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1963年以来、Automobili Lamborghiniはサンタガタ・ボロニェーゼの地でスポーツカーを作り
続けています。その時から、ひたむきな情熱と努力をもって、真に芸術と呼べる作品を送り出し
てきました。サンタアガタ・ボロニェーゼの地で手作業で組み立てられる自動車1台1台は、
完璧への飽くなき追求と最先端の製造技術の賜物です。当社のバリューは、単なる「クル
マづくり」を超えたものです。それらはまた、Accessori Originali製作の柱でもあります。 

卓越した品質、高度な技術、Lamborghini独特のデザインを特徴とし、細部に至
るまで細かな注意が払われています。すべてのアクセサリーは、「お客様の期
待を超える品質とサービスを提供する」という当社が掲げる究極の目標を
体現しています。 

Automobili Lamborghini Accessori Originaliならば、お客様の個性
を思う存分表現することができます。

期待を
超える
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最先端デザインと
軽量化技術から生まれる

LAMBORGHINI

スポーツ



ハイグレードのチタン合金を用いて精密に設計され、大幅な軽量化が図られています。 
Urusエキゾースト システムが、エンジンの唸り声を轟かせ、あらゆるパフォーマンスを向上させます。
完璧に仕上げられた4本のチタン製テールパイプは、高性能であるだけでなく見た目にも格別の美しさをたたえています。
このシステムは公道走行が可能な保安基準に適合しており、お車の保証が無効にならない唯一の市販エキゾーストです。

エキゾースト システム
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あらゆるコンディションで
最上級のパフォーマンスと

最大の安全性

リム
＆タイヤ



Lamborghiniのホイールリムは、サンタア
ガタ・ボロニェーゼの生産施設で設計・製造
され、 単一ピースのアルミニウムから鍛造
されます。
そうして完成するのが、高強度を実現しな
がら軽さと薄さを追求したホイールリムで
す。

リム
セット

ブレーキキャリパーは、Urusの 高性能ブレ
ーキ システムとピストンが 収められたメイ
ンハウジングです。
ブレーキをスタイリッシュに 保護するだけ
でなく、豊富な カラーバリエーションで愛
車の 細部までカスタマイズする ことができ
ます。

カラー ブレーキ
キャリパー

イエロー レッドオレンジ

シルバー グリーンブラック 

22インチ AURIGA
シャイニー ブラック 

ヴェルデ マンティスシャイニー ブラック

アランチョ アルゴス

アランチョ ボレアリス

ASTEROPE

シルバー グラファイト グレー21

TAIGETE

ダイヤモンド シャイニー ブラック

ジャッロ タウルス

ヴェルデ スキャンダル

NATH

シルバー チタンマットダイヤモンド シャイニー ブラック 

インチ

22
インチ

23
インチ
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ウィンター

21 | 22
インチ

サマー

21 | 22 | 23
インチ

スポーツ

22
インチ

オールシーズン スタッド

21
インチ

21
インチ

緻密なテストと技術追求の結果として、Lamborghiniによって承認された
OEタイヤであることは、サイドウォールにある独自の「L」マークが証明しています。 

「L」マークの付いたタイヤは、ストリートでもサーキットでも、あらゆるコンディションにおいて特別なドライビング エクスペリエンスを
約束するために設計されており、Lamborghini専用プロファイルとトレッド デザインが採用されています。 

主な特長：
• Lamborghiniの4輪駆動トランスミッション（フロント/リア ディファレンシャル）は、「L」タイヤを念頭に置いて設計されています。
• Lamborghini Active Vehicle Dynamics System（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）のベースとなる高規格タイヤの
 開発により、 ストリートでもサーキットでも、最適なパフォーマンス、優れたドライバビリティ、最大の安全性を実現しています。

サイドウォール「L」の意味 

モータースポーツの技術ノウハウに裏打ちされ、ショルダーに「L」マークが付いた
タイヤだけが、Urusに装着するのに最適なタイヤです。
下記のサイズとタイプがございます。

タイヤ 
の種類
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ウィンタータイヤ

Lamborghiniの型式認定を受けたスノーチェーンは、雪や氷などの過酷なコンディションで優れたグリップ、ハンドリング、安全性を提供します。
21インチリム用のみ。

