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Alloy wheels

純正だからこそ、このデザイン。アロイ・ホイールの卓越したスタイリングは、
あなたの BMW に完璧な調和を果たします。

Alloy wheels

BMW M Performance

スタースポーク・スタイリング 749M
バイカラー（ジェット・ブラック）
※鍛造製
• ホイール単体 9.5J × 22（フロント）
3611 6883 767 ¥171,600（¥156,000）
• ホイール単体 10.5J × 22（リヤ）
3611 6883 768 ¥189,200（¥172,000）
• センター・キャップ
3613 6850 834 ¥3,256（¥2,960）
• エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

BMW M Performance

スタースポーク・スタイリング 748M
マット・ブラック
• ホイール単体 9J × 20（フロント）
3611 6883 765 ¥128,700（¥117,000）
• ホイール単体 10.5J × 20（リヤ）
3611 6883 766 ¥140,800（¥128,000）
• センター・キャップ
3613 6850 834 ¥3,256（¥2,960）
• エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

M ライト・アロイ・ホイール・
ダブルスポーク・スタイリング 742M
• ホイール単体 9.5J × 22（フロント）
3611 8090 013 ¥159,500（¥145,000）
• ホイール単体 10.5J × 22（リヤ）
3611 8090 014 ¥174,900（¥159,000）
• センター・キャップ
3613 6850 834 ¥3,256（¥2,960）
• エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）
※スノー・チェーン装着不可

※スノー・チェーン装着不可

※スノー・チェーン装着不可

M ライト・アロイ・ホイール
Ｙスポーク・スタイリング 741M
• ホイール単体 9.5J × 21（フロント）
3611 8071 998 ¥162,800（¥148,000）
• ホイール単体 10.5J × 21（リヤ）
3611 8071 999 ¥179,300（¥163,000）
• センター・キャップ
3613 6850 834 ¥3,256（¥2,960）
• エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

M ライト・アロイ・ホイール・
スタースポーク・スタイリング 740M
• ホイール単体 9J × 20（フロント）
3611 8071 996 ¥140,800（¥128,000）
• ホイール単体 10.5J × 20（リヤ）
3611 8071 997 ¥155,100（¥141,000）
• センター・キャップ
3613 6850 834 ¥3,256（¥2,960）
• エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

※スノー・チェーン装着不可

※スノー・チェーン装着不可

V スポーク・スタイリング 734
※対象車両：M スポーツ・ブレーキ非装備車
• ホイール単体 9J × 19（フロント／リヤ）
3611 6880 685 ¥93,720（¥85,200）
• センター・キャップ
3613 6850 834 ¥3,256（¥2,960）
• エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

※写真の M スポーツ・ブレーキ（ブルー）は、モデルにより装備の設定が異なります。

最高の性能とデザインを追求した BMW 純正アロイ・ホイールと承認タイヤ
● タイヤの記号と数字の見方は次のとおりです。

225 ：タイヤの断面幅を mm で表しています。
45 ：タイヤの高さを幅で割った偏平率をパーセントで表しています。
R ：タイヤの構造を表す記号。R は「ラジアル」です。
17 ：ホイールのリム径をインチで表しています。
W ：タイヤの走行可能速度を表す記号。
。
（W は 270km/h 以下、Y は 300km/h 以下、ZR は 240km/h 以上）
● ホイールの記号と数字の見方は次のとおりです。

8 ：リム幅（インチ）を表しています。
J ：フランジの形を表す記号です。
17 ：リムの直径（インチ）を表しています。

● 足周り関連の記号と数字について
タイヤの側面にはタイヤサイズや性能を表す記号が表示されています。

BMW 純正アロイ・ホイールは、その美しいデザインが、あなたの BMW にさらなる洗練を与えるだけでなく、お客様がドライビングを安全に愉しめるように、全てのホイー
ルは高度な設計工程を経て、想定されるあらゆる状況下でのパフォーマンスや耐久性に関するテストが施され、合格したものだけが選ばれます。

例）225/45 R17 91W
● タイヤ／ホイールは BMW 社がテストして推奨した組合せをご使用ください。BMW 推
奨のタイヤ／ホイールについては、最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせく
ださい。
● センター・キャップおよびエア・バルブの価格は 1 個分です。車両 1 台分の場合、それぞ
れ 4 個必要となります。
● ホイール単体をご購入の場合、別途タイヤ／ホイール脱着、組み替え工賃および、バ
ランス・ウェイト、エア・バルブ等の部品が別途必要となります。
● BMW 車各シリーズ共通商品名のアロイ・ホイールにおいて、一部共通写真を掲載して
おり、ホイール・サイズ、リム形状等が実際の商品と細部で異なる場合があります。

また、BMW 独自の高い性能レベルをクリアした承認タイヤには、その証であ
る★（スター）マークが与えられています。

BMW 承認タイヤは、厳しい路面状況でも安全に、快適に目的地まで移動でき
るという性能だけでなく、お客様が BMW でドライビングの愉しみを感じるこ
とに最も適しているという特徴が備わっています。研ぎ澄まされた感覚を持
つ、BMW テスト・ドライバーによってテストされ、BMW の厳しい品質基準に
適合すると認定されたタイヤだけが、タイヤの側面に★（スター）マークを付
ける事が許されているのです。
RSC（ランフラット・システム・コンポーネントを表します）の文字が表示され
たランフラット・テクノロジーを採用したタイヤは耐久性の高いラバーででき
た強化サイドウォールを持っていて、たとえ完全に空気が抜けてしまっても形
状を保持して、時速約 80km/h までの速度で約 80km（中程度の積載状態での
可能な走行距離）※までの走行が可能です。
※走行可能距離は乗員数 / 積載状況により異なります。詳細につきましては、オー
ナーズ・ハンドブック（取扱説明書）をご参照いただくか、最寄りの BMW 正規
ディーラーにお問い合わせください。

これら BMW 純正アロイ・ホイールと BMW 承認タイヤの組み合わせが、洗練さ
れたスタイリング、ダイナミズムや乗り心地、そして安全性の全てが高い次元で
融合し、ドライバーズ・カーとしての BMW をゆるぎないものとするのです。
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※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。

ランフラット・タイヤ非装着車

ランフラット・タイヤ装着車

※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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Interior accessories

Alloy wheels / Exterior accessories

ホイール・ロック・セット
3613 2453 961 ¥9,416（¥8,560）
アダプター・タイプ。
盗難防止用ホイール・ボルトは特殊な形状をしており
専用アダプターを使わなければホイールを外せません。
マックガード社製。

BMW フローティング・センター・キャップ・セット
3612 2455 268 ¥19,580（¥17,800）
取付作業参考時間：約 35 分（1 台分 4 個交換時）
センター・キャップの BMW ロゴが、
走行中ホイールと共に回転せず、水平の位置を保ちます。
タイヤ／アロイ・ホイール交換時、または
タイヤ／アロイ・ホイールを取り外して取り付けます。
1 台分 4 個セット。

コンフォート・スノーチェーン
265/50R19 用 3611 2407 484 ¥116,600（¥106,000）
すばやく簡単に着脱可能なスノー・チェーンです。
※デザインは写真と異なる場合があります。

自分自身の空間を創造する BMW 純正インテリア。

マイクロ USB アダプター

USB アダプター iPod / iPhone

※対象車両：USB Type-A ポート装備車

※対象車両：USB Type-A ポート装備車

6112 2336 423 ¥4,070（¥3,700）

Dock コネクター用
6112 2220 019
ライトニング・コネクター用 6112 2354 478

マイクロ USB 接続のスマートフォンや MP3 プレーヤーなどの
充電と音楽トラックの再生をサポートします。

¥4,070（¥3,700）
¥6,886（¥6,260）

iPod ／ iPhone の充電と音楽トラックの再生をサポートします。

USB アダプター iPod / iPhone とマイクロ USB アダプターは、車両の USB オーディオ・インターフェイスへ接続して使用します。
金属製の堅固なコネクターに BMW ワードマーク入り、センター・コンソールなどで使いやすい長さと、オーディオとの接続に最適な電気特性を持たせた仕様。
お車の中だけでなく、パーソナル・コンピューターとの接続等でもお使いいただける、高品質な USB アダプターです。

※スチール・ホイールには装着できません。
※雪や雨などの気象条件下では機能しない場合があります。
※機能の関係上、走行中に一時的に回転してしまう場合があります。
※標準のセンター・キャップより数ミリ突き出ます。

