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ACCESSORI ORIGINALI



期待を超えて。
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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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ディテールから感情が生まれる。





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。



スポーツシート
スタイルや安全性はそのままの本物のレーシング環境向けの完璧なシート。

スポーツタイヤ
Pirelli は、お客様の Aventador 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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センターロックシステム

アルマイトレッド

アルマイトゴールド

アルマイトブラック

センターロックリム

シャイニーブラック

消火器キット
すべてのドライビング条件で、何よりも安全を重視します。 

センターロック変換およびリムキット
アウトモービリ・ランボルギーニが特別にセレクトし、軽量かつ耐久性に優れた
アルミニウム合金から鍛造されたセンターロック変換キットと専用 7 スポー
クリムは、Aventador を他にはないスポーティでユニークなルックに仕上
げています。
すべての Aventador バージョンに装備可能で、キットは標準タイヤ
に対応します。追加の型式の承認は必要ありません。 



レーシングラジエーター
エンジンの冷却が改良されたことで、常にどのような天候で
も、パフォーマンスが向上しました。

トラック・アンド・プレイ
Accessori Originali、トラック・アンド・プレイでは、あなた自身 

のテレメトリートラッキングとビデオ録画センターを提供します。
パワフルで軽量のコントロールユニットは車に簡単にインストールで

き、App Store からアプリをダウンロードすることができます。
あなたのトラックを作成または選択します。その後、あなたの運転能力のあ

らゆる側面を解析することで、あなたの全体的な能力を測定します。 
加速、スピード、ギア、重力加速度、ステアリングアングル、タイヤ圧、RPM は、

トラック・アンド・プレイが読み取り、記録、解析できるデータの一例にすぎません。ま
た Data Syncing (データ同期) 機能により、ランボルギーニに乗る時のあなたのスキル

を世界中に見せることができます。
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究極のテレメトリー体験：
• インストールが容易
• 56 のあらかじめロードされているサーキットに加え、Track Creator 機能
• Aventador のカスタマイズ ダッシュボード
• HD ビデオ録画およびテレメトリーデータの自動同期 
• 比較「ゴースト」機能
• パフォーマンスの完全解析 





エクステリア
カーボンファイバー製の傑作。
精密な作業で 120 時間かけて作られます。



固定エアインテーク
Aventador の V12 の冷却が主な機能である固定エアインテークのこ
のセットは、頑丈でありながら軽量のカーボンファイバーを表面に使
用しており、標準のインテークに代わるものです。
シャイニー仕上げとマット仕上げがございます。

SV ブランドロゴ
Aventador SV のグリル専用に設計されたクロム鋼製のロゴは、車両後部の

高温にも耐えられるようになっております。Super Veloce をカスタマイズする
個性的なディテールをお探しのオーナー様にお勧めいたします。
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カーボンファイバー エアロダイナミクス キット
新テクノロジー、エアロダイナミクス キットは、所有される Aventador にアグレッシブ
なカーボンファイバー製フロントスプリッターとオリジナルカーボンファイバーノル
ダーを搭載し、細部にまでこだわった限定されたルックスにしています。
正確なエアロダイナミクス解析は、安全性やドライバビリティを損なうことな
く、すべての条件において高パフォーマンスをお約束します。 
Aventador S Coupé および Roadster のベーシックキットや「プラス」キ
ットとしてお使いいただけ、エクステリアのカーボンファイバーの全
体をアップグレードします。



カーボンファイバー リアビュー ミラー
Aventador に、軽量でありながら、カーボンファイバーの強さとスポーティさを与えま

す。これらのミラーは、シャイニー仕上げとマット仕上げからお選びいただけます。

カーボンファイバー フロント ルーバー
フロント ルーバーは、Aventador のすべてのバージョンに適用するよ
うに開発され、アグレッシブなルックスを作り出します。また、追加
されたカーボンファイバーのタッチが車両のエクステリアを完成
させます。
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カーボンファイバー エンジン コンポーネント 
Accessori Originaliは、エンジンコンパートメントに仕上げのタッチを加えるのに必
要な部品：エンジンベイシールド、T エンジンカバー、X フレームサポートセットを
提供します。
すべてカーボンファイバー製で、熱に強いクリアコートで保護されており、ウ
ルトラスポーティでハイテクなビジュアル効果をもたらします。 



