
ACCESSORI ORIGINALI AVENTADOR
AUTOMOBILI LAMBORGHINI



私たちの情熱は無限で妥協を知り
ません。

ランボルギーニは1963年以来、サンタアガタ・ボロネーゼで伝説的なスーパース
ポーツカーを製造し続けています。ランボルギーニの車はひとつひとつ手作業で
作られ、完璧を求める精神と最新技術が融合しています。こうした価値観は車の
製造だけでなく、特にAccessori Originaliの制作に至るまで浸透しています。
すべてのアクセサリーは卓越した品質や最先端の技術、ランボルギーニの特徴的
デザインを備え、細部に至るまで注目を集めます。
追い求めるゴールは同じです。 顧客の期待を上回る質とサービスを提供してい
きます。
ランボルギーニのAccessori Originaliは乗る人が個性を存分に発揮することを
可能にし、ランボルギーニはまさにあなただけの一台になるでしょう。

Automobili Lamborghini Accessori Originali :
/スポーティ/エクステリア/インテリア  /マルチメディア/ユーザビリティ/メン
テナンスとセーフティ



スポーティ

あなたのLamborghiniにエクスクルーシブなデザインと
Motorsportテクノロジーを。



センターロックコンバージョンキット

厳選された軽量かつ耐久性の強いアルミ合金を使用したセンターロックのコンバージョンキットと専用のリムは、サンタアガ

タ・ボロネーゼで製造する全ランボルギーニとAccessori Originaliに貫かれた草分けのデザインに忠実でありながらも、ユニー

クでスポーティ感が際立つ車にAventadorのスポーティ感を増強させます。LP700-4とLP720-4でも入手可能です。標準タイヤに準

拠しており、特別にタイヤ承認を追加する必要はありません。

スポーツタイヤ

100年の歴史を誇るPirelliのタイヤはあなたのAventadorにとって完璧なタイヤです。

トラックでも路上でもひとたびこの特別なタイヤを装着すれば、スポーティな走行体験が実現します。

サイドに特別な「L」のマークがあるタイヤだけが、 PirelliとLamborghiniの提携によるこのプロジェクト専用に作られたタイヤである証です。

センターロックシステム

アルマイトブラック

アルマイトレッド

センターロックリム

シャイニーブラック

スポーツシート

スタイルや安全性はそのままに、真のレーシング環境にふさわしいシートをご用意しています。

消火器キット

あらゆる運転状態で安全が最優先、常に安全を第一に考えています。



サウンドパフォーマンス調整

Aventadorの歓びは見た目だけではありません。標準の排気システムのために特別に作られたエンジン調整によって、パワーとトルクが増強し、何と

いってもランボルギーニだけでしか体験できないエンジンの轟音に歓喜することでしょう。

レーシングラジエーター

エンジン冷却の向上によって、いつ、どんな天候の時にもパフォーマンスが向上しま

す。

レーシング排気システム

他に類を見ないAVENTADORの真価はその音にもあります。レーシング排

気システムと専用のエンジン調整によって、あなたのAVENTADORの真の

轟音を聞くことでしょう。それは決してあなたを失望させません。音

だけでなく、見た目も重要です。 専用の「Accessori Originali」の

マークが施された美しい排気管が、この記録破りの排気システムの完

成度を高めています。

すべてランボルギーニのワランティは変わらずに保証されま

す。Automobili Lamborghini Accessori Originali認定の製品が据え

付けられ、安心です。

重量削減: - 21 kg

パワー最大10%増強（3000 rpm未満）  

トラックのみでの使用を推奨

TRACK AND PLAY

Accessori Originaliの専用「Track and Play」は、テレメトリーシステム（遠隔測定）でトラッキングやビデオ撮影を行うあなた専用

のPLAYセンターになります。App Store iOSからアプリをダウンロードすることができ（本パンフレットにあるQRコードからもアクセス

可能）、軽量・強力なコントロールユニットは簡単に車に設置できます。レースコースを選択、作成し、ご自身のドライビングを様々

な側面から分析し、全周でのパフォーマンスを測定することができます。

加速、スピード、使用したギア、G(重力加速度）、 ハンドル角、タイヤの空気圧、回転数（RPM）は、「Track and Play」で測定、記

録、分析できるデータのほんの一部にすぎません。データシンクロ(Data  Synching)機能で、ランボルギーニのハンドルを握るあなた

のドライビングスキルを世界中に披露することも可能です。

究極のテレメトリー体験：

・設置が簡単

・56のサーキットを事前搭載可能、さらに「Track Creator」機能付き

・Aventadorのためにカスタマイズされたダッシュボード

・HD動画記録とテレメトリーデータの自動同期

・相対的な「ゴースト」機能

・完璧なパフォーマンス分析



エクステリア

カーボンファイバーの傑作。
精密な作業120時間の成果。



カーボンファイバー製エンジンカバー/カーボンファイバー製T-エンジンカバー /カーボンファイバー製Xフレームエンジンカバー
Aventadorのエンジンルームにはランボルギーニを伝説的なアイコンに変えたコンポーネントが搭載されています。そのため私たちは、あなたのエンジンルームを一段上質なものに仕上げたい人のために、エンジンカバ