※ Dock コネクター：iPod / iPhone 4/4S 用、ライトニング・コネクター：iPhone 5 以降用
※ iPod / iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

※各種アダプターは、スマートフォンなどのソフトウェア（iOS など）のバージョンと各車両のオプション装備によって利用できる機能が異なる場合がございます。
詳細に関しましては最寄の BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

BMW エア・バルブ・キャップ
3612 2462 383
BMW ロゴ（ブラック）

各 ¥4,180（¥3,800）
3612 2462 384
BMW M ロゴ（ブラック）

3612 2447 139
BMW ロゴ

3612 2447 140
BMW ワードマーク

3612 2447 141
BMW M ロゴ

小さなアクセントが大きな違いを生みます。1 セット 4 個入り。
素材：ABS 樹脂／エチレンプロピレン・ゴム（EPDM）
、ポリウレタン製ロゴ

BMW 充電式 LED ライト
6331 2410 071 ¥5,060（¥4,600）
※対象車両：12V 電源ソケット装備車
（モデルにより装着できない場合がございます）

Exterior accessories

ドア・ハンドル・プロテクション
5191 2239 439 ¥8,030（¥7,300）

これこそ究極のダイナミズム。風洞実験をもとに開発した BMW エクステリア・
パーツは、空力特性とスポーティなデザインとが、見事に融合しています。

取付作業参考時間：約 30 分

ドア・エッジ・プロテクション
5191 2472 533 ¥8,030（¥7,300）
取付作業参考時間：約 30 分

フロント／リヤの左右ドア 1 台分の 4 枚セット。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。
実物とは細部が異なる場合がございます。

フロント／リヤの左右ドア 1 台分の 4 枚セット。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。
実物とは細部が異なる場合がございます。

サイズ（mm）
：長さ 約 49.5、直径 約 20.5
使用電池：専用ニッケル水素充電池（4X 20H Ni-MH）
ヘッド部を回して点灯、反対に回して消灯します。
BMW ワードマーク入り。
テール部から 12V 電源ソケットに差し込んで充電してください。
充電中はヘッド部が青く点灯し、充電が完了すると消灯します。

ダブル・パワー
6590 2462 292 ¥10,560（¥9,600）
※対象車両：12V 電源ソケット装備車（モデルにより装着できない場合がございます）
クルマの 12V 電源ソケットから AC 電源（ノート・パソコン電源や携帯電話の充電等に利用）と
USB 電源（デジタル・オーディオへの電源供給等に利用）を取り出すことができます。保護回路付。
※運転中のご使用は危険ですので絶対に避けてください。
※ USB 端子はデータ転送、ハブ機能などには利用できません。
※使用する USB 機器の仕様によっては電源供給できない場合があります。

• ドア・ハンドルおよびドア・エッジの傷つきやすい部分を保護します。
• クリア（透明）なポリウレタン素材のフィルムで、表面に特殊コーティングを施してあります。
※写真は貼付箇所を強調していますが、実際のカラーは車両になじむ透明です。
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※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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Interior accessories

上質な香りでリラックス・ドライブ "BMW アロマ・ディフューザー "

BMW ナノイー発生機
Panasonic 製／ F-C100-K 8227 2445 891 ¥14,300（¥13,000）
※対象車両：12V 電源ソケット装備車（モデルにより装着できない場合がございます）
取付作業参考時間：約 5 分
菌 *1、カビ *2、花粉／ダニ *3 を抑制。
付着した PM2.5 などに含まれる芳香族カルボン酸 *4、アルカンを分解。
付着したニオイ *5 を分解。
デバイス交換不要、タイマー機能付。
カップ・ホルダーへの設置（粘着ジェルによる半固定可能）
。

アッシュ・トレイ
5145 2358 095 ¥4,730（¥4,300）
車両のカップ・ホルダーに取り付ける、プッシュ・ボタン・タイプの灰皿です。
ふたの内側の LED は周囲が暗くなると点灯します。
BMW ワードマーク入り。
※ 車から離れる際は、火気の取り扱いに十分注意するために、
アッシュ・トレイも必ず車外に持ち出してください。

*1 *4：6 畳、*2 *3 *5：5.5 畳空間での効果（実使用空間での実証効果ではありません）
※実際の効果は使用環境・使用方法によって異なります。本商品は医療機器ではありません。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

BMW アロマ・ディフューザー

各 ¥4,026（¥3,660）
構成部品：ディフューザー 1 個
エッセンシャル・オイル（5ml）1 個
オイル・パッド

※対象車両：12V 電源ソケット装備車
（モデルにより装着できない場合がございます）

メガネ・ケース
5116 0422 717 ¥5,500（¥5,000）

5 つの香りから選べる、エッセンシャル・オイル。
電源ソケットを使用し、車内でリラックス・アロマを楽しめる
小型ディフューザー。

手の届きやすいサンバイザーやグラブ・ハンドルなどに
簡単に取り付けられます。
BMW ワードマーク入り。
※「高温」にご注意ください。メガネの変形や劣化の原因となる
ため、炎天下の車内へ置かないでください。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

本革を使用した本体は、落ち着いた BMW のインテリアにも馴染み、
上質な車内アクセサリー・アイテムとしてお使いいただけます。
また、補充用エッセンシャル・オイルもございます。

レザー・キー・ケース 各 ¥5,280（¥4,800）
8229 2344 033 ブラック（写真 右）
8229 2408 818 サドル・ブラウン（写真 左）
8229 2408 819 モカ（写真 中）
リモート・コントロール・キーを傷、汚れ、濡れから防ぎます。
※実物とは色味が若干異なる場合があります。

キー・ケース xLine
8229 2355 521 ¥5,280（¥4,800）
大きい「X」のステッチがスポーティーな印象を与える、
ファイン・レザーのキー・ケース。
キーはメタル・バックルを使用して回り、
ケースから簡単に出し入れできます。

※写真のベース車両は X5 とは異なります。
※車両から離れる場合や使用しない場合には、安全のため、
アロマ・ディフューザーを電源ソケットから外してください。

8227 2468 261
オレンジ・グレープフルーツ
（カンキツ系）
フルーティーでかすかな甘さが漂う、
なじみやすい香り

8227 2468 262
ピュア・ミント
（ミント系）
爽快な清涼感にあふれる、
クリアーでシャープな香り

8227 2468 263
ゼラニウム・ラベンダー
（フラワー系）

8227 2468 264
レモングラス・サンダルウッド
（ハーブ＋ウッド系）

8227 2468 272
メディテーション
（ハーブ＋ウッド系）

軽やかに香る花のように、心地よい
グリーン・フローラル・ハーブの香り

感覚を心地よく刺激する、
オリエンタルな趣きのある香り

ハーブ、ウッド、スパイスをミックス
した、精神を深く落ち着かせる香り

8227 2468 275
ゼラニウム・ラベンダー

8227 2468 276
レモングラス・サンダルウッド

8227 2468 277
メディテーション

エッセンシャル・オイル（補充用） 各 ¥1,760（¥1,600）

8227 2468 273
オレンジ・グレープフルーツ

8227 2468 274
ピュア・ミント

ディスプレイ・キー・ケース
8229 2365 436 ¥12,100（¥11,000）

アンブレラ／ライト付（ケース付）車載搭載セット
5147 2153 353 ¥15,730（¥14,300）

フロント・ウインドー・サンシェード
5195 2450 542 ¥6,820（¥6,200）

※対象車両：BMW ディスプレイ・キー装備車
BMW ディスプレイ・キーを保護する
ナッパ・レザーのキー・ケース。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。
ディスプレイ・キーのデザイン等、詳細は実物とは
異なる場合があります。

自動開閉ワンタッチ式の折りたたみ式アンブレラと
車載搭載専用ケースのセットです。
グリップの先に LED ライト（3V リチウム電池 CR2032 × 3 個
使用）がついていて、取り外しが可能です。
リヤ／センター・コンソールのサイド・トリム付近に
取り付けできます。
（取り付け位置は車両によって異なります）

• フロント・ウインドーに簡単に取り付けが可能です。
窓枠部分にワイヤーで固定するか、サンバイザーを使用して
固定します。
• 紫外線を約 90% 以上カット、
ポリエステル 100% シルバー撥水コーティング
• 防炎（難燃）加工、収納袋付
※炎天下のご使用でワイヤー部分が高温になる可能性が
あります。取り外し時にはご注意ください。
※本製品はワイヤー・スプリング機能により収納され、
取り出し時に瞬時にパッと広がりますので、
顔や体より離して広げてください。
特に小さなお子様にはご注意ください。

