THE BMW i3 AND BMW i8.
ORIGINAL BMW i ACCESSORIES.
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i3 の足元から、スポーティな性格を強調。
BMW i3 のスポーティな性格を強調する、鍛造製アロイ・ホイール。

BMW i ダブルスポーク・スタイリング 430

BMW i タービン・スタイリング 428

BMW i タービン・スタイリング 429

BMW i スタースポーク・スタイリング 427

※ i3 専用

※ i3 専用

※ i3 専用

※ i3 専用

ホイール単体 5J × 20（フロント）
〜 2015.2 生産車両用
左側 3611 6852 058 ¥112,200（¥102,000）
右側 3611 6856 898 ¥112,200（¥102,000）
2015.3 〜 生産車両用（左右共通）
左右 3611 6856 898 ¥112,200（¥102,000）
ホイール単体 5.5J × 20（リヤ）
〜 2015.2 生産車両用
左側 3611 6852 059 ¥132,000（¥120,000）
右側 3611 6856 899 ¥132,000（¥120,000）
2015.3 〜 生産車両用（左右共通）
左右 3611 6856 899 ¥132,000（¥120,000）
センター・キャップ
3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

ホイール単体 5J × 19（フロント）
〜 2015.2 生産車両用
左側 3611 6852 054 ¥89,430（¥81,300）
右側 3611 6856 894 ¥89,430（¥81,300）
2015.3 〜 生産車両用（左右共通）
左右 3611 6856 894 ¥89,430（¥81,300）
ホイール単体 5.5J × 19（リヤ）
〜 2015.2 生産車両用
左側 3611 6852 055 ¥107,690（¥97,900）
右側 3611 6856 895 ¥107,690（¥97,900）
2015.3 〜 生産車両用（左右共通）
左右 3611 6856 895 ¥107,690（¥97,900）
センター・キャップ
3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

ホイール単体 5J × 19（フロント）
〜 2015.2 生産車両用
左側 3611 6852 056 ¥89,430（¥81,300）
右側 3611 6856 896 ¥89,430（¥81,300）
2015.3 〜 生産車両用（左右共通）
左右 3611 6856 896 ¥89,430（¥81,300）
ホイール単体 5.5J × 19（リヤ）
〜 2015.2 生産車両用
左側 3611 6852 057 ¥107,690（¥97,900）
右側 3611 6856 897 ¥107,690（¥97,900）
2015.3 〜 生産車両用（左右共通）
左右 3611 6856 897 ¥107,690（¥97,900）
センター・キャップ
3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

標準車両用
ホイール単体 5J × 19（フロント／リヤ）
3611 6852 053 ¥78,100（¥71,000）
レンジ・エクステンダー装備車用
ホイール単体 5J × 19（フロント）
3611 6852 053 ¥78,100（¥71,000）
ホイール単体 5.5J × 19（リヤ）
3611 6856 438 ¥94,160（¥85,600）
センター・キャップ
3613 6852 052
¥4,070（¥3,700）
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

● 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。
● タイヤ／ホイールの組合せは BMW 社がテストして推奨した組み合わせを
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 i
販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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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。

コンフォート・スノー・チェーン
3611 2344 236 ¥41,580（¥37,800）
155/70R19 用
BMW i3 タイヤ用に適応するよう特別に改造し、使い易く、
凍った路面や雪の上で最善のトラクション性能を発揮します。

※スノー・チェーン装着可

● ホイール、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。

※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。

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

※取り付けには工賃が別途必要となります。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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大径、スポーティ、そして効率的な i8 のアロイ・ホイール。
大きなサイズにもかかわらず、極めて軽量で BMW i8 のダイナミックな個性にも調和します。

BMW i W スポーク・スタイリング 470

BMW i タービン・スタイリング 625

BMW i タービン・スタイリング 444

※ i8 専用、鍛造製
ホイール単体 7.5J × 20（フロント）
左側 3611 6855 013 ¥183,700（¥167,000）
右側 3611 6857 571 ¥183,700（¥167,000）
ホイール単体 8.5J × 20（リヤ）
左側 3611 6857 572 ¥195,800（¥178,000）
右側 3611 6857 573 ¥195,800（¥178,000）
センター・キャップ
3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

※ i8 専用、鍛造製
ホイール単体 7.5J × 20（フロント）
左側 3611 6862 896 ¥178,200（¥162,000）
右側 3611 6862 895 ¥178,200（¥162,000）
ホイール単体 8.5J × 20（リヤ）
左側 3611 6862 898 ¥190,300（¥173,000）
右側 3611 6862 897 ¥190,300（¥173,000）
センター・キャップ
3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
エア・バルブ
3612 1116 326 ¥748（¥680）

※ i8 専用、鍛造製
ホイール単体 7J × 20（フロント）
左側 3611 6855 313 ¥176,000（¥160,000）
右側 3611 6857 574 ¥179,300（¥163,000）
ホイール単体 7.5J × 20（リヤ）
左側 3611 6853 004 ¥183,700（¥167,000）
右側 3611 6857 575 ¥183,700（¥167,000）
センター・キャップ
3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
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

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 i ラディアルスポーク・スタイリング 516

BMW i ラディアルスポーク・スタイリング 516

BMW i ラディアルスポーク・スタイリング 516

バイ・カラー
※ i8 専用、鍛造製
ホイール単体 7.5J × 20（フロント）
3610 6880 105 ¥171,600（¥156,000）
ホイール単体 8J × 20（リヤ）
3610 6880 106 ¥184,800（¥168,000）

ジェット・ブラック
※ i8 専用、鍛造製
ホイール単体 7.5J × 20（フロント）
3611 6887 445 ¥156,200（¥142,000）
ホイール単体 8J × 20（リヤ）
3611 6887 446 ¥168,300（¥153,000）

センター・キャップ

センター・キャップ

エア・バルブ

エア・バルブ

※ i8 専用、鍛造製
ホイール単体 7J × 20（フロント）
3611 6887 443 ¥148,500（¥135,000）
ホイール単体 7.5J × 20（リヤ）
3611 6887 444 ¥148,500（¥135,000）
センター・キャップ
3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
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

3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
3612 1116 326 ¥748（¥680）

3613 6852 052 ¥4,070（¥3,700）
3612 1116 326 ¥748（¥680）

※スノー・チェーン装着不可

BMW エア・バルブ・キャップ
3612 2462 383
BMW ロゴ（ブラック）
● 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。
● タイヤ／ホイールの組合せは BMW 社がテストして推奨した物をご使用くだ
さい。BMW 推奨のタイヤ／ホイールについては、最寄りの BMW i 販売店
および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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● ホイール、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。

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。
、ポリウレタン製ロゴ
素材：ABS 樹脂／エチレンプロピレンゴム（EPDM）

● 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。

※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。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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エクステリアもドライビングも、クリーンな i3 に。
美しいボディを保ち、より安全なドライビングを提供するエクステリア・アクセサリー。

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。
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。

BMW ドライブレコーダー
Pioneer 製 6590 2468 759 ¥33,770（¥30,700）
取付作業参考時間：約 75 分
※写真のベース車両は i3 / i8 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 ¥726（¥660）