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完成しました。

LEIRION

ブロンズ

シャイニーブラック 

シャイニーブラック 
ゴールドボルト

シャイニーブラック 
レッドボルト

シャイニーブラック
ブラックボルト

7RAZZE
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DIONE

マットシルバー 

シャイニーシルバー 

シャイニーブラック

IPERIONE

シャイニーシルバー 

シャイニーブラック 

マットブラック 

チタンマット

ゴールドマット 

ダイヤモンド仕上げ

DIANTHUS

シャイニーシルバー 

シャイニーブラック 

チタンマット

NIREO



カーボンファイバー ハード トップ 
Aventador Roadster の不可欠な要素であり、ハードトップを作る 2つの製品はカーボ
ンファイバーからできています。最高の剛性と非常に軽量であることが特徴です。
Aventador のルックを完成させる以下の仕上げから 1 つお選びください。

シャイニーブラック 

マットブラック 

カーボンファイバー

FORGED COMPOSITE
（フォージド・コンポジット）
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カーボンファイバー エクステリア キット
ランボルギーニは、手作りの職人の技の長い伝統を守りつつ、カーボンファ
イバーなどのハイテク材料も使用するという長い歴史を持っています。
すべてのアクセサリーは、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。 

カーボンファイバー
エンジン ボンネット

軽量、剛性、および独特のルックスは、カーボンファイバー  
エンジン ボンネットにより得られる特徴のほんの一部です。 



FORGED COMPOSITE エクステリアおよび 
インテリアキット 
刷新されたアグレッシブなルックスの新しい網目パターンで、 
剛性と軽量の点から最高のパフォーマンスを約束します。
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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、Aventador 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。
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センター エステティック 
グリル キット 
耐熱性リアスポーツグリルで、エキゾーストを囲い、汚れや
ごみから保護します。

透明エンジン 
ボンネット

Aventador に搭載されている強力な吸気 V12 エンジンは、最も
重要な役割を果たし、見られる価値があります。

これこそ、この透明なボンネットが設計された理由です。  



リア スポイラー コントロール
あなた自身のコマンドで動くリアウィング ポジショニング 
テクノロジー。車両が停止しているときでもコマンド可能です。

ショック アブソーバー キット
お手持ちの標準ショック アブソーバーまたはコンフォート ショック  

アブソーバーと合わせて使用するカラースプリングです。 

イエロー

ブラック 
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カラー ブレーキ キャリパー キット
私たちは、車の重量を減らすために情熱を持って仕事をしています。だからこそ、
耐用期間が非常に長いだけでなく、従来のブレーキを比べて大幅に軽量なカー
ボンセラミックブレーキを使用します。 

レッド 

ブラック 

シルバー 

ブルー 

イエロー

アシッドグリーン 

オレンジ





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。



カーボンファイバー フロアマット
Accessori Originaliは、あなたのランボルギーニのあらゆるディテールを考慮して
いますので、フロアマットでさえもカスタマイズすることができます。 

フロアマット用カスタマイズ  
プラグ セット
あなたの車の名前を入れたり、お好きなロゴを入れること
ができ、あなたのフロアマットを特別なタッチのスタイ
ルに仕上げてください。

カスタマイズ エッジ付きフロア マット
カーボンファイバー、レザー、そしてステッチのスタイリッシュな組み合わせで、

あなたのランボルギーニのカラーや仕上げに完全にマッチするカスタマイズ製
品ができあがります。

もちろん、クラシックなルックスがお好みの場合は、標準フロアマットにカスタマイズレ
ザー エッジ トリムをお選びいただくことも可能です。 
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カラーシートベルト
カスタマイゼーションのオプションをレザー、Alcantara®、そしてカーボンファイバー
のみに限定すると、それに満足できない人が出てくるかもしれません。カラーを選
べるランボルギーニのシートベルトは、最大限の安全性を確保するのに加え、
パッセンジャー コンパートメントを明るくするカラータッチを与えます。

カップ ホルダー キット
車内の快適性を犠牲にしないリミットレスなパフォーマンス 。

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。



カーボンファイバー インテリア キット
弾力性が強く 非常に軽いカーボンファイバーは、自動車産業では未来の材料とし
て認識されています。
当社の 2 つの研究センターでは、デザイナーが革新的な構造と製造方法を日
々開発し、車両重量を減少させ、その結果としてパフォーマンスを向上させ
ようと努力しています。 
当社のカーボンファイバー製品には、センターコンソール、ダッシュボ
ード、キックプレート、ハンドル等が含まれ、カーボンファイバー製
と forged composite（フォージド・コンポジット）製からお選びい
ただけます。