※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。
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※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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Interior accessories

フロア・マット・セット " ベロア "
フロント／リヤ・シート用 各 ¥35,310（¥32,100）
5147 9483 858 アンソラジット
5147 9483 859 モカ
サード・ロー・シート（3 列目シート）用
各 ¥14,850（¥13,500）
5147 9483 860 アンソラジット
5147 9483 861 モカ
※写真はアンソラジットです。
写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

オール・ウェザー・フロア・マット ブラック

BMW ロゴ

BMW ワードマーク

M ロゴ

xDrive ロゴ

フロア・マット・セット " シャギー "

ブラック
フロント／リヤ・シート用
5147 2472 481 ¥45,650（¥41,500）
サード・ロー・シート（3 列目シート）用
滑り止め加工を施した耐久性のあるオール・ウェザー・マットは、 5147 2472 526 ¥13,200（¥12,000）

フロント・セット
5147 2458 553 ¥12,980（¥11,800）
リヤ・セット
5147 2458 552 ¥9,394（¥8,540）

足元にフィットし、汚れや水分から室内を保護します。
密度の高い最高級シャギー調カーペット。
※写真は左ハンドル車用です。
耐久性に優れた難燃性ナイロン 100% フィラメント糸を使用。
右ハンドル車用は、デザインが実物とは異なる場合があります。 毛足の長さ：約 15mm
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。
また、デザインが実物とは異なる場合があります。

M Performance ロゴ

BMW LED ドア・プロジェクター
6331 2414 105 ¥17,820（¥16,200）
※ドア・エントランス・ライト装備車のみ取り付け可能です。
※ BMW M Performance ロゴは、6331 2414 105 の構成部品には含まれておりません。
取付作業参考時間：約 15 分（左右同時交換時）※モデルおよび車両の仕様により、掲載時間より取り付けに時間がかかる場合があります。
構成部品：プロジェクター：2 個（左右ドア 1 セット分、前後左右のドアに取り付ける場合は 2 セット必要）
スライド・フィルム：4 種類 - ｢BMW ロゴ ｣、｢BMW ワードマーク｣、
「M ロゴ」
、
「xDrive ロゴ」
※ご購入時には ｢BMW ロゴ ｣ のスライド・フィルムがプロジェクターに装着されています。
※スライドの投影は 1 種類のみ可能です。スライド・フィルムを交換することでグラフィックを変更することができます。
※取り付けの際、車両の仕様により一部加工および加工代が必要な場合があります。
※スライド・フィルムの交換は、最寄りの BMW 正規ディーラーにお申し付けください。また交換時に工賃が別途必要となる場合があります。
ドア・エントランス・ライト（乗降補助ライト）に取り付けます。
ドアを開くと自動的にドア・エントランス・ライトが点灯し、グラフィックが路面に一緒に投影され、路面照明として機能します。
プロジェクターの先のスライド・フィルムを交換することで 4 種類のグラフィックを楽しむことができ、
グラフィック投影により人目を惹きつけ、車両をより個性的に演出。
運転だけでなく、BMW に乗り降りするところまで特別な体験にしてくれます。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

BMW LED ドア・プロジェクター 交換用スライド

フロア・マット・セット " サキソニー・ロイヤル "

フロア・マット・セット " サキソニー・ロイヤル "

M フロア・マット・セット

グレー・アンド・ブラック
フロント／リヤ・シート用
5147 2472 479 ¥45,650（¥41,500）
サード・ロー・シート（3 列目シート）用
5147 2472 524 ¥13,200（¥12,000）

ベージュ・アンド・ブラウン
フロント／リヤ・シート用
5147 2472 480 ¥45,650（¥41,500）

フロント／リヤ・シート用
5147 2472 482 ¥45,650（¥41,500）
サード・ロー・シート（3 列目シート）用
5147 2472 527 ¥13,200（¥12,000）

サード・ロー・シート（3 列目シート）用
5147 2472 525 ¥13,200（¥12,000）

密度の高い最高級のロングパイル・サキソニー調カーペット。耐久性に優れた BCF ナイロン 100% フィラメント糸を使用。
毛足の長さ：約 17mm
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。また、デザインが実物とは異なる場合があります。

ブラック（5212 2339 140）

BMW ロゴ

6331 2413 538

¥3,696（¥3,360）

BMW M ロゴ

6331 2413 539

¥2,970（¥2,700）

M Performance ロゴ

6331 2456 413

¥4,686（¥4,260）

ブラックとグレーの格子柄のシックなフロアマット。
シンプルなデザインながら、スポーティな印象をあたえます。
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。
また、デザインが実物とは異なる場合があります。

ブラック／レッド

ブラック（5212 2303 033）

シート・バック・ストレージ・ポケット
¥22,770（¥20,700） 5212 2339 140 ブラック
各 ¥16,610（¥15,100） 5212 2303 033 ブラック
5212 2219 889 ブラック／レッド
フロント・シートの運転席／助手席のヘッドレストを使用し、バック・レストにワンタッチで装着できます。折りたたむこともでき、持ち運びも簡単。
耐久性があり、お手入れも簡単な素材を使用しています。ジッパーで開口でき、取り出しが楽で収納に便利です。BMW のワードマーク入り。
ブラック（5212 2339 140）は、高級本皮と高級精密構造ポリエステル繊維の贅沢な材料の組合せにより、極めて高級感あふれるデザインが施されています。
メタル製の BMW ワードマーク付。

シート・バック・ストレージ・ポケット
ブラック 5212 0410 752 ¥13,090（¥11,900）
雑誌／スナック／小物／ドリンク・ボトル等を
様々な形のポケットに収納することができます。
また、バック・レスト部を汚れから防ぐことができます。
使用しない場合には、付属のバッグに収納できます。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

シート・バック・ストレージ・ポケット
5212 2406 212 ¥13,200（¥12,000）
折りたたみ可能で頑丈なポリエステル繊維製。BMW ワードマーク入り。
ブラックとグレーが基調で、ジッパーとアクセントがブルー。
ブルーのアクセント付き黒の幅広のゴムカバーには、物を差し込んだり掛けたりすることができます。
仕様：上段‐ボトル・ホルダー× 1、ポケット× 2
中段‐ファスナー・ポケット× 1、メッシュ・ポケット× 1
下段‐ファスナー・ポケット× 1
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

※シート・バック・ストレージ・ポケットは、ヘッドレスト・ポールが後席から見えていないシートや、リヤ・シート・エンターテインメント・プロフェッショナル装備車には
取り付けできません。

※シート・バック・ストレージ・ポケットは、ヘッドレスト・ポールが後席から見えていないシートや、リヤ・シート・エンターテインメント・プロフェッショナル装備車には
取り付けできません。
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※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。
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Interior accessories

ロング・ドライブにぴったりな、機能的で使いやすい " トラベル & コンフォート・システム "。

トラベル & コンフォート・システムのベース・キャリアに、それぞれのアイテムを差し込み取り付けます。

ホールディング・テーブル
5195 2449 252 ¥16,830（¥15,300）

コート・ハンガー
5195 2449 251 ¥11,110（¥10,100）

ユニバーサル・フック
5195 2449 253 ¥4,796（¥4,360）

後部座席の同乗者が物を置ける便利なスペースとなり、
傾きや高さは調節可能です。
折り畳み式カップ・ホルダーも付いています。
※使用しない場合は、折り畳んでください。
※写真のマグは含まれません。

折り目をつけることなく衣類を掛けることができます。
ハンガー部分は取り外し可能で、衣類をハンガーに掛けたまま
車外へ持ち運ぶことも可能です。

軽量のショッピング・バッグやハンガー等を掛けるのに
便利です。

※写真のベース車両は X5 とは異なります。

タブレット・ケース + タブレット・ホルダー
装着例

トラベル & コンフォート・システム
ベース・キャリア 5195 2183 852 ¥3,850（¥3,500）
※ヘッドレスト・ポールが後席から見えていないシートや、
リヤ・シート・エンターテインメント・プロフェッショナル装備車には取り付けできません。
フロント・シートのヘッドレスト・ポールに専用のベース・キャリアを取り付け、
ベース・キャリアにホールディング・テーブル、コート・ハンガー、ユニバーサル・フック、タブレット・ホルダーを
それぞれ差し込み取り付けます。ワンタッチで脱着できます。
※安全のため、走行中は脱着作業を行わないでください。
また取り付けた後は、必ずヘッドレスト・ロッドの一番低い位置に移動させてください。
ベース・キャリア