ドア・ハンドル・プロテクション

ドア・エッジ・プロテクション

※ i3 専用

※ i3 専用

5191 2359 699 ¥4,576（¥4,160）

5191 2359 700 ¥4,576（¥4,160）

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

取付作業参考時間：約 15 分
フロント左右ドア 1 台分の 2 枚セット。

取付作業参考時間：約 15 分

カメラ。

フロント左右ドア 1 台分の 2 枚セット。

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。

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するプロテクション。
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。

イベント録画
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。

駐車監視機能
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

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）

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。

■その他の機能

アンテナ・ジョイント
※ i3 専用

6521 2359 702 ¥4,246（¥3,860）

3 軸（X,Y,Z 軸）からの衝撃を
検出する 3G センサーを搭載。

取付作業参考時間：約 5 分

ショート・アンテナの角度を自由に調節できます。

ライン・コントロール
※ i3 専用

7260 2359 701 ¥12,870（¥11,700）
取付作業参考時間：約 30 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。

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（8GB）で、
すぐに映像が記録可能。

※同梱の microSD カード（8GB）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。

ドライブレコーダー・セット
イクリプス（富士通テン製）DREC4000
※本商品は販売が終了しました。
i3 用（タイプ 4）6590 2408 630
i8 用（タイプ 1） 6590 2408 627
取付作業参考時間：約 90 分
※写真のベース車両は i3 / i8 とは異なります。
カメラ部分を独立、本体に SD メモリー・カード・スロットや録音マイク、操作スイッチを内蔵したセパレート & コンパクト設計。
万一の事故などに遭遇した場合、その状況をフロント・ウインドーに取り付けたカメラと本体内蔵マイクで映像と音をリアル・タイムに記録するだけでなく、
危険を防止する音声ガイダンスも搭載。衝撃や加速度の変化を検知し、前後 20 秒間のデータとして保存、
後々のトラブルや、不利な過失割合の算定に有効な状況を説明する資料として活用いただけます。
ドライブレコーダーのデータの再生は Windows 対応のパーソナル・コンピューターと、同梱の専用ビュアーを使用します。
速度や加速度の確認や、Google マップや Google Earth では GPS と連動で、走行軌跡や走行場所を確認できます（インターネットへの接続が必要です）
。
。
またデータは MP4 を採用しているため、HD 動画に対応したスマートフォン等で映像を確認することも可能です（機器によっては再生しない場合があります）
※ Google マップおよび Google Earth は Google Inc. の商標または登録商標です。

【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一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。
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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。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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5 つの香りのエッセンシャル・オイル

オレンジ・ハーブ
カンキツ系
グリーンハーブを
感じる爽やかな
フレッシュ･
オレンジの香り。

クール・
ミント
ハーブ系

ラベンダー・
ティートゥリー
ハーブ系

清涼感に溢れ、
爽快で清涼感のある
すっきりと洗練
ハーブの香り。
されたミントの香り。

シトラス・
ライム
カンキツ系

リラックス・
ビューティー
フラワー系

しぼりたての
フレッシュ・
シトラスの香り。

穏やかで柔らかい
フラワーの香り。

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

LED ランプ付きの小型ディフューザーです。
本革を使用した本体は落ち着いた BMW の内装にも馴染み、
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。

BMW アロマ・ディフューザー
8227 2352 471
8227 2334 526
8227 2293 897
8227 2293 898
8227 2293 899

※本商品は販売が終了しました。
オレンジ・ハーブ
クール・ミント
ラベンダー・ティートゥリー
シトラス・ライム
リラックス・ビューティー

ディフューザー 1 個、エッセンシャル・オイル（5ml）1 個のセット
（オイル・パッドはディフューザー本体に装着されています）
。
※写真は i8 装着例です。

エッセンシャル・オイル（補充用） ※本商品は販売が終了しました。
8227 2352 473 オレンジ・ハーブ
8227 2334 527 クール・ミント
8227 2293 901 ラベンダー・ティートゥリー
8227 2293 902 シトラス・ライム
8227 2293 903 リラックス・ビューティー

走る歓びがさらに高まる空間。
リラックス・ドライブを体感。
空間の隅々にまで息づくサステイナビリティを実感する BMW i のインテリア。
ドライビングをよりリラックスさせるインテリア・アクセサリーが、それをさらに深めます。

BMW i キー・ケース
8229 2348 069 ※本商品は販売が終了しました。
※ 2018.6 〜生産の i8 には使用できません。
BMW i 車両用キーにキズがつかぬよう皮膚のようにぴったり装着できるキー・カバー。
製品の 40% はバイオ素材から作られ柔軟性があります。
また、蛍光素材の採用により暗闇で光ります。
BMW i デザインと調和のとれた注目を集めるユニークなデザインです。

ダブル・パワー
6590 2462 292 ¥10,560（¥9,600）
※デザインや仕様は実物とは異なる場合があります。
クルマのシガー・ライター・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。

※エッセンシャル・オイル（5ml）と交換用オイル・パッドのセットです。
※オイル・パッドを交換することにより、別の香りをお使いになれます。

BMW ナノイー発生機
※ i3 用

Panasonic 製／ F-C100-K
8227 2445 891 ¥14,300（¥13,000）
取付作業参考時間：約 5 分
電源はシガー・ライター・ソケットから取得します。
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）
。

*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 i3 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。

地上デジタル TV チューナー・セット ※本商品は販売が終了しました。
Pioneer 製 カロッツェリア / GEX-909DTV
※対象車両：タッチ・パネル機能付コントロール・ディスプレイ非装備車のうち
AUX IN 端子装備車
※クライメート・コンフォート・ガラス装備車には取り付けできません。
i3 用 6590 2414 872
i8 用 6590 2414 867
取付作業参考時間：約 120 分

Pioneer 製 4 チューナー× 4 アンテナ搭載の GEX-909DTV と
モニター・インターフェースのセット。
車両の 10.2 インチ・ワイド・コントロール・ディスプレイに
クリアな地上デジタル・テレビ放送を表示させて楽しむことができます。
チューナー専用リモコンで操作でき、オーディオや
ステアリング・ホイールのマルチ・ファンクション・スイッチでの音量調節が可能です。
※写真の左側はテレビの映像、右側はナビゲーションのイメージです。
※走行中は TV 画像は表示されません。

※取り付けには工賃が別途必要となります。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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フロアとラゲージ・ルームを保護する、BMW i3 専用カーペット調マット。フロア・マット・セットとラゲージ・マットを組み合わせてご使用ください。

フロア・マット・セット " サキソニー・ロイヤル "

ラゲージ・ルーム・マット " サキソニー・ロイヤル "

※ i3 専用
グレー・アンド・ブラック 5147 2446 884 ¥30,470（¥27,700）

※ i3 専用
グレー・アンド・ブラック 5147 2359 705 ¥24,530（¥22,300）

フロントとリヤのセットです。毛足の長さ：約 17mm。

バンパー・ガード・マット付き。

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。BMW ワードマーク入り。

最善のプロテクション。

車両標準装備のベロア・マット。フロント／リヤのセット。

フロア・マット・セット " ベロア "
※ i3 専用
アンソラジット 5147 7380 889 ¥31,900（¥29,000）

フロア全体にぴったりとフィットする立体裁断のオールウェザー・フロアマットは、
その斬新なデザインとともに、BMW i のインテリアに見事に調和しています。汚れ
防止、防水機能を備えた素材は、BMW によって品質管理され、新開発された 100%
リサイクル可能なサステイナブルなプラスチック素材によって作られています。生
産工程でも、廃棄物は 100% リサイクルされます。