ー、Tエンジンカバー、Xフレームサポートという完全なセットで部品を提供しています。

すべてカーボンファイバー製のカバーは耐熱のクリアコートで保護され、スポーティでハイテクな印象を与えています。

 ホイールのリムセット

ランボルギーニのリムはサンタアガタの製造施設

で設計され、最新の注意を払って製造されていま

す。精緻さを極めるために、ホイールは一枚のア

ルミから完璧な形状に加工されます。その結果生

みだされるのが、より薄く加工されながらも強度

が強化された軽量のリムです。すべてAven t a d o r

のパフォーマンスのために考えられたものです。

「IPERIONE」ホイールリム 「DIONE」ホイールリム

シャイニーブラックシャイニーブラック

シルバーシルバー

チタニウムマット



カーボンファイバー製のハードトップ

Aventador Roadsterの重要な要素を占めるハードトップは2つの部分で構成され、可能な限り剛性が高められ極めて軽量のカーボンファイバー製で

す。あなたのAventadorを完璧に見せる仕上げを以下からお選びいただけます。

シャイニー

ブラック

マットブラ

ック

フォージドコン

ポジット

カーボンファイ

バー

カーボンファイバー製エクステリアキット

ランボルギーニは長年にわたる手作りの技術のみならず、カーボンファイバーのようなハイテク材料の使用もまた誇りとしています。すべてのアク

セサリーは卓越した品質や最先端の技術、ランボルギーニの特徴的デザインを備え、細部に至るまで注目を集めます。

ゴールは同じです。品質とサービスに対するお客様の期待に応えるだけでなく変わらずにその先へと進み続けます。



フォージドコンポジットのエクステリアとインテリアキット

カーボンファイバーは、最初にスーパースポーツカーの製造に携わった人たちによって改良が重ねられてきました。この専用の新素材は、一段上質

でアグレッシブな印象を与え、強度と軽量化の点で優れています。

カーボンファイバー製のエンジンボンネット

カーボンファイバーは50年以上もの間ランボルギーニのDNAの一部になっ

ています。軽くて丈夫、そして一目でランボルギーニとわかる外観が品質

のひとつの証としてエンジンボンネットに採用されています。



ホイールのハブキャップ

私たちはあなたのランボルギーニをカスタマイズできる新たな方法を常に模索しています。

ランボルギーニのハブキャップはあなたのランボルギーニのリムを一層華やかに飾り立ててくれます。デザイン、色、ロゴのタイプを数種類ご用

意しておりますので、あなただけのホイールにすることができます。さらに、新しいラグジュアリーコンセプトとして、Automobili Lamborghini 

Accessori Originaliから、カーボンファイバーの技術革新と真のダイヤモンドだけが放つことのできるエクスクルーシブ感を融合した製品を限定販

売の形でご提案します。プロの職人手作業によるダイヤモンドの散りばめられたハブキャップは最上級の「メイド・イン・イタリー」を象徴するマ

スターピースです。

ロゴ入りバルブキャップ

どんな些細な部分でもおろそかにすることはできない。

そんな思いから私たちが特別に作り上げたのが、価値あるアルミ製バルブキャップのセットです。ランボルギーニの猛牛のロゴが

塗装され、レーザー彫刻が施されています。



中央エステティックグリルキット

排気を格納する耐熱の左右リアスポーツグリルは、

泥や汚れからエッジを保護します。

リアスポイラー制御

リアウイング位置制御技術を自在に操ることができます。車両が停止している時も動か

すことができます。

透明エンジンボンネット

Aventadorに搭載されているパワフルなV12エンジンは間違いなく優れたパフォーマン

スを発揮してくれることでしょう。そんな価値あるエンジンを披露するために透明の

フードが設計されています。



カラーブレーキキャリパーキット

サンタアガタ・ボロネーゼで製造された車にとってはたった1グラム

の減量も大きなアドバンテージになります。私たちが車の重量を極限

までそぎ落とす理由がそこにあります。なぜカーボンセラミックのブ

レーキを採用するのか。それは、非常に長い耐用年数をもつことに加

え、従来のブレーキと比べ格段に軽量だからです。 

ショックアブソーバーキット

以下カラーのスプリングと組み合わせた、標準の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をご用意しています。ブラッ

