
J E E P®  G L A D I A T O R
A

U
T

H
E

N
T

I
C

 
A

C
C

E
S

S
O

R
I

E
S

※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、2022年9月現在のメーカー希望小売価格（消費税10%込）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。（JT.23.02）



フロントエアディフレクター
空気を整流し、フードとフロントガラスの汚れを軽減。 
フロントマスクにアクセントを与え、個性的にドレスアップ 
します。Jeepロゴ入り。

［商品番号：82215367AB］　

33,000円（30,000円）　＜参考取付時間：0.2h＞

ソフトトップ
後席までルーフを全開にできるソフトトップは、アウトドア楽しむための必携アイテム。 
新鮮な空気に、降り注ぐ太陽を満喫しよう。

［商品番号：82215614］　

543,840円（494,400円）　＜参考取付時間：1.5h＞

フロントグリル（ブラック）
ジープの象徴である7スロットグリルをよりワイルドに演出
します。

［商品番号：82216097］　

104,280円（94,800円）　＜参考取付時間：1.5h＞

サンライダー フリップトップ
前席のハードトップを、手軽に開放感あるオープントップに換装することができるキット。

［商品番号：82216370AA］　

237,600円（216,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞
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※（　）内は税抜価格
※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。

フードカバー
飛び石によるキズや虫などの付着からボンネットフードを 
保護するとともに、フロントマスクをワイルドに演出します。

［商品番号：82215369］　

19,800円（18,000円）　＜参考取付時間：0.1h＞



ボディサイドデカール ヘキサゴン
サイドビューをクールに引き締めるヘキサゴンデザインのデカール。左右2枚セット。

［商品番号：82215597］　

112,200円（102,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

ボディサイドデカール アーミースター 
ジープ車のルーツをイメージしたミリタリーデザインのデカール。左右2枚セット。 
［商品番号：82215598］　 

112,200円（102,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

フォグランププロテクション 
フォグランプを保護するとともに、イエローカラーが悪天候時

の視認性を向上。

［商品番号：JPNAJL262805］　

10,450円（9,500円）　＜参考取付時間：0.2h＞

ドアエッジプロテクション
乗降時、壁などとの接触による傷からドアを 
保護します。

［商品番号：JPNAJL262802］　

10,450円（9,500円）　＜参考取付時間：0.5h＞
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サイドバイザー
雨天時でも窓を開けられるため、車内換気に便利。Jeepロゴ入り。

［商品番号：LJ214637AA］　 

42,900円（39,000円）　＜参考取付時間：0.5h＞

フードデカール ヘリテージグリル
歴代の7スロットグリルを大胆にあしらったフードデカールです。

［商品番号：82215376］　

58,080円（52,800円）　＜参考取付時間：0.25h＞

チューブステップ
表面に成形された凹凸でスリップを防止し、車高が高いグラディエーターへの乗車をサポート。

［商品番号：82215609AB］　

211,200円（192,000円）　＜参考取付時間：1.0h＞

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：JPNAJL262804］　

10,450円（9,500円）　＜参考取付時間：1.0ｈ＞

※（　）内は税抜価格
※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。

Jeep®エンブレム
ギア型の台座にWillysのイラストが 
シルバーで描かれた、鍛造アルミニウム製

のエンブレム。

［商品番号：82215764］　

6,600円（6,000円）



17インチ 5ツインスポークアルミホイール 
（マットブラック）

単品 ［商品番号：6KC88RXFAA］ 

108,900円（99,000円）　＜参考取付時間：0.4h＞ 

※センターキャップ（1LB77RXFAC）は別売り。 

17インチ 6スポークアルミホイール 
（マットブラック）

単品 ［商品番号：6PJ78VXWAA］ 

108,900円（99,000円）　＜参考取付時間：0.4h＞ 

※センターキャップ（1LB77RXFAC）は別売り。  

17インチ 10スポークアルミホイール 
（グロスブラック）

単品 ［商品番号：6YZ48DX8AB］ 

113,190円（102,900円）　＜参考取付時間：0.4h＞ 

※センターキャップ（1LB77DX8AC）は別売り。 
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シルバー ブラック

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ロゴ入りのナンバー 
プレートフレーム。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。 
［商品番号：JPNA00262902］　 