フロア・マット・セット " シャギー "

ラゲージ・ルーム・マット " シャギー "

※ i3 専用
ブラック 5147 2446 885 ¥30,470（¥27,700）

※ i3 専用
ブラック 5147 2446 888 ¥24,530（¥22,300）

フロントとリヤのセットです。毛足の長さ：約 15mm。

バンパー・ガード・マット付き。

密度の高い最高級シャギー調カーペット。
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。BMW ワードマーク入り。

オールウェザー・フロア・マット
※ i3 専用
フロント 5147 2349 826
リヤ
5147 2353 819

¥17,710（¥16,100）
¥14,410（¥13,100）

インテリジェントな
ソリューション。
革新的なラゲージ・ルーム・カバーは、インテリジェントな機能性と 4
つの活用を特徴としています。車両のラゲージ・ルームやトランク・シ
ルおよびリヤ部分を保護します。車外でもピクニック用ブランケット
としてもご活用いただけます。片面は撥水加工を施しており、泥汚れ
や水汚れからインテリアを保護します。主に PET リサイクル素材か
ら作られているため非常に軽量です。便利な持運び用の専用バッグ付
きです。

ラゲージ・ルーム・カバー
※対象車両：〜 2017.10 生産の i3

5147 2348 066 ¥24,420（¥22,200）
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フロア・マット・セット " サキソニー・スポーツ・ブルー "

ラゲージ・ルーム・マット " サキソニー・スポーツ・ブルー "

※ i3 専用

※ i3 専用

5147 2446 883 ¥30,470（¥27,700）

5147 2446 886 ¥24,530（¥22,300）

フロントとリヤのセットです。毛足の長さ：約 6mm。
高級感あふれるインテリアと統一デザインされたマット。
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。
BMW i ロゴ入り（フロントのみ）。

バンパー・ガード・マット付き。

BMW i ロゴ入り。

※取り付けには工賃が別途必要となります。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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BMW i8 専用フロア・マット・セット。足元を汚れから保護します。

フロア・マット・セット " ベロア " 各 ¥29,040（¥26,400）
※ i8 専用
ブラック 左ハンドル車用 5147 7389 888
右ハンドル車用 5147 7389 887

フロア・マット・セット " シャギー " 各 ¥62,150（¥56,500）
※ i8 専用
ブラック 左ハンドル車用 5147 2446 893
※右ハンドル車用は販売が終了しました。

車両標準装備のベロア・マット。フロント／リヤのセット。

フロントとリヤのセットです。毛足の長さ：約 15mm。
密度の高い最高級シャギー調カーペット。
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。BMW ワードマーク入り。

類い希な個性を支えるインテリア・アクセサリー。
フロア・マット・セット " サキソニー・スポーツ "
カーボン・インテリア・トリム・セット
※対象車両：〜 2018.5 生産の i8

各 ¥517,000（¥470,000）

左ハンドル車用 5195 2412 960
右ハンドル車用 5195 2412 961
取付作業参考時間：約 180 分
オープン・ポア（開気孔）仕上げのカーボン・ファイバー製インテリア・トリム。

各 ¥65,780（¥59,800）

フロア・マット・セット " サキソニー・スポーツ・ブルー "

※ i8 専用
ブラック 左ハンドル車用 5147 2446 891
右ハンドル車用 5147 2409 626

※ i8 専用
左ハンドル車用 5147 2446 889
右ハンドル車用 5147 2446 890

フロントとリヤのセットです。毛足の長さ：約 17mm。

フロントとリヤのセットです。毛足の長さ：約 6mm。
高級感あふれるインテリアと統一デザインされたマット。
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。
BMW i ロゴ入り（フロントのみ）。

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。BMW ワードマーク入り。

各 ¥65,780（¥59,800）

【構成部品】
インスツルメント・パネル・トリム（左右）
ドア・ハンドル・トリム（左右）
センターコンソール・パネル・トリム
セレクター・レバー・グリップ・カバー
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※取り付けには工賃が別途必要となります。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

13

安全に、多機能に収納。

さらに快適に。

折りたたみボックス

ラゲージ・ルーム・ネット

※ i3 専用

5147 2348 061 ¥11,990（¥10,900）

※対象車両：〜 2017.10 生産の i3
5147 2348 063 ¥10,340（¥9,400）

BMW i デザインによる実用的な折りたたみボックス

100% リサイクル素材から作られて、ラゲージ・ルー

は、リサイクルされたペットボトルから製造された高品
質な素材を使用しており、BMW i3 のラゲージ・ルーム
にぴったりと収まり、荷物を滑らせないように保管でき
ます。また、ラゲージ・ルームを汚れからも保護します。
簡単でインテリジェントな折りたたみ機能により、少
スペースで組み立て可能。組み立てた状態では、どの
ショッピング・カートにもフィットし、2 つの収納部分に
分かれているため整理して収納できます。

ム内に置かれたお荷物が滑らないように保護します。
いつでもご使用できるよう便利なフック付き。

折りたたみ式
ラゲージ・コンパートメント・プロテクション
※ i3 専用
5147 2348 062 ¥24,420（¥22,200）

1 つの製品で 2 役：防水／防泥加工済みの便利なラ
ゲージ保管ボックスに素早く簡単に変身。滑り止め加
工が施されていますので、安全にきれいにラゲージ・
ルームのお荷物を運ぶことができます。外側は PET
ボトルから再生された繊維素材を使用。

リヤ・サイド・ウインドー・サン・スクリーン

リヤ・ウインドー・サン・スクリーン

※ i3 専用

※ i3 専用

5146 2349 827 ¥16,390（¥14,900）× 2
※ 1 台につき 2 個必要です。

5146 2348 070 ¥16,940（¥15,400）

リヤ・サイド・ドア／リヤ・クオーター・ガラス 片側用のセット。
後部座席に対する横からの日差しとプライバシーを守ります。
取付けフックを装着すれば、サンシェードを簡単に所定の位
置に固定することができ、使用しない場合には楽に取り外せま
す。リヤ・ウインドー・サン・スクリーンと組み合わせてご使用
ください。

明らかに車内温度を下げてくれます。非常に軽量で伸縮性のあ
るポリエステル繊維は 100%PET リサイクル素材です。素早
く簡単に取り外せて、収納用の専用バッグも付属しています。

手動巻取式

ラゲージ・プロテクション・マット
※ i3 用
5147 2407 204 ¥9,416（¥8,560）

テンション・ベルト
※対象車両：〜 2017.10 生産の i3
手動巻取式 7110 8045 545 ¥15,840（¥14,400）

ラゲージ・ルームからの荷物の積み降ろし時にリヤ・バンパーを
保護します。
ラゲージ・ルームの保護のために、ラゲージ用ボックスや
マット類と組み合わせることをお勧めします。
※ラゲージ・ルーム内で荷物の下などに使用する場合などは、
取り付け部を損傷することがありますので、
荷物をずらさないで、持ち上げて移動してください。
※写真の車両は i3 とは異なります。

