
ACCESSORI ORIGINALI



スポーツ / 5

期待を超えて。

1963年以来、ランボルギーニは伝説のスポーツカーをサンタガタ・ボロニェーゼの地で作り続けて
います。すべてのランボルギーニ車は、高度な技術と完璧さを求めるたゆまぬ努力を合わせ、手作
業で作られています。これらの価値は、車の生産だけではなく、特に純正アクセサリーの作成にも当
てはまります。
それぞれのアクセサリーは、優れた品質、画期的な技術、ランボルギーニ独特のデザイン、そして細
部のディテールへのこだわりが特徴です。
品質とサービスの点で、お客様のご期待を超えるというゴールは今も同じです。
Accessori Originali Automobili Lamborghini (アウトモービリ・ランボルギーニの純正アクセサリー) 
は、あなた自身の個性を大いに発揮し、あなたのランボルギーニをさらにユニークなものにしてくれ
るでしょう。
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ラグジュアリーと絶対的な 
スポーティのブレンド。



スポーツ
あなたのランボルギーニの 
ための特別なデザインと 
モータースポーツの 
テクノロジー。
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スポーツタイヤ
Pirelli は、お客様の Urus に完璧なタイヤを提供するため、長年にわたる経験を
培ってきました。
ショルダー部分に専用の「L」のマーキングがついたタイヤのみ、特別な 
Pirelli-Lamborghini プロジェクトとパートナーシップを保証します。 

トラックからロードへのモータースポーツテクノロジーの促進レー
シングワールドでのランボルギーニと Pirelli のパートナーシップ
は、モータースポーツから量産タイヤへの技術的なノウハウの
移行に欠かせません。
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レーシング 
エキゾースト システム
ハイグレードのチタン合金を使用して開発され、大幅な軽量化を目指して設計されました。
パフォーマンスが向上するにつれて、エンジンからの独特のうねりが改善されます。
4 本のチタン製テールパイプで完璧に仕上げられており、パフォーマンスに匹敵するルックです。こ
のシスムは、公道使用の基準に適合しており、保証を維持できる唯一のエキゾーストです。



エクステリア
自信にあふれる力強さ。
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リムセット
サンタガタ・ボロニェーゼの製造設備で設計、製造された 

ランボルギーニのリムは、一枚のアルミニウムから完璧に 
鍛造されています。薄く、強度の高い超軽量リムが 

できあがりました。

NATH

ダイアモンド シャイニーブラック 
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シルバー 

シャイニーブラック 

チタンマット

チタンマット
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ダイアモンド シャイニーブラック

シャイニーブラック
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スポーツ サイドステップ
スポーツ サイドステップにより、快適性が向上し、車へのアクセスがしやすくなります。
また、Urus のデザインに力強いスタイル要素を加えます。

キャリパー

レッド 

ブラック 

シルバー 

イエロー

グリーン オレンジ

ホイール センター キャップ
様々なデザイン、カラー、ロゴから選ばれたセンターキャップは、プロの職人により手作
りの宝石がちりばめられ、Urus をユニークなものにし、ホイールリムをさらに魅力的
なものにするでしょう。また、高級感を感じさせるため、アウトモービリ・ランボルギ
ーニのAccessori Originaliでは、カーボンファイバーの技術革新と、本物のダイ
アモンドにしか出せない高級感を組み合わせたリミテッドエディションを提
案します。

ロゴ入りバルブキャップ
Accessori Originali により特別に設計された、この
雄牛のロゴが入ったアルミニウムバルブキャップ
の素晴らしいセットは、塗装され、レーザーで彫
られています。



インテリア
ランボルギーニのインテリアはユニークな
材料から作られています。それは情熱です。
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カーゴ ライナー 
およびカーゴ ストッパー
半硬質化合物でできたカーゴ ライナーは、耐久性、耐水性に優れ、ラゲッジ コン
パートメントの内装を保護するため、エッジが高くなっています。カーゴ ストッ
パーは、輸送中に荷物が動かないようにする役割を完璧に果たします。

リチャージャブル フラッシュライト 
12V のパワーポート使用して充電可能な、パワフルなフラッシュライト。
ランボルギーニにはそのすべてのディテールを照らす価値があるのです。 



ユーサビリティ
ランボルギーニのドライバーの血液は 
燃料です。そしてハートには大きな情熱。
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ロード アシスト トレー
頑丈でありながら軽量であるアルミニウム製ロード アシスト トレー
は、ラゲッジ コンパートメントのレールに直接スライドし、荷物を
管理しやすくし、後部スペースを最適化することができます。
5 シーターモデルでのみご利用いただけます。

