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※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。
商品の生産の都合上、販売を終了する場合があります。※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。（WL23.02）



洗練されたスタイリッシュなエクステリアアイテムで、
魅惑的な外観を演出します。

マッドガード
タイヤがはね上げる小石や泥から
ボディを守ります。左右セット。
Jeepロゴ入り（リアのみ）。

Grand Cherokee L
フロント　商品番号: ��������AB
リア　商品番号: ��������AB

Grand Cherokee
フロント　商品番号: ��������AB
リア　商品番号: ��������AB

各��,���円（各��,���円）
＜参考取付時間：�.��h＞

サイドステップ
乗り降りが快適に。滑り止めステップ付。
左右セット。

Grand Cherokee L
ブライト/ブラック　商品番号: ��������AD
���,���円（���,���円）
ブラック　商品番号: ��������AD
���,���円（���,���円）

Grand Cherokee
ブライト/ブラック　商品番号:��������AE
���,���円（���,���円）
ブラック　商品番号: ��������AE
���,���円（���,���円）

＜各参考取付時間:�.�h＞

STYLE

ジープエンブレム
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： ��������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

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�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： JPNA��������
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

フロント リア

ブライト／ブラック

ブラック



サイドバイザー
雨天時も窓上部を開けることができ、
車内の空気循環が効果的に行えます。
フロントとリアの左右４枚セット。 
フロント（運転席側）にJeepロゴ入り。 

Grand Cherokee L　
商品番号： LJ������AA
��,���円（��,���円）

Grand Cherokee　
商品番号： LJ������AA
��,���円（��,���円）

＜各参考取付時間：�.�h＞

アルミホイール  ��インチ
�.�J×��インチ�スポーク。センターキャップ付。

商品番号： ��������AA 
���,���円（���,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

TPMSバルブ
ホイール交換時に必要なTPMSバルブ。

商品番号： ��������AA 
�,���円（�,���円）

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�点セット。

クローム 商品番号： ��������AB
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

ブラック 商品番号： ��������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

クローム

ブラック



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前席からでも取り出しやすく設計されています。

商品番号： JPNCJAKL��������
�,���円（�,���円）

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���mlペットボトル�本分の収納ボックス
としても利用可能。

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��~��mm。
※単�乾電池�本使用（別売）

商品番号: JPNA���������
��,���円（��,���円）

※写真はイメージです。

ブラック/グリーン

ブラック

ブラック/グリーン 商品番号: JPNA���������
ブラック 商品番号: JPNCJA����������

上質な空間を、さらに心地よく。
洗練されたJeep Grand Cherokeeをさらに快適な空間にする
アクセサリーをご提案します。

COMFORT

各�,���円（各�,���円）

シートベルトパッド
アースカラー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
から衣類を保護します。
�個入り。

商品番号： JPNCJAKL��������
�,���円（�,���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。ルーフ後部インテリアパネルの
�か所装着。

商品番号： JPNABU�������
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞ 

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: ��������
�,���円（�,���円）

カーゴネット
カーゴスペースにぴったりフィットする
専 用デザイン。荷 物の固 定 に便 利で
取り外しも簡単。

商品番号： ��������AA
��,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.��h＞ 



専用設計で耐久性に優れたアクセサリーは
常にあなたの愛車を快適に保ちます。

PROTECTION

オールウェザーフロアマット
水や泥、雪などから愛車のフロアを保護するフロアマット。
ラバー素材の立体的マットが高い保護性能を発揮します。
フロント・�列目マットにはJeepロゴ入り。

Grand Cherokee L
�列シート対応、�列目�枚、�列目�枚、�列目�枚の
計�枚セット。
商品番号： ��������AD
��,���円（��,���円）

Grand Cherokee
�列シート対応、�列目�枚、�列目�枚の
計�枚セット。
商品番号： ��������AD
��,���円（��,���円）

フロアマット �人乗用モデル
Grand Cherokee Lに対応。
フロント左右、�列目リア左右・センター、
�列目リアのフロアマット�枚セット。
消臭・抗菌・防汚機能付き。