※写真のベース車両は X5 とは異なります。

タブレット・ケース
各 ¥6,930（¥6,300）
5195 2420 906 iPad Air 2 用
5195 2446 882 iPad Pro 9.7 インチ用
5195 2458 832 iPad 5/6 9.7 インチ用
5195 2458 988 iPad Pro 10.5 インチ用
5195 2420 907 GALAXY Tab S2 用
5195 2449 295 GALAXY Tab A 9.7 インチ用
¥6,160（¥5,600）
5195 2420 910 iPad mini 4 用
エア・クッションの役割をするシリコン 100% のカバーと
ディスプレイ保護フィルムが、タブレットを二重に保護します。
BMW ワードマーク入り。
※ 車両に装着してご使用になる場合は、別売の
タブレット・ホルダー（5195 2408 224）をご購入ください。

※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

タブレット・ホルダー

タブレット・ホルダー
5195 2408 224 ¥18,370（¥16,700）
左記のタブレット・ケースを装着したタブレットを
ホルダーにはめて車内で使用します。
様々なタブレットに合わせてサイズを設定できます。
簡単に脱着できるため、タブレットの持ち運びに便利です。
360 度回転式、向きや傾斜角度の調節が可能です。
※車両に装着してご使用になる場合は、
別売の左記 タブレット・ケースをご購入ください。
※タブレット・ケースを取り付けない場合は、
使用しないでください。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

タブレット・ホルダー（ケース／ホルダー 一体型）
¥30,800（¥28,000）
5195 2360 373 iPad 第 2,3,4 世代用
¥24,090（¥21,900）
5195 2285 316 GALAXY Tab 3,4 用
¥20,790（¥18,900）
5195 2349 511 iPad mini 1,2,3 用
タブレット・ケース一体型のホルダーです
（タブレット・ケースとホルダーは固定式で外れません）
。
ディスプレイ保護フィルム付。
360 度回転式、向きや傾斜角度の調節が可能です。
付属のラバー・スタンドを取り付けていただくことで、
車外でもご使用いただけます（写真 右側）
。

※ 写真のベース車両は X5 とは異なります。
※ iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

ユニバーサル・リヤ・シート・カバー

BMW 車検証ケース

※ヘッドレスト・ポールが後席から見えていないシートや、
リヤ・シート・エンターテインメント・プロフェッショナル装備車には
取り付けできません。
サイド・ドア・カバー無し 5230 2220 492 ¥16,610（¥15,100）

サイズ（mm）
：約 185 × 235（W × H）
素材：ポリウレタン／ PU レザー（合成皮革）／ PVC（ポリ塩化ビニール）／ゴム・バンド
カラー：ブラック

特別な荷物やペットなどを載せる際、汚れや傷から後部座席を守ります。
装着はヘッドレストに掛けるだけです。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。
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※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。

0140 2457 722 ¥1,650（¥1,500）

表面は汚れにくい PU レザーを使用し、BMW ロゴの刻印付。
マニュアル／説明書等をゴム・バンドでホールドし、車載書類をスマートに収納できます。
車検証を収納する透明のビニールは本体一体型で、A5 サイズの自賠責保険証も収納可能。
名刺用ポケットも 3 つ付いています。

※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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コンパクト・ボディで確かな録画能力。

カー・ライフの予期せぬ状況を自動的に記録。

もしもの状況を映像と音で記録するという基本機能はもちろん、安全運転の意識を高め省エネにも貢献。

操作は、お手持ちのスマートフォン（iOS / Android）に専用アプリケーション「Advanced Car Eye 2.0 App」
（無料）をダウンロードして行います。

クルマを離れても安心をサポートする［駐車監視機能］も搭載。

フル HD ワイド・アングル・カメラがレーダー・センサーと G センサーを利用して、予期せぬさまざまな状況を自動的に記録します。
また内蔵の GPS により正確な車両の位置特定が可能です。さらに駐車監視モードにより、車を離れていても監視／記録します。

BMW ドライブレコーダー（フロント・カメラ）
Pioneer 製
6590 2468 759 ¥33,770（¥30,700）

BMW ドライブレコーダー Advanced Car Eye 2（フロント・カメラ／リヤ・カメラ・セット）
6621 2466 960 ¥63,140（¥57,400） ※フロント・カメラ、リヤ・カメラ 単品の販売はございません。

取付作業参考時間：約 95 分
※写真のベース車両は X5 とは異なります。
取り付けには下記部品が必要です。
パワー・ケーブル 6590 2360 498
延長ケーブル
6590 2463 045

取付作業参考時間：約 165 分
※写真のベース車両は X5 とは異なります。また日本仕様とは異なります。
取り付けには下記部品が必要です。
コンタクト・ピン（2 個必要） 6113 9232 673 ¥462（¥420）× 2
延長ケーブル
6590 2471 421 ¥792（¥720）
ヒューズ（2 個必要）
6113 6917 401 ¥198（¥180）× 2
リング端子
6113 8353 763 ¥44（¥40）
※車両の仕様により上記以外に部品が追加または異なる場合があります。

¥726（¥660）
¥660（¥600）

補修部品
純正 microSDHC カード 32GB
6621 2457 621 ¥3,806（¥3,460）
フロント／リヤ・カメラ用 粘着シール・セット
6621 2466 975 ¥2,332（¥2,120）

フロント・カメラ

■ 主な機能
FHD / 207 万画素
Full HD 録画に対応。
高解像度 207 万画素の CMOS センサー搭載
カメラ。
映像の「つぶれ」を補正
逆光時や夜間、トンネルに出入りした時など、
明るさが急変する場所などでも鮮明な映像で
録画。

イベント録画

駐車監視機能

衝撃を検知すると映像を自動で保存。衝撃を
検知した時点を含むファイルをイベント録画
ファイルとして記録。手動録画も可能。

駐車中もしっかり監視。振動や動体を検知した
場合、20 秒間の映像を自動録画し、駐車監視
録画ファイルとして保存。

滑らか再生
LED 信号機の点滅周期にドライブレコーダーの
画像が影響されず、滑らかな動画再生を実現。

専用パソコン用ビューアー
専用パソコン・ビューアーで視聴したり、地図
ソフト（MapFan Web を使用）と連携させて
表示することが可能。
※ビューアー対応 OS：Windows7 / 8 / 8.1 / 10
（Mac OS には非対応）

リヤ・カメラ

フロント・カメラ

リヤ・カメラ

■ その他の機能

■ 主な機能
Full HD 録画
3 軸（X,Y,Z 軸）からの衝撃を
検出する 3G センサーを搭載。

水平視野角 95°の範囲で撮影。 垂直視野角 52°の範囲で撮影。 対角視野角 111°の範囲で撮影。 本体に GPS を内蔵。
動画と同時に位置情報も
記録可能。

付属の microSDHC（16GB）で、
すぐに映像が記録可能。

※同梱の microSD カードは消耗品のため、指定の新しいもの（8GB 〜 32GB / Class10）へ定期的な交換を推奨いたします。
【BMW ドライブレコーダーに関するご注意】
※ 本機は衝撃を検知して映像を記録する装置ですが、すべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
※ 本機は、事故の検証に役立つことも目的の 1 つとした製品ですが、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。

リヤ・カメラ

鮮明な映像で録画

後方からの追突や煽り運転
などをしっかりと監視。

高感度光センサーにより、
昼夜問わず高品質撮影が可能。

運転モード

駐車監視モード

内蔵メモリーの機能により、microSDHC カード
への自動記録は G センサーが衝撃を感知した
10 秒前からスタートし、衝撃を受ける前の
状況も含め 60 秒間記録。
また、手動録画や撮影も可能。

任意に設定可能で、駐車中も
監視／録画。
駐車監視中に衝撃および人物等が
接近した事を感知すると
エンジン ON 時に音声案内。

専用アプリケーション（無料）
Advanced Car Eye 2.0 App
ダウンロード先：App Store（iOS）
、Google Play（Android）
※対応デバイス：iOS バージョン 11 以降、
Android バージョン 5 以降

フロント・カメラ／リヤ・カメラ
FHD 1920 × 1080
フレームレート
フロント／リヤ・カメラを同時使用の場合：27.5fps
フロント・カメラのみを使用の場合：55fps