スノーチェーン

Lamborghiniは、標準タイヤとスポーツタイヤに
加えて、パーフェクトなウィンタータイヤもご提供
しています。この特別なタイヤは、安全性に妥協
することなく、寒冷地や濡れた路面でもお車のパ
フォーマンスを最大限に発揮させることができま
す。 
22インチリムと21インチリム用。 
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自信にあふれる
力強さ

エクステリア



高品質の100%カーボンファイバー製エンジンベイは、UrusのV8エンジンを美しいドレスのように包み込みます。 
このLamborghiniクラシック アクセサリーのデザインは、Urusのアグレッシブな精神を強く主張しています。

カーボンファイバー エンジンベイ

Lamborghiniブランドの新LEDドアライトは、目を引くワンポイント アクセントです。
世界で最も特別な車に付けられるシンボリックなシールドロゴが見る人を魅了します。選ぶのはあなたです。

ドアライト
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Accessori Originaliの特別デザインによる雄牛のロゴが入った高
級なアルミ バルブキャップ セットには、塗装とレーザー彫刻が施さ
れています。

ロゴ入り
バルブキャップ

プロの職人により手作りされ、宝石がちりばめられたセンターキャップ
は、さまざまなデザイン、カラー、ロゴからお選びいただけます。お車を自
分だけのLamborghiniにカスタマイズし、ホイールリムを美しく飾ります。
Automobili Lamborghini Accessori Originaliが、カーボンファイバーの
技術革新と、本物のダイヤ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 エディションをご提案します。
新感覚ラグジュアリー。

リムバッジ

DIAMOND
リムバッジ

SINCE 1963
リムバッジ

CARBON
リムバッジ

GOLD
リムバッジ
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スポーツ サイドステップが快適性を向上し、お車へ
のアクセスをサポートするだけでなく、Urusエクステ
リアデザインの強烈なスタイリング要素になります。
Urusのエクステリアに美しくマッチするシルバースチ
ール製、カーボンファイバー製、ハイグロス（高光沢）
ブラックがございます。

スポーツ
サイドステップ

カーボンファイバー

ハイグロス ブラック

シルバー スポーツ（ステンレス製）
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どこへ行くときでも
快適を忘れない

コンフォート設計

ユーザビリティ



Lamborghini Eyeは、Urusモデルのために開発された新しいユニバーサル トラフィック レコーダーです。
2基のフルHD広角レンズが、走行中や駐車中に前後の車両を監視しながら連続録画します。 
運転中や駐車中に事故が発生した場合に大いに役立ちます。

LAMBORGHINI EYE

Urusを止められるものは何もありません。
それは、時に困ったことかもしれません。
オールシーズン フロアマットは、特に水、泥、ある
いは雪などのあらゆる状況下で、最高の保護性能
と優れた快適性を発揮します。
高くなったエッジがカーペットを保護し、取り外し
て簡単にクリーニングができるデザインになって
います。

オールシーズン
フロアマット
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カーゴ ライナーは、あらゆる状況下（雨、雪、泥）でUrusのトラン
クエリアを保護するために考えられています。セミリジッド素材
を使用したカーゴ ライナーは、Urusにぴったりフィットします。
耐久性、防水性に優れ、高くなったエッジがトランク内を保護し
ます。簡単に取り付け・取り外しでき、クリーニングしやすくなっ
ています。

カーゴ ライナー
カーゴ ストッパーは、運転中にトランク内で形や大きさの異なる荷物
がズレたり、滑ったりするのを防いでお車を保護します。

カーゴ ストッパー
丈夫で軽いアリミ製のロード アシスト トレーは、トランクルームのレール上をスライドします。
荷物の整理がしやすく、スペースを有効活用できます。
5シーター仕様車でのみご利用いただけます。

ロード アシスト トレー
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より快適なドライビングをお望みの方には、ソフトレザー クッションとカシミア100%の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。

コンフォート パック
最高品質トラベルバッグの4個セット。Urusの内装にも使用されている、カラーステッチを施した繊細なイタリア製レザーとAlcantara®製です。
スタンダードセットは、イエローまたはレッドのステッチが施されたエレガントなオールブラック レザーとAlcantara®製になります。
Ad Personamセットは、Urusの内装の色や素材、お客様のイニシャルなどから、お好みに合わせてカスタマイズできます。
ラゲッジ セットは、Urusにぴったりフィットするように設計されており、毎日使うのが楽しくなる理想のアクセサリーです。