商品番号： LJ������AA
��,���円（��,���円） 

フロアマット �人乗用モデル
Grand Cherokee Lに対応。
フロント左右、�列目リア左右・センター、
�列目リアのフロアマット�枚セット。
消臭・抗菌・防汚機能付き。

商品番号： LJ������AA
��,���円（��,���円）

※写真は米国仕様車



リアゲートプロテクション
ラゲッジルームへの荷物の出し入れの際に、
傷つきやすいリアバンパー上部を保護する
クリアータイプフィルム。

Grand Cherokee L
商品番号： JPNAWL������
��,���円（��,���円）

Grand Cherokee
商品番号： JPNAWL������
��,���円（��,���円）

＜各参考取付時間：�.�ｈ＞

ドアハンドルプロテクション
ドア開閉時、爪などによる擦り傷からボディを保護。
セルフヒーリング機能で、フィルムについた小さな傷は、
太陽光などの熱により自動的に修復。非変色・耐衝撃・
汚染防止機能を持つ高性能フォルムです。
クリアータイプ。

商品番号： JPNAWL������
��,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

ドアエッジプロテクション
ドア開閉時、壁などとの接触よる傷からボディを保護。
セルフヒーリング機能で、フィルムについた小さな傷は、
太陽光などの熱により自動的に修復。非変色・耐衝撃・
汚染防止機能を持つ高性能フォルムです。
クリアータイプ。

商品番号: JPNAWL������
��,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

ドアエッジプロテクションドアハンドルプロテクション

タッチスクリーン プロテクション
※����年�月発売予定
スクリーンに汚れや指紋が付きにくく、画面の
小傷防止にも役立ちます。
＜特長＞
◎防汚/乱反射/HC層により反射による映り込みを
　低減しています。
◎特殊シリコーン粘着剤を使用しており、自然にエアが
　抜け液晶画面に気泡が入りません。
◎温度によって、粘着性の変化が少ない。（-��～��℃）
◎再剥離性に優れています。

フロアマット �人乗用モデル
Grand Cherokeeに対応。
フロント左右、�列目リア左右・センターの
�枚セット。消臭・抗菌・防汚機能付き。

商品番号：LJ������AA
��,���円（��,���円） 



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。�シート分。

ブルー
商品番号： JPNCJA����������
��,���円（��,���円）

ブラック
商品番号： JPNCJA����������
��,���円（��,���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： JPNCJA����������
��,���円（��,���円）
＜参考取付時間：�.�ｈ＞

フロントサンシェード（通常タイプ）
フロントウインドウ用サンシェード。遮光率���％、難燃加工。収納袋付き。

商品番号： JPNAWL������
��,���円（��,���円）

フロントサンシェード（ドライブレコーダー対応タイプ）
ドライブレコーダーの録画を邪魔せずに設置できる
フロントウインドウ用サンシェード。 遮光率���％。難燃加工。収納袋付き。

商品番号: JPNAWL������
��,���円（��,���円）

マルチシェード
各窓に装着する�枚セットの多機能シェード。
防寒、防熱、遮光機能。吸盤取付で簡単に脱着可能。
Jeepロゴ入り。フロント（F）、リア（R）タグが付いて、
わかりやすく分納できる 収納袋付き。

商品番号： JPNAWL������
��,���円（��,���円）収納袋

ブラックブルー



カーゴマット
高級カーペット材を使用。簡単に取り外せて掃除できます。
Jeepロゴ入り。

Grand Cherokee L
商品番号： ��������AB

Grand Cherokee
商品番号： ��������AB

各��,���円（各��,���円）

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ケージ。
ファスナーによって、必要に応じて
側面を開閉することができます。
Jeepロゴ入り。