15,950円（14,500円）　＜参考取付時間：0.2h＞

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。

シルバー　［商品番号：JPNAM62329101］　 

8,470円（7,700円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ブラック　［商品番号：JPNA00262901］　 

9,570円（8,700円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ナンバーロックボルト
多数の独自花柄キーパターンと熱処理、表面処理で高い 
セキュリティ性能と美しい見た目を実現したマックガード 
社製のロックボルト。1台分3個入りセット。

［商品番号：JPNCJA0010299020］　 

5,170円（4,700円）　＜参考取付時間：0.1h＞

※（　）内は税抜価格
※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。

ホイールロックナット
ホイールとタイヤの盗難防止用キット。 
ロックアダプター付。

［商品番号：82215711］　 

16,500円（15,000円）　＜参考取付時間：0.2h＞
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ドリンクホルダー
エアコンダクトに設置するドリンクホルダー。エアコンの 
冷暖房を利用して飲み物の温度を保つことができます。

格納時にもインテリアにマッチするJeepロゴ入り。

［商品番号：JPNAJL2519010］　 

4,950円（4,500円）　＜参考取付時間：0.25h＞

格納時

エアコンダクトプレート
ジープエンブレムと7スロットを表面にあしらったヘアライン
調のダクトプレート。１台分６枚セット。

［商品番号：JPNA002419002］　 

15,070円（13,700円）　＜参考取付時間：0.2h＞

ヘッドライナー
遮音と断熱効果により暑い夏、寒い冬でも車内空間を快適に 
保ちます。

●走行中の風切り音を低減　前席約３デシベル　後席約5デシベル
●車室内の温度変化を抑制　前席約±2 ℃　後席約±5℃
●マジックテープによる簡単着脱で、お手入れも簡単

※数値はMOPER®の公称値。

［商品番号：82215625AB］　 

159,720円（145,200円） ＜参考取付時間：1.0h＞
※装着イメージ。

スカッフプレート
乗降時に傷つきやすいドアのステップ部をガード 
するプラスチック製プレート。前後席用4枚セット。
［商品番号：82215551］　

22,440円（20,400円）　＜参考取付時間：0.25h＞
※（　）内は税抜価格

※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。



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：82215523AB］ 

12,980円（11,800円）  ＜参考取付時間：0.25h＞

リア ［商品番号：82215524AC］ 

11,880円（10,800円）  ＜参考取付時間：0.25h＞

フロント リア

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）　＜参考取付時間：0.3h＞フロントサンシェード 
（ACC装備車用/ドライブレコーダー 
 装着車用） 
各種センサー・カメラの邪魔をせずに設置できるフロン

トウィンドウ用サンシェード。遮光率100％。難燃加工。
収納袋付き。

［商品番号：JPNAJL2714001］ 

14,300円（13,000円） 収納時

サンシェード（ACC装備車用） 
ACC（アダプティブクルーズコントロール）のセンサー
部を避けて設置できるように専用設計されたサン 
シェード。

［商品番号：JPNAJL2414001］ 

13,200円（12,000円）収納時

ウェットガードフロントシートカバー
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［商品番号：JPNCJA0018102010］　

14,520円（13,200円）　＜参考取付時間：0.1h＞

ブラック［商品番号：JPNCJA0018102020］　

15,400円（14,000円）　＜参考取付時間：0.1h＞

オールウエザーフロアマット
水や雪、泥などから愛車のフロアを保護するフロアマット。 
車体底部の水抜き穴にも接続します。Jeepロゴ入り。

［商品番号：82216629AA］　

68,200円（62,000円）　＜参考取付時間：0.2h＞

※（　）内は税抜価格

※画像は米国仕様。日本仕様は右ハンドルとなります

※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。

※画像は米国仕様。日本仕様は右ハンドルとなります
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シートバックストレージ
フロントシート背面に取り付けられた収納システムに設置

可能な収納キット。ストラップ付小物入れが3つ付属。 
Jeepロゴ入り。

［商品番号：82215429］ 

48,840円（44,400円）　＜参考取付時間：0.2h＞
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トノカバー ロールタイプ
水・カビ・UV・汚れ・ほこりに強いプレミアムファブリック 
素材を使用。扱いやすいロール開閉タイプのトノカバーです。

［商品番号：82215617］　

167,640円（152,400円）　＜参考取付時間：0.7h＞

トラックベッド ストレージシステム
スマートで人間工学に基づいた収納システムで、多くの 
荷物をラゲッジスペースに積み込み可能。2つの耐候性 
スライド式の引き出しは安心のロック機能付き。 
（引き出しの中の小物・用具等は、商品には含まれません。）