※ microSDHC カードを Windows PC または Mac に接続し、
記録データを再生することもできます。

■ その他の機能

レーダー・センサー
人や車両などと関連しない物体
（雨や落ち葉等）の輪郭を識別して
区別。

G センサー

GPS 機能

バッテリー電力監視機能

車両の振動を計測。
運転モードと駐車監視モードで
別の感度設定が可能。

本体に GPS を内蔵。
位置情報も正確に記録可能。
GPS & グロナスに対応。

駐車監視モード時、電力の消費を監視。 32GB microSDHC カード（同梱）
規定の電力を消費すると本機はオフに
※ microSD カード・アダプター付属
なり、バッテリーを保護。

記録媒体

注意
※必ず純正 microSDHC カードをご使用ください。純正 microSDHC カード以外を使用すると、正常に録画されない場合があります。新しい純正 microSDHC カードへの定期的な交換を推奨いたします。
※駐車監視モードは、車載バッテリーを使用します。規定以上の電圧低下を感知すると本機は自動的にオフになり録画されません。
その際は車両取扱説明書のメンテナンス指示に従って、車載バッテリーのメンテナンスを行ってください。
※リヤ・カメラを取り付けた場合、一部地域、一部モデル／仕様、受信環境により、ラジオの受信感度が下がる場合があります。
【BMW ドライブレコーダー Advanced Car Eye 2 に関するご注意】
※ 本機は衝撃を検知して映像を記録する装置ですが、すべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
※ 本機は、事故の検証に役立つことも目的の 1 つとした製品ですが、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーまでお問い合わせください。
「Mac」は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
※「iOS」
「Google Play」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
※「Android」
※「microSDHC」は、SD-3C,LLC の商標です。
※「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※写真は日本仕様とは一部異なります。

12

※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

13

Transportation

あらゆる必要性に応じたソリューション。
BMW 純正トランスポーテーション／ラゲージ・アクセサリー。

Transportation

ベース・サポート
8271 2444 056 ¥39,820（¥36,200）
さまざまなアタッチメントを取り付けるためのベースとなります。
2 本のクロス・バーは高い張力を持ったアルミニウム合金製で、特に優れた強度と防錆性を備えています。
ルーフ・レールに差し込み固定するだけの簡単な作業で取り付けできます。
盗難防止用ロック機構付です。
• 重量：約 6.0kg
• 最大許容荷重：100kg（含ベース・サポート）
補修部品
カバー・ストリップ（2 個入り） 8279 2458 590 ¥7,106（¥6,460）
アタッチメント交換時に長さを調整してクロス・バーの
汚れを防ぎ、ノイズの発生を最小限に抑えます。
固定用ストラップ

BMW ベース・サポート収納バッグ
8271 2289 107 ¥3,520（¥3,200）
安全でコンパクトな保管と快適な輸送を可能にするバッグ。
BMW ワードマーク入り。

サーフボード・ホルダー構成部品

ラゲージ・ラック
8212 0442 358 ¥52,030（¥47,300）

サーフボード・ホルダー
8272 9402 896 ¥12,650（¥11,500）

スキー & スノーボード・ホルダー
8272 2326 527 ¥46,310（¥42,100）

厳しい品質、安全性への要求をクリアした、
洗練された使いやすいデザインです。
• 盗難防止ロック機構付き
• 高い耐久力のアルミニウムと強化プラスチック製
• サイズ：約 84 × 122 × 13（cm）
• 重 量：約 10kg
• 最大許容荷重：約 100kg（含ベース・サポート）

対衝撃性の高いプラスチック製のボード・サポートと、
インテグレーテッド・マスト・キャリア、ストラップ付。
重量：約 1.4kg
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

容易に積載できる横引き抜き式。
スキーは 5 組、スノーボードは 4 枚まで積載可能。
盗難防止ロック機構付き。
重量：約 5.0kg
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

取り付けには下記部品が必要です。
固定用ストラップ 8273 0300 931 ¥2,310（¥2,100）
ラゲージ・バスケットの荷物を固定したり、大きな荷物を運ぶ際
に利用できる 2 本セットのストラップです。
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

ルーフ・ボックス "320"

ルーフ・ボックス "420"

ルーフ・ボックス "350"

ブラック & チタン・シルバー
8273 2420 634 ¥90,750（¥82,500）

ブラック & チタン・シルバー
8273 2406 460 ¥139,700（¥127,000）

シルバー 8273 0391 366
※本商品は販売が終了しました。

スキーは最長 180cm、5 ペアまで搬送可能です。
積載物を盗難から守るロック機構付。サイドに BMW ロゴ付。
• 重 量：約 16kg
• サイズ：約 191 × 64 × 40（cm）
• 容 量：320 リットル

スキーは最長 195cm、6 ペアまで搬送可能です。
積載物を盗難から守るロック機構付。サイドに BMW ロゴ付。
• 重 量：約 19kg
• サイズ：約 206 × 80 × 41（cm）
• 容 量：420 リットル

左右両方向から開閉できる画期的なシステムによって、
どんな積載物も簡単に載せることができます。
積載物を盗難から守るロック機構付き。

• 重 量：約 17kg
• サイズ：約 140 × 90 × 39（cm）
• 容 量：350 リットル
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

バイシクル・ホルダー
8271 2166 924 ¥20,790（¥18,900）
フレーム径が 25 から 80mm の自転車を運搬できます
（ロック可能）
。
• 重量：約 4.1kg
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

レーシング・サイクル・ホルダー
8272 2326 514 ¥20,790（¥18,900）
クイック・リリース式自転車の前輪を取り外して使用。
前輪はフロント・ホイール・ホルダー（別売）で固定します。
（または、ラゲージ・ルームに入れて運搬してください）
• 重量：約 3.0kg

ルーフ・ボックス "520"

取り付けには下記部品が必要です。
フロント・ホイール・ホルダー 8272 2150 270 ¥13,420（¥12,200）
• 重量：約 1.1kg

ブラック & チタン・シルバー
8273 2406 459 ¥169,400（¥154,000）

※写真はフロント・ホイール・ホルダーを装着した状態です。
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

スキーは最長 220cm、8 ペアまで搬送可能です。
積載物を盗難から守るロック機構付。サイドに BMW ロゴ付。
• 重 量：約 27kg
• サイズ：約 235 × 94 × 41（cm）
• 容 量：520 リットル
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Transportation

ドア・バイザー
シャドー・モール用
7260 2472 531 ¥37,950（¥34,500）
※ 2019 年 6 月下旬 発売予定
取付作業参考時間：約 40 分
サード・ロー・シート（3 列目シート）非装備車用

サード・ロー・シート（3 列目シート）装備車用

ラゲージ・コンパートメント・マット ブラック 各 ¥28,490（¥25,900）
5147 2458 567 サード・ロー・シート（3 列目シート）非装備車用
5147 2458 569 サード・ロー・シート（3 列目シート）装備車用

いつでも安全で快適なドライブを。
BMW ならではの卓越したクオリティが息づいています。

ライン・コントロール
7260 2470 248 ¥19,360（¥17,600）
取付作業参考時間：約 80 分
狭い道路での左折や車庫入れに便利なエンドラインの確認用。
※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

• 専用設計の空力特性に優れたスタイリングで、
風切り音を軽減します。
• 雨中走行時の雨の浸入を軽減するので、車内は常にフレッシュな
換気が可能になります。また、サイドからの紫外線対策にも有効です。

ラゲージ・ルームにフィットするスリップ防止用マット。油や溶剤に強い耐久性プラスチック製のため、汚れても簡単にお手入れできます。

ラゲージ・ルーム・マット " サキソニー・ロイヤル "

M ラゲージ・マット
※対象車両：サード・ロー・シート（3 列目シート）非装備車
5147 2472 528 ¥32,780（¥29,800）

密度の高い最高級のロングパイル・サキソニー調で、耐久性の高い難燃性ナイロン糸を使用。
表面に BMW のロゴが入っています。
フロア・マット・セット " サキソニー・ロイヤル "（8 ページをご参照ください）と
合わせてお使いください。
テールゲート・カバー付き。
※デザインが実物とは異なる場合があります。

M フロア・マット・セット（8 ページをご参照ください）と同柄のスポーティな印象のマット。
ラゲージ・ルームをより上質に演出します。
M フロア・マット・セット（8 ページをご参照ください）と合わせてお使いください。
テールゲート・カバー付き。
※デザインが実物とは異なる場合があります。

取付作業参考時間：約 10 分（左右同時交換時）
※ワイパー・アームは含まれません。
耐寒性に優れた素材を使用しており、
高い拭き取り性能を発揮します。
ブレード・カバー部は耐寒素材を使用。
リップ部にはシリコン・ゴムを採用し
不快なビビリを大幅に軽減いたします。
※写真は実物とは細部が異なる場合があります。