カーボンファイバー

FORGED COMPOSITE
（フォージド・コンポジット）

電気暖房シート
キット 
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カーボンファイバー キック プレート
お手持ちのランボルギーニの扉を開くたびに、そのDNAを伝えてください。 

カスタマイズ カーボンファイバー  
キック プレート

このカーボンファイバー製キックプレートは非常にユニークなタッチを与
え、あなたの望みどおりにランボルギーニをカスタマイズします。

エナメル加工バージョンと圧水彫りを施したアルミニウムインサート付きバージ
ョンがございます。 
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携帯電話ホルダー
携帯電話ホルダーは、外観を犠牲にすることなく、Aventador 
内部の便利な面を増加させるために設計されました。

カスタマイズ ステアリング 
ホイール

あなたのランボルギーニのインテリアには欠かせないステアリン
グホイールは、Accessori Originali プログラムにより、フルカスタマイ

ズが可能になりました。 





マルチメディア
イノベーションは偶然ではなく、
努力の集大成です。



HOMELINK 
Lamborghini Homelink には簡単にプログラムできるボタンが 
3 つ搭載されており、3 つの異なる場所にある
レージの扉やゲートを開閉することができます。便利で、安
全、そしてコンパクトです。
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DAB キット
あなたのランボルギーニに高品質オーディオシグナルを。
当社のデジタル・オーディオ・ブロードキャスティングシステムは、アナログシス
テムの典型的な干渉がなく、すばらしいシグナルの品質をお約束します。 





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。



ラゲッジ セット
Piquadro の協力でデザインされたこのラゲッジセットは、あなたの 
Aventador に完璧にフィットするように仕立てられており、ディテールや仕上げ
には最高レベルのこだわりを持って作られています。 



ユーサビリティ / 47

ハード トップ バッグ
あなたの Aventador Roadster のハードトップを使用していないときに保管す
るための、エレガントでスタイリッシュなバッグのセットです。 

書類ホルダー
お客様のランボルギーニのすべての運転の書類を保持するために

設計されたスタディケースです。グローブボックスに入れて安全に保
管することができます。



コンビニエンス ネット
車内の快適性を犠牲にしないリミットレスなパフォーマンス。

リフティングシステム
ボタンを押すだけで、Aventador のリフティングシステムが起動
し、車両のフロントアクスルが上昇して障害物をより簡単に乗り

越えることができるようになります。
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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。



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、Aventador を納車初日から確実に保護します。
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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
特別なシチュエーションに使う車には、適切な充電したバッテリ

ーが欠かせません。
この装置は、あなたの車のバッテリーを充電した状態、つまりいつでも

発車できる状態に維持します。 



インドアカーカバー
インターロック生地で作られたインドアカバーは、車を完璧に保護します。ダストプ
ルーフ、ノンスクラッチカバーには、ランボルギーニのエンブレムが描かれ、長期
間、短期間に関わらず、車を保管する際に完璧に保護してくれます。 
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カーボン調カーカバー
保護の点で究極を求めるお客様のため、Accessori Originali ではカーボン調の生
地を使用した高級カバーをご用意しております。これは、伸縮性に富み、呼吸し、水
やオイルをはじき、紫外線をブロックし、さらに防火性能を有しています。
さらに、スポーティでエレガントなルックの表面仕上げが特徴です。 

シート カバーおよびステ
アリング ホイール カバー

あなたの Aventador のシートとステアリングホイールは、
熟練の職人が何時間にも及ぶ骨の折れる作業を行って作ら

れています。だからこそ、Aventador のこれらの部品は屋内であ
っても保護する必要があるのです。

ステアリング ホイール カバーとシート カバーは、耐久性に優れた伸
縮性生地を使用しており、ランボルギーニのエンブレムがつけられてい

ます。また、車を使用していないときでも車をきちんとケアしたいと願う方
に完璧なソリューションです。 



衛星盗難防止システム
この安全で信頼性の高い追跡システムにより、盗難の兆候があると、エ
ンジンイグニッションシステムは遠隔ブロックされます。
現在の所、世界で最も高度な盗難防止システムです。 

ハードトップ ブリッジ 
保護透明 

フィルム
ハードトップを繰り返し組み立てたり、取り外したりすることが原因による傷

からハードトップ ブリッジの表面を保護するためのフィルムです。
Aventador Roadster の保護には欠かせません。 
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デジタル圧力ゲージ
使いやすく、プログラム可能なこの圧力ゲージは、本体はブ
ラックのアルマイト処理アルミ製です。
タイヤの圧力点検に使用し、あらゆる条件で最高のパフォ
ーマンスを約束します。 

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。 



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。
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