※デザイン、素材は写真と異なる場合があります。
耐摩耗性の優れたプロテクター付きナイロン製ストラップ。
ラゲージ・ルーム内に設置されているアンカーに取り付けます。
さまざまな形状と大きさの荷物を、安全に手軽に固定できます。
荷物の固定に便利なラチェット機構付き。
※写真の車両は i3 とは異なります。
金具の形状は写真 右下をご参照ください。

ボンネット・カバー
i3 用
8215 2359 796 ¥9,900（¥9,000）
i8 用
7260 2212 751
¥11,220（¥10,200）
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。
※写真は i8 装着例です。

収納バッグ付

フロント・ウインドー・サンシェード
i3 用
5195 2450 546 ¥7,700（¥7,000）
i8 用
5195 2450 543 ¥6,820（¥6,200）
• 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てますの
で、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。
※写真は i8 装着例です。

ボディ・カバー 室内／外兼用タイプ
※ i8 専用
8215 2413 693 ¥103,950（¥94,500）
素材：ポリエステル 65% ／ポリウレタン 35%
通気性と防水に優れた、室内／外兼用タイプ。

ボディ・カバー
※ i8 用はデラックスのみご用意しております。
デラックス（撥水／透湿タイプ）
i3 用 8215 2359 795 ¥58,850（¥53,500）
i8 用 8215 2407 506 ¥79,200（¥72,000）
• 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

i3 用 8215 2359 794

¥39,160（¥35,600）

• 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

i3 用 8215 2359 793

¥26,510（¥24,100）

• 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。
※写真は i8 装着例です。

※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。
※ボンネット・カバー、ボディ・カバーは、充電時やライン・コントロール装着時には使用できません。
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※取り付けには工賃が別途必要となります。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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スマートに充電。
BMW i をより快適に、
実用的にお使いいただくために。
BMW i を迅速、安全、そして簡単に充電できる個人宅用の充電ステーション、
それが、BMW i ウォールボックス・プラスです。
充電の状態が目に見えるので、サスティナブルな自動車を所有しているという実感
が涌いてきます。BMW i ウォールボックス・プラスは自動で充電を開始、
i3 は約 12 〜 13 時間、i8 は約 4 時間で満充電することができます。
充電を中止するにはストップ・ボタンを押すだけです。

BMW i ウォールボックス・プラス
6190 2420 909 ¥167,200（¥152,000）
※充電時には、充電スタンドや充電ケーブルに近づかないでください。
※充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、植込み型心臓ペースメー
カーおよび除細動機能なし植込み型両心室ベーシングバルスジェネレーターを
装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方にお願いして
ください。
※設置工事など、詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および
BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

BMW i 充電ケーブル（写真非掲載）
6144 8648 050 ¥73,150（¥66,500）
車載標準装備品の家庭用普通充電ケーブル。
自宅の EV 専用コンセントからいつでも充電が可能です。
※ 保護等級 IP 44 へ対応していますが、完全防水ではありません。
お使い頂く状況によっては注意が必要です。

• 重量：約 3kg
• コントロールボックス寸法（cm）：約 27.5 × 10 × 6.5（H × W × D）
• ケーブル長：約 7.5m

※写真は日本仕様とは異なります。i3 の充電ポートの位置はフロント・バンパー中央部になります。
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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。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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ドライブ前にタイヤをチェックしていますか ?
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。
●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。

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

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

非常停止表示板
7160 6770 487 ¥3,476（¥3,160）

ライフ・ライトⅡ
8229 2459 647 ¥4,246（¥3,860）

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。

夜間でも約 200m 以上の視認性を誇り、雨天 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
でも使用可能（日常生活防水）な緊急点滅信号 （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。
灯です。マグネット付きでお車のボンネット、 GS マーク取得済。
フェンダー等への固定が可能です。
Plus は、金属ヘッドと安全性を考慮したカッ Evolution は、セラミックヘッドと安全性を考慮
ター部からなり、車に閉じ込められた際にカッ したカッター部からなり、車に閉じ込められた
ター部でシート・ベルトを切断し、ハンマーでサ 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
イド・ウインドー・ガラスを割って脱出します。
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

タイヤ／ホイール・カバー
L サイズ用
8200 0403 607 ¥5,610（¥5,100）
18 インチ以上 21 インチまで。

ポータブル・エア・コンプレッサー
8319 0397 523 ¥7,326（¥6,660）

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

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

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。

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。
専用収納袋付き。
ハゼット／ HAZET 社製。

BMW 純正ホイール専用の非酸性クリーナー。

※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
8229 2447 381 ¥924（¥840）
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。
底部マグネット付き。
※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。

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 i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。

※クリスタル・ホワイト・パール・エフェクトの設定はありません。

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

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

ワーク・グローブ
8319 2180 558 ※本商品は販売が終了しました。

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。

アピール力の高いエマージェンシー・カラーで、
路上故障などの非常事態を後続車両に明確に
伝えます。

タイヤ交換及びその他作業を行うときに
使用する作業用グローブです。

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。
詳細は最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにご確認ください。
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。

• ソリッド・カラー
¥2,046（¥1,860）
5191 0301 947 フルード・ブラック
各 ¥3,806（¥3,460）
5191 2351 354 アラバニ・グレー
5191 2351 355 カパリス・ホワイト

• メタリック・カラー
各 ¥2,266（¥2,060）
5191 2148 503 ソフィスト・グレー・
ブリリアント・エフェクト

5191 2148 494 インペリアル・ブルー
¥2,640（¥2,400）
5191 0429 337 メルボルン・レッド
各 ¥4,070（¥3,700）
5191 2405 161 プラチナ・シルバー
5191 2360 611 ミネラル・グレー
各 ¥4,246（¥3,860）
5191 2351 358 アンデサイト・シルバー
5191 2351 356 ローレル・グレー
5191 2351 359 アイオニック・シルバー
5191 2351 357 ソーラー・オレンジ
5191 2351 361 プロトニック・ブルー

ボディ・カラーとアクセント・カラーの組み合わせは、下記をご参照ください。
コード NO.

B74
B85
C2W
コード NO.