［商品番号：82215594AB］　

440,880円（400,800円）　＜参考取付時間：3.0h＞ トノカバー ハードタイプ
剛性の高いパネルと高強度アルミフレームを備えた薄型 
デザインのトノカバー。カバーを閉じた際に自動ロックし、

優れたセキュリティ機能で荷物を守ります。

［商品番号：82215616］　

303,600円（276,000円）　＜参考取付時間：1.0h＞

トノカバー ソフトタイプ
取扱いがしやすいソフトタイプのトノカバー。

［商品番号：82216371AB］　

199,320円（181,200円）　＜参考取付時間：0.5h＞

ラゲッジレール
荷台内側の調節可能なスライダーに設置することで、 
クロスバーなどを装着できます。

［商品番号：82215956］　

112,200円（102,000円）　＜参考取付時間：0.75h＞

ラゲッジスペース クロスバー
各種キャリアアタッチメントを設置するためのベース。

［商品番号：82215631］　

114,840円（104,400円）　＜参考取付時間：0.5h＞
※（　）内は税抜価格

※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。



ルーフラッククロスバー
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。

［商品番号：82215387AB］　 

79,200円（72,000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＞

ルーフバスケットネット
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）

カーゴボックス
ロック付。S～Lサイズの3サイズ。

Mサイズ：右からのみ開閉。
Medium ［商品番号：TCBOX614］　103,950円（94,500円）

S・Lサイズ：左右開閉可能。
Small ［商品番号：TCBOX624］　132,000円（120,000円）
Large ［商品番号：TCBOX625］　145,200円（132,000円）

　＜参考取付時間：各0.3ｈ＞

CA
RR

IE
R 

AC
CE

SS
OR

IE
S

カヤックキャリア

ラバー製フロントサドルと、フェルト製リアパッドが 
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＞

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＞

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＞

スキー・スノーボードキャリア

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  
ストラップ式：0.25h 
Tボルト式：0.5h＞

※（　）内は税抜価格
※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。
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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

リアカメラ

リアカメラ

※フロントカメラ背面 オープニングイメージ

フロントカメラ

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。

※（　）内は税抜価格
※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。
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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）

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）

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］ 

3,850円（3,500円）　＜参考取付時間：0.2h＞

ショートアンテナ
洗車機利用時等に取り外しやすいショートアンテナ。2種類のデザインをご用意。 ※ご使用環境によってはラジオの受信状況が悪化する場合があります。

ブラック ［商品番号：JPNAJL2329010］

10,890円（9,900円）
カーボン ［商品番号：JPNAJL2329020］

11,660円（10,600円）

シリコートワイパーブレード 400（右用）（左用）
拭くだけで雨を水玉に変えるシリコートゴムを使用したシリコートワイパー。優れた

視界を確保し、雨天時の走行をサポート。耐紫外線、耐オゾン、耐熱性にも優れ、初

期性能を長時間持続します。※商品は1本分。右用、左用各1本ずつ必要

［商品番号：JPNA002371090］ 

各6,600円（各6,000円）　＜参考取付時間：0.1h＞

※写真はイメージです。

シリコートスノーワイパーブレード 400（右用）（左用）
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

［商品番号：JPNA002371500］ 

各8,690円（各7,900円）　＜参考取付時間：0.1h＞

※（　）内は税抜価格※（　）内は税抜価格
※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。
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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）

パーキングカバー
ハードトップを外した状態で駐車する際に、車内を保護 
するためのパーキングカバー。

［商品番号：82215600］ 

52,800円（48,000円）　＜参考取付時間：0.2h＞

タイヤカバー（L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装着位置

がわかる4枚セット。

［商品番号：JPNA002081200］ 

9,900円（9,000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）

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）

※（　）内は税抜価格
※掲載写真は日本仕様と異なる場合があります。

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、折りたたみも可能。Jeepロゴ入り。

［商品番号：82208566］ 

8,800円（8,000円）

インドアカーカバー （※写真の掲載はありません） 
屋内保管用のカーカバー。ほこりや汚れからボディを守ります。

［商品番号：82216116］ 

72,600円（66,000円）　＜参考取付時間：0.2h＞