※写真のベース車両は現行モデルとは異なります。

※対象車両：サード・ロー・シート（3 列目シート）非装備車
グレー・アンド・ブラック 5147 2472 529 ¥32,780（¥29,800）

フロント用フラット・タイプ・
スノー・ブレード・セット
6710 2472 734 ¥14,850（¥13,500）
※ 2019 年 6 月下旬 発売予定

ライセンス・プレート盗難防止ロックボルト
5111 2412 417 ¥4,180（¥3,800）

ボンネット・カバー
7260 2212 751 ¥11,220（¥10,200）

付属の専用キー・アダプター（伴）以外での不正な取り外しを困難にし、盗難防止に最適なロックボルト。
三層のニッケルとクローム・メッキで通常のボルトよりもはるかにサビに強い表面処理を施しているため、
サビがライセンス・プレートに付着し、お車の外観を損なうことはありません。

一番傷みやすく目立つボンネットをピンポイントで守ります。
ボンネット部分が屋根にかからない構造のガレージなどに
有効です。
取り付けが簡単で、左右のドアミラーに専用のゴム製リングを
掛け、前部を覆いかぶせて取付けます。
サイドに BMW ワードマーク（右側）および反射クロス付き（左右）
。
カバー本体の素材はポリエステル 100% 生地にシルバー撥水
加工を施し、裏面はソフト起毛加工が施されています。

【商品構成】
ライセンス・プレート盗難防止ロックボルト：フロント 2 本／リヤ 1 本
ワッシャー：1 枚（ネジ部長さ調整用）
キー・アダプター（伴）
：1（取り付け／取り外し用ソケット）
専用 6 角レンチ：スチール製 1 本
キー・コード・ラベル（キー・アダプターのナンバー）

※写真のベース車両は X5 とは異なります。

※ライン・コントロール装着時には使用できません。

ボディ・カバー
デラックス（撥水／透湿タイプ） 8215 2472 040 ¥77,000（¥70,000）
• ソフトタッチの超極細繊維を使用しています。
• 素材はコーティング・ラミネートを行わず、高密度な織物構造により、撥水／透湿機能を有しています。
耐久性が高く、車両全体をやさしく包みます。

起毛タイプ

8215 2472 039 ¥52,800（¥48,000）

• 織物の裏側をソフト起毛とすることにより、傷がつきにくく、車両全体をやさしく包みます。
• 素材は、ポリエステル 100% で、色はシルバー、撥水性が高く、起毛部の吸水は少なく、乾燥性にすぐれています。

防炎タイプ
ブラック／レッド

8215 2472 038 ¥36,520（¥33,200）

• このタイプのボディ・カバーは、容易に燃え上がらない仕様となっています。
• 素材は、ポリエステル 100% の厚織り生地で、色はシルバー、撥水コーティング加工、防炎加工（難燃性）コーティングです。

ブラック

※写真のベース車両は X5 とは異なります。

リヤ・バンパー・シル・プロテクション
5191 2457 058 ¥7,612（¥6,920）
取付作業参考時間：約 20 分
荷物の積み降ろし時にバンパーを傷から保護します。
クリア・カラーです。
※写真は貼付箇所を強調していますが、
実際のカラーは車両になじむ透明です。
※写真のベース車両は X5 とは異なります。

ラゲージ・コンパートメント・ボックス
ブラック
5147 2303 796 ¥6,446（¥5,860）
ブラック／レッド 5147 2303 797 ¥6,380（¥5,800）

※ボディ・カバーは、ライン・コントロール装着時には使用できません。
※ボディ・カバーは、蒸れ防止の為、完全防水製品ではありません。

すばやく組み立てることができる、折りたたみ式防水加工済みのボックスです。走行中のラゲージ・ルーム内の荷物を固定します。
：約 45.5（W）× 33（D）× 21（H）
サイズ（cm）
※写真のベース車両は X5 とは異なります。
※ボックス内のアイテムは含まれません。

ボディ・カバー 収納バッグ付
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ドライブ前にタイヤをチェックしていますか ?

BMW ブースター・ケーブル

タイヤの状態と空気圧を正しく維持していただければ、タイヤの寿命が延び、走行時の安全性と快適性を
保つことができます。空気圧が適正値よりも低いタイヤで走行すると、燃費が悪くなる場合もあります。タ
イヤ空気圧を適正に保ち安全運転とともに環境にもやさしい運転を心がけましょう。

バッテリーあがりの緊急時に、救護車との接続に取り回しがしやすい 5 メートルのロング・タイプ、
クリップ部分には安心の絶縁カバー付き。
素材には銅 100％を使用し、大電流に耐えうる安心の芯線構造。
BMW ワードマークがプリントされた専用収納バッグ付き。

8211 2472 368 ¥12,100（¥11,000）

100A / 12-24V

●タイヤ空気圧につきましては、運転席側ドアの内側およびお車の取扱説明書をご覧ください。
●ランフラット・タイヤ装備車の空気圧につきましては、お車の取扱説明書をご覧ください。
●タイヤ空気圧を変更した場合は、タイヤ・パンク表示（タイヤ空気圧警告システム）を初期化してください。
詳細につきましては、お車の取扱説明書をご覧ください。

※ご使用の際は同封の取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解した上で正しくお使いください。

BMW モビリティ・セット
7110 2333 674 ¥28,930（¥26,300）
コンプレッサーにパンク・シーリング剤がセットされている、緊急時の移動性を確保できるセットです。
タイヤのパンク時に釘穴などをシールし、適正空気圧まで充填する事ができ、
タイヤ交換場所まで適切な空気圧で走行できるものです。
一般的な構造のタイヤだけでなく、ランフラット・タイヤにも使用できます。
また、セットに付属のアダプターを使用することにより自転車のタイヤ、ボール、小型エアベット等にも使用できます。
※ このセットを使用しても、パンクが直るわけではありません。あくまでも緊急用としてお使いください。
また、タイヤの損傷の程度によっては効果を発揮できない場合があります。
※ モビリティ・セットを 4 年間使用しなかった場合、セット内のシーリング剤容器を交換する必要があります。
補修部品
パンク・シーリング剤 7110 0039 344 ¥7,700（¥7,000）

タイヤ／ホイール・カバー
L サイズ用（18 インチ以上 21 インチまで、
ただし 17 インチ 235/65R17 以上も含みます）

8200 0403 607 ¥5,610（¥5,100）
※デザインは写真と異なる場合があります。

ポータブル・エア・コンプレッサー
8319 0397 523 ¥7,326（¥6,660）
※対象車両：12V 電源ソケット装備車
（モデルにより装着できない場合がございます）
車内電源 DC12V を利用して車のタイヤの
圧力低下時のエア補充に使用します。

ワーニング・ベスト
8226 2288 693 ¥2,420（¥2,200）

非常停止表示板
7160 6770 487 ¥3,476（¥3,160）

エマージェンシー・カラーが、路上故障などの
非常事態を後続車両に明確に伝えます。

ブラック樹脂ケース入り三角停止板。
※デザインは写真と異なる場合があります。

3-WAY LED 非常信号灯

ライフ・ハンマー Plus
8211 2287 741 ¥3,256（¥2,960）

タイヤの空気圧をバック・ライト付き液晶にマルチ単位
（bar、kPa、psi、kg / cm2）で正確にデジタル表示します。
タイヤの摩耗を測るトレッド・ゲージとしても使用可能。
ソーラー／リチウム電池（3V）を使用。
専用収納袋付。
ハゼット／ HAZET 社製。

明るく長寿命な LED ライト 9 灯を使用（アルカリ単 4 型 2 本使用）
。
発炎筒の代替品として使用できます。
国土交通省保安基準適合品。
車検（自動車検査登録制度）にも適合します。
車両の発炎筒収納ホルダーに収まるように、
3 種類のボディ構造になっています。
底部マグネット付。
※装着されている乾電池はモニター・バッテリーのため、
ご購入後は作動テストをしていただいた後、
新品に必ず交換してください。

ホイール・ブラシ・セット
8319 2298 237 ¥6,006（¥5,460）

BMW 純正ホイール専用の非酸性クリーナー。
ホイールに付着した頑固なオイル、タイヤダスト、ブレーキダス
ト等をジェル状の液体がゆっくりと赤褐色に反応しながら
強力に汚れを落とします。ホイール・ナットやスタッドに
腐食が生じる恐れもありません。
• 塗布用のスポンジ付。別売のホイール・ブラシ・セットと
合わせてご使用ください。
• ホイールに本剤をスプレーし、汚れを浮き上がらせ、
強めの水圧で洗い流します。