B72
B78
B79
B81
C22
C23
C01
B96
B97
C1W
C01
C32
C2U
C2V

ソリッド・カラー
アラバニ・グレー／ BMW i ブルー・アクセント
カパリス・ホワイト／ BMW i ブルー・アクセント
フルード・ブラック／ BMW i ブルー・アクセント
メタリック・カラー
アイオニック・シルバー／ BMW i ブルー・アクセント
ソーラー・オレンジ／フローズン・グレー・メタリック・アクセント
ローレル・グレー／ BMW i ブルー・アクセント
アンデサイト・シルバー／ BMW i ブルー・アクセント
ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト／フローズン・グレー・メタリック・アクセント
ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト／ BMW i ブルー・アクセント
プロトニック・ブルー／フローズン・グレー・メタリック・アクセント
クリスタル・ホワイト・パール・エフェクト／フローズン・グレー・メタリック・アクセント
クリスタル・ホワイト・パール・エフェクト／ BMW i ブルー・アクセント
インペリアル・ブルー／フローズン・グレー・メタリック・アクセント
プロトニック・ブルー／フローズン・グレー・メタリック・アクセント
メルボルン・レッド／フローズン・グレー・メタリック・アクセント
プラチナ・シルバー／ BMW i ブルー・アクセント
ミネラル・グレー／ BMW i ブルー・アクセント

¥4,840（¥4,400）
5191 2360 630 フローズン・グレー・メタリック・アクセント
¥5,060（¥4,600）
5191 2351 360 BMW i ブルー・アクセント
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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。
詳細につきましては、最寄りの BMW i 販売店および BMW 正規ディーラーにお問い合わせください。
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INNOVATION.
IDEAS THAT HAVE A FUTURE.
持続可能性とイノベーション

BMW i は未来志向のモビリティを表現
インテリジェントなアイテム、持続可能性とプレミアムな品質、イノベーション、
斬新なデザインがコラボレーションされた BMW i Collection.

BMW i ジャケット（メンズ） 各 ¥43,780（¥39,800）
グレー S-XXL 8014 2454 803-807

BMW i ジャケット（レディース） 各 ¥43,780（¥39,800）
グレー XS-XL 8014 2454 818-822

独特なカッティングのラグラン袖
再生紙で作られたボタンが隠された比翼仕立て、トープの裏地
左胸 内側にサングラスなどを掛けられるホルダー／下部に小さな内ポケット
右胸にジッパー付き内ポケット、両サイドにポケット
左裾に BMW i のメタル・ロゴ

独特なカッティングのラグラン袖、アシンメトリーなフォルム
切込みが入った袖口
再生紙で作られたボタンが隠された比翼仕立て
右胸 内側にサングラスなどを掛けられるホルダー
左胸にジッパー付き内ポケット、両サイドにポケット
左裾に BMW i のメタル・ロゴ

素材：オーガニック・コットン 100%
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BMW i T シャツ（メンズ） 各 ¥8,910（¥8,100）
トープ S-XXL 8014 2454 793-797

BMW i T シャツ（レディース） 各 ¥8,910（¥8,100）
トープ XS-XL 8014 2454 808-812

首回りと袖はカット・オフ、独特なカッティング
アシンメトリーなフォルム
左裾に立体的な BMW i ロゴ

首回りと袖はカット・オフ、独特なカッティング
ゆるやかなラウンド・ヘム
左裾に立体的な BMW i ロゴ

素材 シングルジャージー：テンセル 64%、
オーガニックコットン 32%、
エラステン 4%

素材 シングルジャージー：テンセル 64%、
オーガニックコットン 32%、
エラステン 4%

※ 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。

素材：オーガニック・コットン 100%
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BMW i ロングスリーブ（メンズ） 各 ¥11,880（¥10,800）
グレー S-XXL 8014 2454 798-802

BMW i バック・パック
グレー 8022 2454 823 ¥42,900（¥39,000）

オーガニック・コットンと世界的な再生繊維メーカーのレンチング社のテンセル ® 繊維を使用した
ストレッチ性のあるロングスリーブ
スタンド・カラー、独特なカッティング、ラグラン袖、後身頃が若干長め
左裾に立体的な BMW i ロゴ

りんごの繊維を使用したイミテーション・レザー製バック・パック
長さ調節可能なショルダー・ストラップ
背面 右側にラップトップを収納できるジッパー・ポケット
内部 バック側にジッパー・ポケット、フロント側にペン・ホルダー 3 つ、
カード・ケース 3 つ、オープン・ポケット 1 つ
ゆったりとした大きなメイン・コンパートメントの開口部はマグネット開閉式
便利なキャリー・ハンドル付き

素材：テンセル 64%、オーガニック・コットン 32%、エラステン 4%

イタリア製
素材 外側：りんご 50%、ポリウレタン 50%
裏地：リサイクル・ポリエステル

フロント 右下に
BMW i ロゴの刻印

BMW i バッグ ̶ i8 ROADSTER EDITION

BMW i ペンシル・セット

コッパー 8022 2454 880 ¥107,800（¥98,000）

グレー 8024 2454 828 ¥4,840（¥4,400）

BMW i8 ロードスター専用インテリア・カラーの E- コッパーと同色のナッパ・レザー
同素材のタグとジッパー・プル付き
開口部はダブル・ジッパー、金具はガン・メタリック
内部 バック側にジッパー・ポケット、フロント側にペン・ホルダー、カード・ケース、オープン・ポケット
フロント上部に Roadster のエンボス加工のロゴ
イタリア製
素材 外側：ナッパ・レザー 100%
内側：コットン 100%
サイズ：約 35 × 50 × 23cm

ペンシル 2 本とペンシル・ケースのセット
ペンシル・ケースは、服飾職人によるハンドメイド
BMW i モデルの生産時に出る端材（セルビッジ）を利用して作られた 2 本のペンシル
（BMW i ロゴ入り、鉛筆硬度 B、直径 8 mm）
BMW i ロゴ型押し入りのレザー製ケース
ケースには高さ 約 24cm、厚さ 約 2cm のノートに取り付け可能なゴム・バンド付き
ドイツ製
素材 ペンシル：オーガニック・ポリマー、亜麻繊維、セルビッジ（端材）
ケース：レザー（牛革）

フロント 右下に

i8 のエンボス加工のロゴ
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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。
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BMW i ジャンプ・スーツ（レディース）

BMW i ジャケット

各 ¥47,520（¥43,200）
カーボン・グレー S-L 8014 2411 509-511

各 ¥54,340（¥49,400）
カーボン・グレー
レディース XS-XL 8014 2411 512-516
メンズ
S-XXL 8014 2411 484-488

＜上着部分＞
ステッチ入りのクルーネック・デザイン、フロント中央にジッパー
袖口には隠れプレス・ボタン、左裾に BMW i ロゴ・ピン
上着裾はパンツをファスナーで付けた時に下側へ
＜パンツ部分＞
プリーツ 2 本入り、裾はダブル、ウエストには隠れたボタン
後ろ右側に飾りの縁布付きポケット
後ろ左側に BMW i ロゴ・ピン

体にフィットするスリムなシルエット、
フロント両脇にジッパー・ポケット、
襟部分の切り替え無し
ライニングにはエレクトリック・ブルーのパイピング、
内ポケット付き
素材：2 種類の生地のコンビネーション
• コットン 50%、ポリエステル 50%
• コットン 47%、ポリエステル 53%

素材：キュプラ 52%、テンセル 48%

ライニング（裏地）
：ビスコース 52%、
ポリエステル 48%

レディース

メンズ

フロントの左裾、
ジッパー・ポケットの横に
BMW i ロゴ・ピン

BMW i ラップトップ・バッグ
カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー 8022 2411 540 ¥20,350（¥18,500）
ノート PC をしっかりと包む、ノート PC 用バッグ
1 つで 2 役：ノート PC ケース（13 インチまで）／デスク・パッド（左右にエレクトリック・ブルーのマウス・パッド）
フラップにはマジック・テープ
素材：再生 PET45%、子牛革 3%、フランネル 45%、PU レザー 7%
サイズ：約 28 × 36 × 2.5cm、約 76 × 73.5cm（開いた状態）

