ブラック/グリーン
［商品番号：JPNA002019100］ 

6,050円（5,500円）

ブラック
［商品番号：JPNCJA0019102030］ 

6,050円（5,500円） ブラック /グリーン

ブラック

※画面はハメコミ合成です。
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ライフハンマーエボリューション
緊急時の脱出時にガラスを簡単に破壊できるアイテム。

［商品番号：59124022］ 

4,400円（4,000円）

エマージェンシーキット
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。

［商品番号：JPNCJA0019804010］ 

29,260円（26,600円）

タイヤシーラント
パンク時にタイヤの穴を塞ぐタイヤシーラント。

［商品番号：82212934］ 

7,920円（7,200円）

エマージェンシーベスト　
高速道路での緊急時など、車外に出る際に着用する

ベスト。視認性が高く、夜間でも安全。ヨーロッパ

EN571規格適合品。4枚入り。

［商品番号：59124056］ 

8,470円（7,700円）Jeep® アタッチャブル テント
アウトドアライフを楽しめる、約3m×約3m（日よけスペース約2.1m×約1.8m）のテント。大型レインフライと天井収納ネット、内部
ポケット、収納バッグ付。クルマの後部に取り付ければ、追加のスリーピング/収納スペースに。キャンプ地からクルマででかける場合は、
クルマから離して設営することも可能。カラーは、ブルー×グレー。

［商品番号：82212604］ 

103,840円（94,400円）

シリコートワイパーブレード
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。

600mm（運転席側）
［商品番号：JPNA002371070］ 

4,730円（4,300円）　＜参考取付時間：0.1h＞

450mm（助手席側）
［商品番号：JPNA002371020］ 

3,410円（3,100円）　＜参考取付時間：0.1h＞

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。

600mm（運転席側）
［商品番号：JPNA002071061］ 

9,900円（9,000円）　＜参考取付時間：0.1h＞

450mm（助手席側）
［商品番号：JPNA002071071］ 

7,810円（7,100円）　＜参考取付時間：0.1h＞

※写真はイメージです。
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わさびd'air（デェール）
わさびの抗菌成分が、エアコン内部のにおいを抑える

アイテム。クリップ止めで、エアコンフィルターに簡単

装着。

［商品番号：59082752］ 

3,080円（2,800円）　＜参考取付時間：0.2h＞

タイヤカバー（Mサイズ）
夏と冬にタイヤ交換した後などに便利な保管用タイヤ

カバー。イラストにマーキングするだけでタイヤ位置が

わかる4枚セット。

［商品番号：JPNA002081100］ 

8,910円（8,100円）

ボーンバー
車内での休憩時にリアゲートに取り付けることで効率的

に換気をすることが可能。Willysのシルエットを刻印。硬質
ステンレス製。

［商品番号：JPNA002429002］　 

11,000円（10,000円）

フロントウィンドウサンシェード
真夏の強烈な陽射しを防いで、車室内の温度上昇を防ぎます。 
使用しない時は、コンパクトに折り畳みが可能。Jeep®ロゴ入り。

［商品番号：JPNAM62314100］ 

12,100円（11,000円） 収納時

MOPAR®アンチウイルスキャビンフィルター
ウイルス不活性化技術を応用した3層構造のキャビンフィ
ルター。PM2.5を含む超微細な粒子まで除去し、車室内
をクリーンな空間に保ちます。

［商品番号:82247555CA］　 

9,680円（8,800円）
※メンテナンス プログラムにご加入のオーナー様
　定期点検の際、エアコンフィルターとの差額をお支払いいただくことで  
　高性能なアンチウイルスキャビンフィルターへの交換が可能です。
　詳しくはスタッフにお問い合わせください。
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