簡単に交換できる 3 種類のアタッチメント・ブラシで、
アロイ・ホイールを隅々まで磨き上げることができます。
• 別売のホイール・クリーナーと合わせてご使用になると、
最高の効果が得られます。

夜間でも約 200m 以上の視認性を誇り、雨天でも使用可能
（日常生活防水）な緊急点滅信号灯です。マグネット付きで
お車のボンネット、フェンダー等への固定が可能です。

デジタル・タイヤ・ゲージ
8229 2219 791 ¥8,360（¥7,600）

8229 2447 381 ¥924（¥840）

ホイール・クリーナー 500ml
8312 2338 528 ¥4,136（¥3,760）

ライフ・ライトⅡ
8229 2459 647 ¥4,246（¥3,860）

ライフ・ハンマー Evolution
8211 2287 742 ¥3,696（¥3,360）

万一の場合、車からの脱出を容易にするハンマー。
ドライバーの着座位置から手の届く場所（ドア・ポケットに添付の止め具で固定できます）に装着します。
GS マーク取得済。

Plus は、金属ヘッドと安全性を考慮したカッター部からなり、
車に閉じ込められた際にカッター部でシートベルトを切断し、
ハンマーでサイド・ウインドー・ガラスを割って脱出します。

Evolution は、セラミック・ヘッドと安全性を考慮したカッター部
からなり、車に閉じ込められた際にカッター部でシートベルトを
切断し、ハンマー・ヘッド（先端をガラスに押し当てます）で
サイド・ウインドー・ガラスを割って脱出します。

GS マーク：ドイツの製品安全法にもとづいて検査され、
安全性が認証された製品につけられるマーク

BMW アロイ・ホイール・タッチアップ・ペイント
アロイ・ホイール表面の小さな傷、ペイントのはがれ等の補修用
として錆の発生を防ぎ傷を目立たなくします。
タッチアップ・ペイント・カラーは、アロイ・ホイールの
スタイリング・ナンバー、ホイール・カラーならびに
車両装着ホイールにより異なります。
詳細につきましては、最寄りの BMW 正規ディーラーに
お問い合わせください。なお、ホイールにより設定のないもの
ございますのでご注意ください。
ホイールにひびおよび大きなダメージ等がある場合は
ご使用になれません。

各 ¥2,970 〜（¥2,700 〜）
※ カラーにより価格が異なります。
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※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

19

Cleaning and care products / Innovection

Cleaning and care products

Innovection

Care Products

BMW イノベクション・オリジナル・ボディ・コーティング

BMW の高品質素材専用に開発された BMW カー・ケア製品は、あなたのお車をデリケートにケアし、しっかりと保護します。
インテリアやエクステリア、ホイールやウインドー、いずれのお手入れにも最適な製品を揃えております。

BMW の価値をいつまでも保ち続けるために、正規ディーラーで施工を行う特別な
ボディ・コーティング・プログラムをご用意いたしました。

®

Innovection®（イノベクション）とは ?

h
BMW カー・ケア・セット

d

8312 2463 732 ¥19,800（¥18,000）
BMW オリジナル・クーラー・バッグと BMW カー・ケア製品 7 点のセット。
BMW オーナーのためにお車の品質を維持し、ドライビング時の安全性を高めます。
セット構成部品：
a カー・シャンプー 1000ml
b スポンジ（洗車用）
c エクスプレス・ワックス 500ml
d ガラス・クリーナー 500ml
e コック・ピット & プラスチック・ケア 250ml
f ホイール・クリーナー 500ml
g ホイール・ブラシ・セット
h BMW オリジナル・クーラー・バッグ

8312 2298 191
8214 0307 730
8312 2288 898
8312 2288 901
8312 2288 918
8312 2338 528
8319 2298 237
8312 2353 946

¥1,386（¥1,260）
¥1,056（¥960）
¥2,420（¥2,200）
¥1,540（¥1,400）
¥1,540（¥1,400）
¥4,136（¥3,760）
¥6,006（¥5,460）
¥4,026（¥3,660）

c

e

革新的な（Innovative）リアクティブ・ポリマー技術により、塗装面を長期間保護
（Protection）します。
BMW ディーラーよりご提供する、唯一の BMW オリジナル・コーティングです。

a

Innovection®（イノベクション）の仕組み
塗装面の上に形成された保護膜と耐久層の二重の守りで、紫外線、酸性雨、砂塵等の
あらゆるダメージから、大切なボディを完璧にプロテクションし、輝きを与えます。

f

特徴

Innovection

• 強力な保護膜と高度な耐久層による二重のプロテクションにより、自然環境によるさまざまな
ダメージや、色あせの原因となる紫外線から塗装を保護し、優れた耐久性を発揮します。
• 深い光沢と重厚な艶を実現。約 2 年間に渡って光沢が持続します。

g

b

• 日頃のお手入れは、表面を水洗いするだけで輝きが戻ります。しつこい汚れや微細なキズ取りに
は専用のメインテナンス・クリーナー・キットがご利用頂けます。

Innovative
革新的な

＋

Protection
塗装保護技術

=

強力な保護膜

深みのある光沢

加工完了証の発行

高度な耐久層

専用メインテナンス・クリーナー

2年間の持続力

• BMW オリジナル・ボディ・コーティング加工の証として、加工完了書を、BMW ディーラーより発
行します。

詳細につきましては、最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

タッチアップ・ペイント
塗装面の小さな傷に塗るだけで錆の発生を防ぎ傷を目立たなくします。
ボディ・カラーが不明な場合は最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

• ソリッド 各 ¥2,046（¥1,860）
5191 0301 918
300 アルピン・ホワイトⅢ
5191 0301 947
668 ブラックⅡ
• メタリック
各 ¥2,266（¥2,060）
5191 0302 045
475 ブラック・サファイア
5191 2148 499
A96 ミネラル・ホワイト

PureCare
BMW i にインスピレーションを得た PureCare
テクノロジーとエコロジーにおけるパイオニア BMW i の精神がこの新世代 PureCare 製品にも反映されています。
この PureCare 製品は、オーガニック・エキスのみを使用しているため、人工添加物を含まないことが特長です。
再生可能なオーガニック原料を使用することにより、汚染物質レベルを削減し環境問題と資源保全に配慮しながら
優しく汚れを落とせる新世代 PureCare 製品をお使いいただくことで、環境を守りながら BMW をお手入れできます。

¥2,640（¥2,400）
5191 0302 070
416 カーボン・ブラック
各 ¥4,070（¥3,700）
5191 2413 300
C27 アークティック・グレー・ブリリアント・エフェクト
5191 2448 771
C1M ファイトニック・ブルー

¥4,840（¥4,400）
5191 2360 625
X10 タンザナイト・ブルー
¥5,060（¥4,600）
5191 2351 353
X13 パイライト・ブラウン

PureCare ウインドー・ウォッシャー液
（オーガニック・ジンジャー・エキス入り）

2,000ml 8312 2405 483

¥1,386（¥1,260）

ウインドー面に拭き跡を残すことなくオールシーズン
しつこい汚れを効果的に取り除きます。
再生可能な原料と天然由来のアルコールから作られた
生物分解性の高い界面活性剤を使用した環境に優しい製品です。

ディーゼル添加剤
100ml 8319 2296 922 ¥2,156（¥1,960）

ディーゼル添加剤 + セタン価向上剤
100ml 8319 2414 456 ¥2,156（¥1,960）

燃料品質を向上させるディーゼル添加剤。
バルブやインジェクターへの堆積物を除去します。
• エンジンを止め、本品をディーゼル給油口から注入し、ディーゼルを満タンにしてください。
• 3 ヶ月〜 6 ヶ月毎に、ボトル 1 本分を燃料タンクに注入してください。
より強力な洗浄の場合には、ボトル 2 本分を燃料タンクに注入してください。

燃料品質を向上させるディーゼル添加剤。
セタン価 * を向上させ、騒音を低下し、排気ガス量を改善します。
バルブやインジェクターへの堆積物を除去。自己着火しやすく、
ディーゼル・ノックが起こりにくくなり、エンジン故障を軽減します。
• エンジンを止め、本品をディーゼル給油口から注入し、ディーゼルを満タンにしてください。
• 3 ヶ月〜 6 ヶ月毎に、ボトル 1 本分を燃料タンクに注入してください。
より強力な洗浄の場合には、ボトル 2 本分を燃料タンクに注入してください。