ク

シル

バー

イエ

ロー

オレンジ

ブルーレッド アシッドグリーン ブラッ

ク

イエロー



インテリア

私たちの自動車のインテリアは、類ないマテリアルを使用
して作られています。それは、情熱です。



カップホルダーキット

車内の快適性を損なうことなく、無限のパフォ

ーマンスが追求されています。

カーボンファイバー製フロアマット

私たちはランボルギーニのあらゆるディテールにまで商品を提供しています。そのため、フロアマットのカス

タマイズも可能です

フロアマット用カスタムプラグセット

フロアマットプラグは、お好みに応じてあなたのお車の名前ま

たはロゴを入れることができ、ちょっとした気の利いたアイテ

ムとなります。

カスタムエッジ付きフロアマット

カーボンファイバーとレザー、ステッチをスタイリッシュに組

み合わせることで、あなたのランボルギーニの色や仕上げに完

全にマッチしたカスタマイズ製品を作ることができます。クラ

シックな印象をお好みの場合は、カスタマイズされたレザーエ

ッジトリム付きの標準フロアマットもお選びいただけます。

カラーシートベルト

レザー、アルカンタラ、カーボンファイバーだけではカ

スタマイズの範囲が不十分と感じる人のために、数色の

カラーでシートベルトをご用意しています。ランボルギ

ーニのシートベルトは、最大限の安全性を保障しなが

ら、カラフルなベルトで車内を明るく演出します。

充電式懐中電灯

12 V電源ソケットから充電ができる強力な懐中電灯です。ラ

ンボルギーニのディテールを隅々まで照らします。



カーボンファイバー製カスタムキックプレート

Accessori Originaliでは、Aventadorでカスタマイズできないものはあ

りません。 カーボンファイバー製の左右キックプレートは完全に独自な

お望みのままのカスタマイズが可能です。エナメル仕上げとアルミ製イ

ンサートへのウォータージェットによる刻印のキックプレートといった

カスタマイズが可能です。

カーボンファイバー製キックプレート

ドアを開けるたびにランボルギーニのDNAを感じるこ

とができるでしょう。

カスタムハンドル

Accessori Originaliのプログラムで、ラ

ンボルギーニに欠かせぬ重要なインテリア

要素を完全にカスタマイズすることが可

能です。

カーボンファイバー製インテリアキット

高度な弾性を持ち、驚くほど軽量なカーボンファイバーは自動車業界では未来の素材と目されています。しかしサンタアガタ・ボロネーゼでは、この高度な技術は30

年以上も前から知られています。当社の2箇所の研究所では、デザイナーたちが車体の軽量化とパフォーマンス向上を目指して、日々革新的な構築方法、製造方法を開

発しています。たとえそれが数えきれないほどの複雑な実験を重ねることを意味しても、その目標は曲げません。このゴールを達成するためには1グラムもおろそかに

することはできません。カーボンファイバー製の要素にはセンターコンソール、ダッシュボード、左右のキックプレート、左右のドアハンドルも含まれています。キ

ットはカーボンファイバーとフォージドコンポジットの2種類があります。

カーボンファイバー

フォージドコンポジット

暖房付電動シートキット 



マルチメディア

イノベーションは、偶然起こることではなく、情熱を込
めた努力の成果です。



HOMELINK

ランボルギーニのHomelinkには、簡単にプログラムが可能なボタンが3つ

用意され、3箇所のガレージドアや門の開閉に使用することができます。

安全、便利、簡単に利用可能です。

デジタル音声放送キット

あなたのランボルギーニのために、最高の音声信号品質を提供します。デ

ジタル音声放送システムによって、アナログシステムに特有の干渉に煩わ

されることのない、高い信号品質が保証されます。



ユーザビリティ

Lamborghiniを運転する人の体には、ガソリンが駆け巡
っています。そして、ハートには大きな情熱。



ハードトップバッグ

エレガントでスタイリッシュな1対のバッグが未使用時の

Aventador Roadsterのハードトップを保管します。 

リフト装置

リフト装置はボタンを押すだけで操作できます。車体のフロントアクスルを持上げて障害物を簡単に取り除けるようにします。

書類ホルダー

ランボルギーニのドライビング書類をすべて収納

できる頑丈なケースです。ダッシュボードにしま

うことができるように設計され、安全性も確保さ

れています。

コンビニエンスネット

車内の快適性を損なうことなく、無限のパフォーマ

ンスが追求されています。

.