ラゲッジ セット
最高品質のトラベルバッグの 4 個セット。カラーステッチ

を施したすばらしいイタリア製レザーと、Urus の内装に使用
されている Alcantara 製です。

標準セットは、エレガントなオールブラック レザーと黄色のステッ
チを施した Alcantara を使用しています。 

Ad Personamセットは、内装カラーと素材レンジからお好きなものを
選んでフルカスタマイズが可能です。

ラゲッジセットは、ラゲッジコンパートメントに完璧にフィットするように設
計されており、毎日の使用に理想的なアクセサリーです。 

コンフォートパック
より快適なドライビングをお望みの方のため、ソフトレザー クッションと 100% カシミ
ア製ブランケットをご用意しております。
コンフォートパックは、様々なカラーコンビネーションからお選びいただけます。
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ペット ケア 
ペットを愛する方のために、このアクセサリーパッケージが誕生しました。単独で
もお求めいただけ、様々なバリアントもご用意しております。あらゆるニーズを
満たすことができるよう、安全ベルト、ラゲッジコンパートメントの簡単にア
クセスできるスロープ、シートの摩耗を防ぐリアシートカバーなどのアイ
テムがデザインされました。 

スキーバッグ
このブランドバッグを使えば、キャビンのように快適にスキーを運ぶことができま
す。しっかりと固定するため、4シーターモデルにご使用ください。
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タイヤ
標準タイヤやスポーツタイヤに加え、Pirelli は、お客様のランボルギーニに完璧な冬タイヤを提供するため、長年にわたる経験を培ってき
ました。
寒い天気や、ぬれた路上では、これらの特殊なタイヤはお客様の車のパフォーマンスを最大限に引き出します。 

「L」マーク付きタイヤの重要事項
Pirelli OE タイヤは、ランボルギーニによる承認済みタイヤ、およびランボルギーニにより規格に適合したタイヤとなります。 
側壁に書かれたユニークな「L」の文字で簡単に認識することができます。 

「L」の文字がつけられたタイヤは、18か月以上にわたってランボルギーニと Pirelli の技術的な共同作業やテストが行
われ、集められた結果です。
Pirelli の「L」の文字がつけられたタイヤは、ランボルギーニ専用のプロファイルとトレッドデザインを採用してお
り、次のような特徴があります。

• フロントタイヤとリアタイヤの正しい寸法の許容範囲、したがって、ランボルギーニ四輪駆動トランスミッ
ションの適切な作動 (フロントおよびリアディファレンシャル)。

• Pirelli タイヤでのランボルギーニ・アクティブ・ビークル・ダイナミクス・システムの開発による、路上
でもレーストラック上でも車の最高のパフォーマンス、優れたドライバビリティ、最高の安全性。

「L」マークがつけられた Pirelli タイヤは、お客様の車のパフォーマンスを向上させる目的で
設計されたタイヤにすぎませんが、一方で路上でもレーストラック上でもユニークなドラ
イビングエクスペリエンスを約束しています。



ケア & セーフティ
細心の注意を払って製造された車には保護
する 価値があります。
これらには専用に作られたアイテムがぴっ
たりです。
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アンチ ストーン チッピング保護
フィルム 
アウトモービリ・ランボルギーニは、目に見えないフィ
ルムを設計しました。工場で直接貼り付けられ、すべ
てのモデル、仕様、仕上げ、バージョンで使用可能
なこのフィルムは、Urus を納車初日から確実に
保護します。

緊急および 
救急キット 

特別に設計され、持ち運びしやすいこのキットには、緊
急時に必要なものがすべて含まれています。

エコフレンドリー カー ケア キット 
このセットには、次の環境に適切に配慮した製品が含まれます。 
エクステリア ウォッシュ & ワックス、マット表面洗浄剤、レザー & 
Alcantara ディテイラー、タイヤつや出し剤。便利なパッケージ、手
袋、ソフトタオルがキットに含まれます。

バッテリーメンテナー 
Urus のバッテリーを節約します。革新的な識別ソフトウェアにより、 

ランボルギーニのあらゆるモデルにも対応します。



ランボルギーニの純正交換部品のみを使用してください。
ランボルギーニは、他の部品やアクセサリーを使用したことが原因の破損に対し、一切責任を負わないものとします。

国によっては、一部の交換部品やアクセサリーが許可されていない、あるいはご用意できない場合がありますので注意してください。
いくつかの品目の据え付け後に関しては、車両の標準装備と製造年によって異なります。

ランボルギーニに対する愛情を
表現するのに制限はありません。

詳細は、お客様のランボルギーニのディーラーにご連絡ください。