BMW i ジャンプ・スーツは
ウエストの隠れたジッパーによって
上着とパンツは別々に着用可能

フロントの右下に
BMW i メタル・ロゴ

BMW i カーディガン（レディース）

BMW i トップス（レディース）

BMW i バッグ

各 ¥25,520（¥23,200）
カーボン・グレー

各 ¥25,520（¥23,200）
ホワイト

カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー
8022 2411 538 ¥16,830（¥15,300）

XS-XL 8014 2411 504-508

XS-XL 8014 2411 499-503

アシンメトリーにデザインされた
襟とフロント
ライニングなし
裏側の切り替え部分は、
エレクトリック・ブルーの
バイヤス･テープで縫製

前身頃の丈は短く、
後身頃は長めのデザイン
サイドの切り替えと袖ぐりに
続けてジッパーを使用することで、
袖ぐりは調節可能

メイン収納部の開閉口には、メタル・ジッパーを採用
内側にはジッパー・ポケットとスリップ・ポケット
長さ調節可能なショルダー・ストラップ
2 本の手持ち手は丈夫なテープに裏打ちされたレザー
フロントの持ち手部分に、ブラインド・エンボス（空浮き出し）加工の BMW ロゴ
フロントの右下に BMW i メタル・ロゴ
エレクトリック・ブルーのライニングは撥水加工済み

素材：キュプラ 52%、
テンセル 48%

素材：コットン 86%、
ポリアミド 13%、
ポリウレタン 1%

フロントの左裾には
BMW i ロゴ・ピン

素材：再生 PET 34%、子牛革 14%、ポリエステル 52%
ライニング（裏地）
：ポリエステル 100%
サイズ：約 42 × 33 × 9cm 容量：約 19.2 ℓ

左裾に BMW i ロゴ・ピン

フロントの右下に

BMW i メタル・ロゴ
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BMW i レザー・バッグ
カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー
8022 2411 542 ¥61,600（¥56,000）
メタル・パーツはガンメタル・グレー、カーボン製ジッパー・プル、レザー製ラゲージ・タグ
長さ調節可能なレザー製ストラップは、ショルダー・パッド付き
縁にはエレクトリック・ブルーのペイント
＜メインの収納部の開口部にはジッパー＞
内側にはジッパー付きコンパートメント、タブレット用ポケット、
伸縮素材のオフィス・コンパートメントには、携帯電話、名刺、ペン等、様々なアイテムの収納に最適
ノート PC 用コンパートメントはクッション素材入り
布製バッグ（保管用バッグ）はオーガニック・コットン素材で、ショッピング・バッグとしての利用も可

BMW i ロゴ入りで、バンドはエレクトリック・ブルー
製造：イタリア製
素材 表地：ナッパ・レザー 100%、メタル・パーツ
ライニング（裏地）
：ポリエステル 100%
サイズ：約 38 × 27 × 9cm

BMW i モバイルフォン・ケース

BMW i タブレット・ケース

カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー
8021 2411 531 ¥6,820（¥6,200）

カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー
8021 2411 532 ¥8,360（¥7,600）

素材：再生 PET27%、子牛革 8%、
フランネル 65%
サイズ：約 185 × 105 × 15mm（H × W × D）

素材：再生 PET28%、子牛革 10%、
フランネル 62%
サイズ：約 315 × 220 x15 mm（H × W × D）

内側にはエレクトリック・ブルーの柔らかなライニング
バックにはスリップ・ポケット付き
2 個のマグネット・クロージャー付き
フラップの背面にはエンボス加工の BMW ロゴ
フラップのフロントに
BMW i メタル・ロゴ

BMW i レザー・バッグ、
BMW i ウィークエンダー・レザー・バッグのフロントの右下に
エンボス加工された BMW i ロゴ

BMW i ウィークエンダー・レザー・バッグ
カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー
8022 2411 541 ¥99,000（¥90,000）
メタル・パーツはガンメタル・グレー、カーボン製ジッパー・プル、
レザー製ラゲージ・タグ
長さ調節可能なレザー製ストラップ
縁にはエレクトリック・ブルーのペイント
メイン収納部と BMW i ラインのジッパー付き内ポケット
伸縮素材のオフィス・コンパートメントには、携帯電話、名刺、ペン等、
様々なアイテムの収納に最適
布製バッグ（保管用バッグ）はオーガニック・コットン素材で、
ショッピング・バッグとしての利用も可
BMW i ロゴ入りで、バンドはエレクトリック・ブルー
製造：イタリア製
素材：表地／ナッパ・レザー 100%、メタル・パーツ
ライニング（裏地）
：ポリエステル 100%
サイズ：約 50 × 35 × 23cm 容量：約 35 ℓ
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BMW i ネック・ストラップ レザー

BMW i キー・リング レザー

カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー
8023 2411 535 ¥6,380（¥5,800）

カーボン・グレー／エレクトリック・ブルー
8027 2411 533 ¥5,170（¥4,700）

ナッパ・レザーにメタル製の付属品が付いた
ネック・ストラップ
ブルーの縁取り
長さ調節可能
BMW ロゴと BMW i ロゴのレーザー刻印

ナッパ・レザーにメタル製の
付属品が付いたキー・リング
エレクトリック・ブルーの縁取りとステッチ
BMW ロゴのシルバー・カラーのチャーム
BMW i ロゴのレーザー刻印

製造：イタリア製
素材：ナッパレザー、付属品／メタル
長さ：約 105cm
リング：外径約 37mm、内径約 30mm

製造：イタリア製
素材：ナッパレザー、付属品／メタル
長さ：約 14cm（リング含む）
リング：外径約 37mm、内径約 30mm
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フロントの左裾には
BMW i の立体的なロゴ

フロントの左裾には
BMW i の立体的なロゴ

BMW i T シャツ Vision（メンズ）

BMW i T シャツ（レディース）

ホワイト 各 ¥8,360（¥7,600）

ブルー 各 ¥8,360（¥7,600）

S-XXL 8014 2411 474-478

XS-XL 8014 2411 494-498

V ネックはエラステイン素材の 1 × 1 リブ

ドレープ・ネックの半袖 T シャツ、肩部分にプリーツ
ネック・テープは同系色のシングル・ジャージ
バックの右裾には、同色系の水性プリントで
"ABILITY TO SUSTAIN" の文字
裾と袖口に同系色のダブル・ステッチ

ネック・テープはエレクトリック・ブルーのシングル・ジャージ
ネック・ラインに沿って、シングル・ステッチ
胸元には 2 段階のグレーのグラデーションで水性プリントされた "VISION" の文字
バックの右裾には、水性プリントされた "ABILITY TO SUSTAIN" の文字
裾と袖口にダブル・ステッチ
BMW i 専用化粧箱入り、箱の切り込みに沿って切り取れば、紙のハンガーに