商品番号： ��������AC
��,���円（��,���円）

カーゴトレイ
柔軟で滑りにくいラバー製の耐久性にも
優れたカーゴトレイ。
Jeepロゴ入り。

Grand Cherokee L
商品番号： ��������AC
��,���円（��,���円）

Grand Cherokee
商品番号： ��������AD
��,���円（��,���円）

カーゴライナー
ソフト素材で折りたたむことができ、
�列目�列目のフロア形状に合わせて
フロア全体を保護することが可能。

Grand Cherokee L
商品番号： ��������AA
��,���円（��,���円）

Grand Cherokee
商品番号： ��������AA
��,���円（��,���円）

＜各参考取付時間：�.��h＞

※写真はGrand Cherokee

※写真はGrand Cherokee

※写真はGrand Cherokee



安全性と信頼性を追求した純正アクセサリーは、 
ドライビングシーンにさらなる安心感をもたらします。

SAFETY&MAINTENANCE

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。
駐車時のナンバープレートの盗難防止に役立ちます。
�台分�個入りセット。

商品番号： JPNCJA����������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

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。
駐車時のナンバープレートの盗難防止に役立ちます。
�台分�個入りセット。 
ロゴは�種類のデザインから選べます。

ブラック
商品番号： JPNA��������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

シルバー
商品番号： JPNAM��������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

ブラック シルバー

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: ��������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

ホイールロックナット
ホイールの 盗 難 防 止 に役 立つ、ロックナット�個とキーアダプター
�個のセット。 

商品番号： ��������
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞ 



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。

���mm（運転席側）
商品番号： JPNA���������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

���mm（助手席側）
商品番号： JPNCJA����������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

シリコートワイパーブレード
優れた払拭性能でワイパーを動かすだけで撥水性能を
発揮します。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。 

���mm（運転席側）
商品番号： JPNA���������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

���mm（助手席側）
商品番号： JPNA���������
�,���円（�,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

リバースチャイム ※����年�月発売予定
ギアがリバース（後退）ポジションに入っている事を
チャイムでお知らせします。
取付時に音色�種類、音量�段階から選択出来ます。

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�層構造の
キャビンフィルター。PM�.�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： ��������CA
�,���円（�,���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。

チャイム音はこちらで確認



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�枚セット。

商品番号： JPNA���������
�,���円（�,���円）

カーカバー
専用設計で車体にぴったりフィットするボディカバー。
紫外線、埃、大気汚染物質からボディを保護します。
屋外での使用にも対応。 

Grand Cherokee L
商品番号： ��������AA
��,���円（��,���円）

Grand Cherokee
商品番号： ��������AA
��,���円（��,���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: ��������
�,���円（�,���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EN���規格適合品。�着入り。

商品番号： ��������
�,���円（�,���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（�本分）のセット。

商品番号： JPNCJA����������
��,���円（��,���円）

※写真はGrand Cherokee L



家族や友人と楽しく過ごす休日のために。
ジープ純正アクセサリーは多彩なシーンを想定し、
優れた機能性と耐久性、そして安全性にも配慮しています。

ルーフラッククロスバー
すべてのアタッチメントを装着するためのベース。

商品番号: ��������AB
��,���円（��,���円） 
＜参考取付時間:�.�h＞

LEISURE

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： ��������AB
�,���円（�,���円）

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ます。
Jeepロゴ入りフェアリング付。 
※バスケットネットを同時にご使用ください。

商品番号： TCCAN���
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

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: TCFKM���AB
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

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: TCOES���
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞



カヌーキャリア
�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: TCCAN���
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

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: TCKAY���
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

カーゴボックス
ロック付。S～Lサイズの�サイズ。

※各種キャリアの取付けには、ベースになるルーフラッククロスバー（商品番号： ��������AB）が必要です。

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: TCINT���
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

Medium 商品番号： TCBOX���
���,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.��h＞
Mサイズ：右からのみ開閉。

Small 商品番号： TCBOX���
���,���円（���,���円） ＜参考取付時間：�.��h＞
Sサイズ：左右開閉可能。

Large 商品番号： TCBOX���
���,���円（���,���円） ＜参考取付時間：�.��h＞
Lサイズ：左右開閉可能。

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: TCS�����
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