※ディーゼル車専用です。ガソリン車には使用できません。

PureCare ウッド & ケナフ・ケア
（オーガニック・サンダルウッド・エキス入り）

300ml

8312 2405 479

¥2,640（¥2,400）

インテリア・ウッド製品や、BMW i モデルのユーカリやケナフといった
ウッド製品のケアに特に適しています。
成分にサンダルウッド・エキス、蜜ロウ、カルナバロウを組み合わせ、
表面の汚れを落とし、保護膜を形成します。

この他にも BMW カー・ケア製品を多数ご用意しております。詳細につきましては、ケア・プロダクツ専用カタログ、PureCare リーフレットをご覧ください。
BMW カー・ケア製品についてのお問い合わせは、最寄りの BMW 正規ディーラーまでお願いいたします。

※ディーゼル車専用です。ガソリン車には使用できません。
＊セタン価：ディーゼル燃料の発火性の良否を示す指数で、
セタン価が高い燃料ほど発火性が良好なことを示します。
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※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。表示価格に取付工賃および塗装代等は含まれておりません。写真は日本仕様とは一部異なります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。また装着対象車両等、詳細につきましては最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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Lifestyle accessories

駆け抜ける夢を集めてみませんか。
BMW ライフスタイルが実現するコレクターズ・ワールド。

Lifestyle accessories

BMW X T シャツ（メンズ）
ブラウン 各 ¥7,392（¥6,720）

S
M
L
XL
XXL

8014 2454 842
8014 2454 843
8014 2454 844
8014 2454 845
8014 2454 846

ネックの背面内側にはコントラスト・カラーのネック・テープ
BMW ロゴ入りのタグ
素材：コットン 50% ポリエステル 50% シングル・ジャージー

WITH THE BMW X MODEL.

X EDITION.
ニュー BMW X5 のヘッドライトを
モチーフにしたプリント

BMW X レザー・ジャケット（メンズ）

BMW X ダッフル・バッグ

ブラウン 各 ¥102,300（¥93,000）

ブラウン 8022 2454 851 ¥28,820（¥26,200）

S
M
L
XL
XXL

8014 2454 837
8014 2454 838
8014 2454 839
8014 2454 840
8014 2454 841

軽くて柔らかい最高級ラムスキン 100% のレザー・ジャケット
フロントに大きな X のデザイン
両肩、両サイド、両袖口内側のアクセント・ステッチが動き易さをサポート
内側に胸にポケット
左右にサイド・ポケット
スナップ付きスタンド・カラー
素材：ラム・スキン 100%、ポリエステル 100%（ライニング）

左裾に X のデザインと
BMW ワードマーク入り
ダーク・ブラウンのラベル

キャンパス地とハンドル部と底部にレザーを採用した
コンビネーションのダッフル・バッグ
開口部はダブル・ジッパー
アクセントにマット加工のメタル・パーツ
内部は 2 分割、取り外し可能なサブ・バッグと スプリング・フック付きのキー・ストラップ
素材：外側／ 100% コットン・キャンバス（ポリウレタン・コーティング）
、レザー
ライニング／コットン 100%
サイズ：約 55 × 25 × 34cm

脱着可能、長さ調整可能なショルダー・ストラップ付き

BMW ロゴ入りのタグ
ブラウンのハンガー・ループ付き
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ジッパー・プルには X の刻印

ネックの背面に BMW ワードマーク入り

※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。

フロント上部にデボス加工の BMW ワードマーク
レザー製のジッパー・プルにはデボス加工の X ロゴ
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Lifestyle accessories

BMW X ウォレット
ブラウン 8021 2454 848 ¥20,790（¥18,900）
機能的な二つ折りウォレット
札入れ 1 つ、カード・ポケット 3 枚収納、スナップ付きコイン・ポケット
フロント 右下にデボス加工の BMW ロゴ
カード・ポケット下部に Made in Italy の型押し
内側のＸステッチがアクセント
収納袋付き
素材：外側／カーフ・スキン 100% 内側／コットン・キャンバス 100%
サイズ：約 12 × 9.5cm

BMW X クロノグラフ
シルバー 8026 2454 852 ¥37,730（¥34,300）

交換用ストラップ
ブラウン 8026 2454 854 ¥4,510（¥4,100）
サテン仕上げのステンレス・スチール製ベゼルと
ミネラル・ガラスを使用したクロノグラフ
ブラウンのカーフ・スキン・ストラップにはＸのステッチ
駆動方式：スイス Ronda 社製クロノグラフ・クオーツ・ムーブメント
素材：ベゼル／ステンレス・スチール
ケース／ミネラル・ガラス
ストラップ／カーフ・スキン
防水機能 10 気圧、文字盤に BMW ロゴ、日付表示、30 分／ 12 時間計、
分針用目盛、夜行目盛、ステップ運針の秒針、スモール・セコンド、
計測機能、ピン・バックル
裏蓋に BMW ロゴのレーザー刻印
ブラウンのケース付き
（デボス加工の BMW ロゴ入り）
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※記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の標準的なメーカー希望小売価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。

BMW X レザー・キーリング

BMW X キー・リング

ブラウン 8027 2454 849 ¥6,490（¥5,900）

シルバー 8027 2454 850 ¥3,300（¥3,000）

キーなどを簡単に脱着可能なツメ付き丸型リング
Ｘロゴをモチーフとしたブラウン・レザーに
アクセント・ステッチ入り
BMW ワードマークのデボス加工
素材：レザー ステンレス・スチール
サイズ：全長 約 10.4 × 3 × 1.2cm

ステンレス製キー・リング
メタルの BMW ロゴ付き（約 9mm）ヒンジで、
X の動きがフレキシブル
スプリット・リング付き
素材：ステンレス・スチール
サイズ：約 6.3 × 4.7 × 0.63cm
全長／約 6.3cm リング／直径約 3cm

キーリング BMW X5
8027 2454 660 ¥3,520（¥3,200）
ステンレス製キー・リング
メタルの BMW ロゴ付き（約 9mm）ヒンジで、
X5 の動きがフレキシブル
スプリット・リング付き
素材：ステンレス・スチール
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BMW 純正パーツ・アクセサリーおよびライフスタイル・アクセサリーのお問い合わせにつきましては、
最寄りの BMW 正規ディーラーがお受けいたします。
● 記載の内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。
● 本カタログ中の標記において、表示価格は 2019 年 10 月 1 日現在の標準的なメーカー希望小売価格であり、
取付工賃および塗装代等は含まれておりません。
● 太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10%）の価格で、カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。

● 価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。
● 本カタログにはニュー BMW X5 専用アクセサリーを掲載しています。対象車両の記載があるものを除き、全てのモデルに装着可能です。

● 本カタログに記載されているアクセサリーは、メーカー装着オプションではありません。
● 取付作業時間には、塗装にかかる時間は考慮されておりません。
● 取付作業参考時間は、車両の状態および装備品の仕様などにより、実際の取付作業時間と異なる場合があります。
また、商品によっては、取付作業時間以外に車両プログラミングおよびコーディングの追加作業時間が別途必要となる場合があります。
詳細につきましては、最寄りの BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
● コーディングが関係するアクセサリーにつきましては、車両の状態および装備品の仕様などにより取り付けできない場合があります。
● 製品によっては、取り付けに一部加工が必要なものもあります。ご購入の際に詳細をご確認ください。
● 取り付け作業時間の表示のないものについては、最寄りの BMW 正規ディーラーまでお問い合わせください。
● 記載の製品以外に、別途部品が必要となる場合があります。ご購入の際に詳細をご確認ください。
● 写真は実際のものとは色調や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
● 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。
● 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。
● 本カタログに使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはアロイ・ホイールのデザインやモール色等、
細部で異なる場合があります。予めご了承ください。
● BMW 車各シリーズ共通商品名のアロイ・ホイールにおいて、一部共通写真を掲載しており、ホイール・サイズ、リム形状等が実際の商品と細部で
異なる場合があります。
● 本カタログ中の記載事項および写真の版権は、BMW AG（ドイツ）およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。
無断転載を禁じます。

BMW カスタマー・インタラクション・センター
BMW に関するご質問やお問い合せなどは、BMW カスタマー・インタラクション・センターで承ります。

0120-269-437（年中無休 受付時間 平日 9：00 〜 19：00、土日祝 9：00 〜 18：00）
※ IP 電話は、一部繋がらない場合があります。海外からはご利用いただけません。