素材：オーガニック・コットン 50%、モーダル 50%

素材：オーガニック・コットン 100%

優先するのはサステナビリティ（持続可能性）
BMW i スウェット・ジャケット（メンズ）

BMW i スウェット・ジャケット（レディース）

BMW i キャップ Vision

ミックス・グレー 各 ¥16,830（¥15,300）

ミックス・グレー 各 ¥16,830（¥15,300）

ホワイト 8016 2411 525 ¥6,380（¥5,800）

S-XXL 8014 2411 469-473

S-XL 8014 2411 490-493

幅広の立ち襟を採用、襟縁には、シングル・ジャージの同色パイピング
裾と袖口はエラステイン素材の 1 × 1 リブ
ネック・テープはエレクトリック・ブルーのシングル・ジャージ
アシンメトリックなフロントにはシルバー・カラーのジッパー、
ジッパー・テープには、エレクトリック・ブルーのステッチ
サイドの切り替えには、ウエルト・ポケット
内側にはエレクトリック・ブルーの
フラット・ロック・ステッチが施された切り替え
右裾には "ABILITY TO SUSTAIN"（持続する能力）の水性プリント、
フロントの左裾には BMW i ロゴ・ピン

折り返された大きなフード、フード内側は同系色のシングル・ジャージ、
フード内側の切り替え部分には、エレクトリック・ブルーの太糸で施されたステッチ
切り替え部分はエレクトリック・ブルーのフラット・ロック・ステッチ
後ろ身頃は丈が長く、裾を丸くカット、
右裾には "ABILITY TO SUSTAIN" の水性プリント、
フロントの左裾には BMW i ロゴ・ピン
袖口は細めで、エラステイン素材の 1 × 1 リブ
裾は、シングル・ジャージ素材のバインディング縫製
ネック・テープはエレクトリック・ブルーのシングル・ジャージ
フロントにはシルバー・カラーのジッパー、
ジッパー・テープには、エレクトリック・ブルーのステッチ
フロント左右の裾に設けられたシルバー・カラーの
オープン・エンド・ジッパーによって裾の幅を調節
ジッパーの下には隠れスリップ・ポケット、ポケット内側はエレクトリック・ブルー

6 パネルのキャップ
ツバのパイピングとスウェット・バンドは
コントラスト・カラーのライト・グレー
ライト・グレーのバイアス・テープ
ツバの表側には、同系色の 5 本ステッチ
ツバ裏には光沢のあるラバー・プリントで "VISION" の文字
ライト・グレーのスウェット・バンドには単色の
"ABILITY TO SUSTAIN" の文字

素材：オーガニック・コットン 100%

素材：コットン 51%、再生ポリエステル 49%

素材：オーガニック・コットン 100%
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BMW i キャップ
8016 2359 286 ¥6,600（¥6,000）
※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。
立体的な BMW i ロゴ付きのスタイリッシュなキャップ
メタル・バックルによってサイズが調節で、
いつもぴったりとフィット
環境に優しい厚紙にサイン入り
素材：コットン 100%
フリー・サイズ

BMW i T シャツ i8 プリント（キッズ）

BMW i T シャツ i8（メンズ）

ミックス・グレー 各 ¥5,170（¥4,700）

ミックス・グレー 各 ¥6,820（¥6,200）

サイズ：104 / 116 / 128 / 140 / 152

M-XXL 8014 2411 480-483

ラウンド・ネックはエラステイン素材の 1 × 1 リブ
ネック・テープはエレクトリック・ブルーのシングル・ジャージ
ネック・ラインに沿って、シングル・ステッチ
フロントには i8 モデルの水性プリント
裾と袖口にエレクトリック・ブルーのダブル・ステッチ
左裾には BMW i ロゴ・ラベル

ラウンド・ネックはエラステイン素材の 1 × 1 リブ
ネック・テープはエレクトリック・ブルーのシングル・ジャージ
ネック・ラインに沿って、同系色のシングル・ステッチ
前身頃には i8 モデルの水性プリント
バックの右裾には、水性のプレス・プリントされた
"ABILITY TO SUSTAIN" の文字
裾と袖口にダブル・ステッチ
前身頃の左裾には立体的な BMW i ロゴ

8014 2411 520-524

素材：オーガニック・コットン 100%

素材：オーガニック・コットン 100%

BMW i マグ・カップ
ホワイト／ブルー

8028 2411 529 ¥2,750（¥2,500）
外側は艶消し、内側は艶のあるブルーの上塗り

BMW i ロゴ・プリント
底に BMW ロゴ・プリント

素材：セラミック
サイズ：約 9.6（高さ）× 8.2（トップ径）× 6.2（底径）cm
容量：300ml

BMW i T シャツ（キッズ）
ホワイト 各 ¥6,820（¥6,200）
サイズ：104 / 116 /128 8014 2411 517-519
半袖の T シャツと、T シャツのプリントに塗り絵をしたり
絵を描いたりできる、テキスタイル用水性マーカーペン
5 色（黄、赤、青、緑、黒）の箱入りセット
フロントに i8 のフォト・プリント
ラウンド・ネックは、エラステン素材の 1 × 1 リブ
ネック・テープはエレクトリック・ブルーのシングル・ジャージ
裾と袖口のエレクトリック・ブルーのダブル・ステッチがアクセント
左裾には BMW i ロゴ
化粧箱の底板は i8 および i3 モデルの切り取りパンチ・ラインがあり、
切り抜いて遊べます。
素材：オーガニック・コットン 100%

BMW i ドリンク・ボトル
8023 2411 528 ¥5,170（¥4,700）

BMW i ドリンク・ボトル
8056 2359 288 ¥6,050（¥5,500）

二重構造で冷たい飲み物にも温かい飲み物にも使用可能
蓋はステンレス・スチールのリング状カバーと
ブルーのプラスチックで開閉式シリコンの飲み口
ブルーのシリコン製ハンド・ストラップ付き
蓋上部にはエンボス加工の BMW ロゴ
フロントに BMW i ロゴ・プリント

※本商品は在庫限りとなりますので、
予めご了承ください。

素材：Tritan ™ プラスチック・スモール・シリコン
サイズ：約 22（高さ）× 7（口径）cm
容量：330ml

30

※ 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。

フルーツやその他のハーブを入れられる
内蔵ストレーナー付き（取り外し可）
蓋に 3D の BMW ロゴ付き
本体下部に BMW i ロゴ・プリント
素材：Tritan ™ ラバー（ストラップ）
容量：750ml
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BMW i ソーラー・チャージャー
8029 2352 222 ¥7,326（¥6,660）
BMW i ロゴがデザインされた、ステンレス・スチール仕上げのソーラー・チャージャー
携帯電話や MP3 プレイヤーの充電に対応、様々な移動通信機器に対応するためのケーブル付き
）
アダブター付き（mini-USB、micro-USB、バレル・コネクター、iPhone 用プラグ〔3 以降対応〕

USB 出力：1 か所
バッテリー蓄電時間：ソーラー・パネル（太陽光）から蓄電で 12 〜 15 時間、
USB ケーブルを使用し USB ポートからの蓄電で 2 〜 3 時間
サイズ：約 13.5 × 6.5 × 1.3cm（H × W × D）
※ iPhone はモデルによりコネクタが異なるため、
変換アダプタが別途必要な場合があります。
詳細は最寄りの iPhone 販売店にご確認ください。