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�セット積載可能。

商品番号: TCSUP���
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞



インカーバイシクルキャリア
車内にバイクをしっかり固定できるインカーキャリア。
大切なバイクを雨や汚れから守ります。前輪を固定
するホイールホルダー付。
※ハンドル位置の高いシティサイクルなど積載できないタイプもあります。

商品番号： JPNCJA����������
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞

アタッチャブル テント
アウトドアライフを楽しめる、約�m×約�m（日よけ
スペース約�.�m×約�.�m）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。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： ��������
���,���円（��,���円）

ボーンバー
リアゲートに取り付けることで半開き状態で
固定でき、効率的な換気が可能。車中泊の際に
あると便利なアイテムです。Willysのシルエット
を刻印。硬質ステンレス製。

商品番号: JPNA���������
��,���円（��,���円）

※写真はイメージ

カーサイドタープ
＜エアフレーム･リビングシェルター＞ 
● 独自のエアチューブ構造 
　 付属のポンプで空気を注入するだけで、強固な自立型の
　 タープが完成。素早い設営・撤収を可能にします。 
● 車とタープの一体感
　 車体とタープは複数のベルトで固定され、接合部専用の
　 カバー・シートが外気の侵入を緩和します。
 ● シーンに合わせた設置＆快適な室内
　  広く快適な室内空間は車両の横以外に後部への装着も可能。 
● 耐水圧����mm 
● 展開サイズ：高さ����mm× タテ・ヨコ����mm 
● 収納時サイズ：Ｗ��cm×Ｈ��cm×Ｄ��cm 、重量：�.�kg

【付属品】 専用収納袋、手動式エアポンプ（一式）、ペグ（��本）、 
　  ロープ（�.�m×� 本）、コネクションカバー＆シート（一式）、 
　  補修キット（パッチ、接着剤、リペアシート）、エンブレム

商品番号： JPNA��������
���,���円（���,���円）
＊ 商品画像にあるフラップ（出入口扉）部のポール及び
　ロープは撮影用小物につき付属しません。



乗る人すべてが楽しく快適にすごせるよう、
ストレスフリーなドライブを。
マルチメディア対応のアクセサリーをご用意しました。

MULTIMEDIA

フロントカメラ（単品）
商品番号： JPNA��������
��,���円（��,���円）
＜参考取付時間：�.�h＞

リアカメラ（単品）
商品番号： JPNA��������
��,���円（��,���円）
＜参考取付時間：�.�h＞ 

Jeep 純正クラウド型
ドライブレコーダー DR-SJP�
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。

フロント＋リアセット
商品番号： JPNA��������
��,���円（��,���円）　＜参考取付時間：�.�h＞

フロントカメラ（単品）
商品番号： JPNA��������
��,���円（��,���円）　＜参考取付時間：�.�h＞

Jeep 純正モニター付
ドライブレコーダー DR-SJP�
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���°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。

�.タッチパネル操作で映像の確認や設定が簡単
�.後方からの危険運転などに対応したFullHDリアカメラ
�.ドライバーアシスト機能で、視覚的に危険をお知らせ
�.駐車監視中にキュリティLEDでレンズ周りが光る

※フロントカメラ背面 オープニングイメージ

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

フロント＋リアセット
商品番号： JPNA��������
��,���円（��,���円）＜参考取付時間：�.�h＞

リアマルチメディアシステム

※ 画像はハメコミ合成です。

※�：サービスは�年間無料です。�年目以降は有償となります。�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。�年目以降、通信機能を継続する場合は使用開始から�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。

後席でさまざまなエンターテイメントが楽しめる、
モニターサイズ��.�インチのスタンドアローン・
マルチメディアプレーヤーです。
＊デジタルTVチューナーとの接続は不可。
商品番号: JPNA��������
��,���円（��,���円） ＜参考取付時間：�.�h＞
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