ラゲッジ セット

グレー サンド
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このLamborghiniバッグを使えば、専用キャリアバーでスキーを運ぶ代わりに、車内に載せて快適に運ぶことができます。
4シーター仕様車以外では十分なスペースを確保できません。

スキーバッグ 

ルーフ ボックスは、荷物の多い方にも満足していただけるように考えられており、見た目の美しさにもこだわっています。デザイン、収納力、エアロ
ダイナミクスの点で高い基準を満たすように設計されました。あらゆる状況下で使用できるように、LEDライトも搭載されています。

ルーフ ボックス
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広い車内スペースがあれば、使い方の可能性も
広がります。ペットを愛するオーナーのために考
えられたアクセサリー パッケージは、最大限の安
全を確保するセーフティ ベルト、トランクルーム
への乗り降りをサポートするアクセス スロープ、リ
アシートを保護するカバーなど、お客様のあらゆ
るニーズとご期待に応えるさまざまなアイテムを
備えています。単品でも、複数の組み合わせでも
お買い求めいただけます。

ペット ケア セーフティ ベルト
· 愛犬の安全と快適を高めます。
· Automobili Lamborghini専用ロゴ入り。
· 安全性はTÜV認証済みのカラビナクリップで
 確保されています。
· エレガントで安全なデザイン。
· 4サイズ（S-M-L-XL）からお選びいただけます。

シート保護カバー
· 損傷、引っかき傷、液体、汚れから
 リアシートを守ります。
· 耐久性に優れたコットン/ポリエステル素材を
 使用。
· 防水性があり、簡単に装着できます。
· プラスチック素材ですので、クリーニングも簡
 単です。

ペット スロープ
· ペット スロープは、ペットと飼い主様のどちらもが
 快適に使えるように考慮されています。
· 持ち運びが可能で、表面には滑り止め加工が施さ
 れていますので、車内へのアクセスも簡単です。
· 組み立て済みで、すぐに使うことができます。
· 取り付けには、工具類や特別な設定は
 必要ありません。
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細部まで丁寧に
造られた車だからこそ

大切に守る必要があります。
それにはオーダーメイドの

アイテムこそが相応しい。

ケア
＆セーフティ



Automobili Lamborghiniは目に見えないフィルムを考えました。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が、Urusを納車初日から確実に保護します。

アンチ ストーン チッピング保護フィルム
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Accessori OriginaliはすべてのUrusオーナーのことを考え、大切なお車をしっかり保護できるように、伸縮性、透湿性、撥水・撥油性に優れ、UVカ
ット性能と耐火性のあるカーボン調ファブリックを使用した専用カバーをご用意しています。表面はスポーティでエレガントな印象に仕上げら
れています。屋内でも屋外でも、お車をしっかりと守りたい方にぴったりです。

カーボン調カーカバー

インターロック素材を使用した屋内用カーカバーが、Urusをしっかりと包み込みます。
スクラッチ防止加工が施された防塵性のカバーには、Lamborghiniエンブレムがあしらわれています。
屋内に長期間保管するお車を守るのにぴったりです。

屋内用カーカバー
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URUSのステアリング ホイールは、熟練した職人に
よって時間をかけて手作りされた貴重なものです。
だからこそ、車内にあるパーツでもしっかりと保護す
る必要があります。
ステアリング ホイール カバーは、Lamborghiniエン
ブレムをあしらった丈夫なストレッチ素材でできて
おり、使わない時でも愛車を大切に守りたい方に最
適なソリューションです。

ステアリング
ホイール カバー

Urusのバッテリーを保護します。
画期的な認識ソフトウェアにより、すべての
Lamborghiniモデルに対応しています。

バッテリー メン
テナー
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LAMBORGHINIへの愛を
表現する方法は
無数にあります。

Lamborghiniの純正交換部品のみを使用してください。
Lamborghiniは、純正品以外の部品やアクセサリーを使用したことに起因する破損に対し、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。
いくつかの品目の装着後に関しては、車両の標準装備と製造年によって異なります。

詳細は、お近くのLamborghini正規ディーラーまでお問い合わせください。

当社はサステナビリティ活動に真剣に取り組んでおります。本パンフレットは、
環境への負担を減らすためにデジタル形式で提供され、印刷物はほとんどございません。
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