BMW i デスク・オーガナイザー
8024 2411 530 ¥2,750（¥2,500）
鉛筆やペン用ホルダー、カードや写真のスタンド、ノートパッド、クリップ等の小物用トレイ
蓋をすれば小さなボックスとなり、ちょっとしたプレゼントにぴったり
素材：FSC®（森林管理協議会）再生紙
サイズ：約 10 × 10 × 10cm

BMW i パワー・バンク
ポータブル充電器（デジタル 5V 機器）
8029 2411 536 ¥8,360（¥7,600）
モバイルフォン、タブレット、MP3、MP4 等のデジタル製品に対応
スマート、シンプルで、最新のデザイン
シルバー・カラーのアルミニウム・アロイ No.50 仕上げ
表側にウェイブ・ラインと BMW i ロゴ・プリント
裏側には BMW ロゴ
デュアル USB ポート
電池容量を LED 表示
USB 充電ケーブル付き
電池：ATL リチウム・ポリマー
電池容量：8000mAh
出力：USB ポート 1 = 5V2.1A
USB ポート 2 = 5V1A
計 5V3.1A
入力：5V2A
素材：メタル、アルミニウム、ステンレス・スチール、
シリコン、ABS プラスチック
サイズ：約 130 × 70 × 12mm
重量：約 250g

BMW i USB メモリー
16GB 8029 2352 224
¥6,556（¥5,960）
32GB 8029 2411 537
¥6,820（¥6,200）
※ 16GB は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。
BMW i ロゴがデザインされたマット・アルミ調 USB メモリー
BMW i ネック・ストラップにつなげられるリング付き
サイズ：全長 約 6.7cm、本体長さ 約 6cm
幅 約 2.9cm、厚さ 約 0.7cm

BMW i キー・リング
8027 2352 223 ¥3,366（¥3,060）
BMW i ロゴがデザインされたマット・アルミ調キー・リング
リングを引っ張ってひねる方式のスプリング・リング
全モデルの BMW 車両キーに対応
サイズ：全長 約 8.5cm、本体長さ 約 7.2cm、
幅 約 5.8cm、厚さ 約 0.8cm

重量：約 40g

BMW i ノート
8024 2411 527 ¥5,170（¥4,700）
カーボン・グレーのハード・カバー・ノート

160 頁、糸綴じ、丸角

表裏カバー共にエレクトリック・ブルーのステッチ入り
メタル製スライドは BMW i ロゴのデザイン
罫線はグレーの点線、14 ページにわたって BMW i に関する引用句や写真がプリント
後半 7 ページは、十字に切り取り線の入ったブランク、
紙縁にはエレクトリック・ブルーのカラー
エレクトリック・ブルーのブック・マーカー（紐）
ブラインド・エンボス（空浮き出し）加工された BMW ロゴ
裏表紙のカバーには文具用ポケット
素材：カバー／カートン＋帆布
スライド：メタル・カートン
帆布、FSC®（森林管理協議会）再生紙
サイズ：約 175 × 175mm
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オリーブの葉でなめした天然皮革やフェルト調の再生素材を使用
フェルト調の再生素材を使用したおしゃれなケース。
柔らかな素材で、キズや衝撃からモバイルフォンやタブレットを守りながら、スクリーンを保護します。
BMW ロゴ、BMW i ピンが付いています。

レディース

メンズ

BMW i ラップトップ・ケース
8022 2352 220 ¥9,196（¥8,360）

BMW i タブレット・ケース

BMW i T シャツ

各 ¥7,480（¥6,800）

8022 2359 290 ¥9,130（¥8,300）

高級感のあるラップトップ・ケース
BMW ロゴ、BMW i ピン付き

サイズ：約 28 × 21.4cm（H × W）

レディース XS-S
メンズ
S-L

8014 2359 271-272 ※ S サイズは在庫限りとなります。
8014 2359 276-278 ※ M / L サイズは在庫限りとなります。

肌触りの良いオーガニック・コットンを使用、
背中には水性プリントされた BMW i のマニフェスト、
胸元には BMW i ロゴ、裾に BMW i ラベル

サイズ：約 27 × 39.5cm

レディースはトレンドのスリムな V ネック T シャツ
メンズはクルーネック T シャツ
素材：オーガニック・コットン 100%

背中に水性プリントされた

BMW i のマニフェスト

BMW i ボールペン
8024 2352 226 ¥2,860（¥2,600）
※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。
BMW i ノートブックとの組み合わせがピッタリな
高品質のアルミ・マット仕上げを施したボールペン
インク芯は交換可能
キャップ先端に BMW ロゴ、BMW i ブルーの
カラー・クリップに BMW i ロゴ付き
サイズ：長さ 約 14cm ／直径 約 1cm

BMW i ノートブック
8023 2352 221 ¥4,510（¥4,100）

BMW i デスクトップ・オーガナイザー

内側にはノートを抑えたり交換するために透明な
TPU（熱可塑性ポリウレタン）を使用したノート
背表紙に BMW ロゴ、前面に BMW i ピン付き
サイズ：約 15 × 22 × 1.8cm（H × W × D）

ステンレス・スチール（メッキ加工）製本体に、
底面にラバーを採用内側にフェルト調素材を採用し、
オフィス・ステーショナリーを静かに効率的に整理整頓
BMW i ロゴ・ピン付き

BMW i ボールペン
8024 2413 008 ¥3,630（¥3,300）
艶消しホワイトの本体、シルバー・カラーのキャップ
エレクトリック・ブルーのクリップ
レーザーで刻印された BMW ロゴ
BMW i ロゴ・プリント
素材：ペン本体／メタル
クリップ／しんちゅう
※パーカー・タイプの代え芯と交換は可能ですが、
詳細は、文具店・専門店等でご確認ください。

8024 2359 289 ¥12,650（¥11,500）

素材：PET リサイクル素材、ステンレス・スチール
サイズ：約 18（縦）× 10.5（横）× 8（高さ）cm
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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。
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BMW i MINIATURES.

ミニチュア・カー BMW i3 1/43 スケール
各 ¥5,720（¥5,200）
8042 2320 105 ソーラー・オレンジ
8042 2320 102 アイオニック・シルバー
8042 2320 106 アンデサイト・シルバー

ソーラー・オレンジ

京商製
アイオニック・シルバー
アンデサイト・シルバー

トイ・カー BMW i8 1/64 スケール
8042 2336 843 ¥1,650（¥1,500）
Mandarin 製
重量：約 55g

ミニチュア・カー BMW i8 1/18 スケール
各 ¥20,460（¥18,600）
8043 2336 840 プロトニック・ブルー
8043 2336 841 クリスタル・ホワイト・パール・エフェクト ※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。
8043 2336 842 ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト
ドアが開閉可能なミニチュア・カー
対象年齢：14 歳以上
Jaditoys Ltd. 製

トイ・カー BMW i3 1/64 スケール
8042 2320 228 ¥990（¥900）
Jaditoys Ltd. 製
重量：約 45g

ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト

※ミニチュア・カーは数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。
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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。
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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 i 販売店および 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 BMW i3 / i8 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 i カスタマー・インタラクション・センター
BMW i に関するご質問やお問い合せなどは、BMW i カスタマー・インタラクション・センターで承ります。

0120-201-438（年中無休

受付時間 9：00 - 19：00）

※ 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。