ラゲッジセット

世界一流のレザー小物メーカー、ピクアドロ社とのコラボレーションによってデザイ

ンされたラゲッジセットはあなたのAventadorにぴったりと収まります。こだわり抜か

れたディテールと仕上げからは質の高さがうかがえます。ハンドルを握っていないと

きにもあなたの情熱を伝えられるアクセサリーです。

タイヤ

車の駆動を路面に伝え、どんな状況下でも車の制御を保つためには、正しいタイヤを装備する必要があります。標準タイヤやスポーツタイヤを製造するピ

レリ社は100年の経験を誇り、まさにAventadorにふさわしいタイヤと言えるでしょう。

寒い季節やぬれた路面でも、ピレリ社の特別なタイヤは安全性を犠牲にすることなく、車のパフォーマンスを最大限に引き出します。



メンテナンスとセーフティ

丹精込めて作られた自動車は、保護しなくてはなりませ
ん。これらのテーラーメードの製品で保護してください。



バッテリーメンテナー

特別な時のために乗る車はバッテリーを適切に充電しておく

ことが大切です。バッテリーメンテナーは、車のバッテリー

を充電し、いつでも走行可能な状態にしておく装置です。

ウェルカムキット

新しいお客様や長年ランボルギーニを愛されているお客様を歓迎す

るためのちょっとしたキットです。キットには、ホイールのリムや

タイヤケア製品、金メッキ仕上げのトルクレンチ、タイヤ空気圧用

の圧力計、12V電源ソケット用USBアダプターなどが含まれていま

す。

カーケアキット

美しさを維持する唯一の方法は保護することです。Aventadorのお手入れ専用に考案されたこの製品パッケージが作成されたのもそのためです。 

塗装から内装仕上げまで、あなたが選んだものについて、ランボルギーニは、お手入れに必要なあらゆる製品をご用意しています。すべてメイ

ド・イン・イタリーです。

カーケア製品

実用的なカーケアキットの他、カーボンスキン用クリーナー、アルカンタラ®用

クリーナー、マット仕上げ塗装用のシャンプー・ワックスなど具体的な製品を

個別に購入することもできます。



アグレッシブでありながらエレガントな AventadorモデルのためにAccessori Originaliでは車のラインを際立たせながら、車体を
保護する専用カバーを設計しています。あなたのスーパーカーを守ります。

 シートカバーとステアリングホイールカバー

Aventadorのシートとハンドルはプロの職人が長い時間かけ、気の遠くなるような作業でつくられています。これほどまで丹精込めて細部までこだわ

りぬかれて作られた製品はありません。だからこそ、たとえ室内であってもAventadorのシートとハンドルは保護しなければなりません。ステアリン

グホイールカバーとシートカバーは 摩耗に強いストレッチ素材で作られ、ランボルギーニのエンブレムが施されています。ご使用でないときでも車

を守りたい人のための完璧なソリューションです。

室内カーカバー

車体にぴったりとフィットする室内カバーです。 回転織りによるノンラン、両面編みの素材でできています。防塵、スクラッチ防止効果のあるカバ

ーにはランボルギーニのエンブレムが施されています。長期間保管しているあなたの車の保護に最適です。

カーボン状カーカバー

さらにしっかりと保護したいすべてのお客様のために、私たちは専用のカーボン状カバーをご用意していま

す。カバーはカーボンファイバーに似た外観を持ち、伸縮性のある「呼吸する」素材で撥水性、耐油性、耐

火性に優れ、紫外線をブロックします。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。室

内でも屋外でも、お客様のランボルギーニの保護用にパーフェクトなカバーです。



衛星盗難防止システム

盗難の気配を察知すると、エンジンのイグニッション装置を遠隔からブロックする装置で、高いセキュリティと信頼性を誇ります。この防犯装置は

世界最先端の技術を誇っています。盗難者からあなたの車を守りましょう。

飛び石防止用塗膜保護透明フィルム

シャイニーとマット仕上げの2種類で用意された飛び石防止用保護フィルムは、サンタアガタ・ボロネーゼの熟練工が貼り付けをしています。路面

の石やごみなどの飛散によって車体が傷つかないように保護します。

デジタル圧力計

プログラムは簡単で、使いやすい圧力計です。あなたの車のタイヤ空気圧をチェック

し、いかなる状態でも最高のパフォーマンスを確保します。アルミボディで、色

はアルマイトブラックです。

ハードトップブリッジ保護透明フィルム

ハードトップを脱着する際にブリッジに傷がつかないように保護するフィルムです。

緊急、救急キット

完璧なドライバーはいかなる状況にも対処できなければなりません。

持ち運びがしやすいよう特別に考案されたこのキットには必要なアイテムがすべ

て揃っています。



お車にはランボルギーニ純正交換部品のみご使用ください。その他の部品又はアクセサリーを使用したこと

で生じる損害についてランボルギーニは責任を負いかねます。すべての交換部品又はアクセサリーが、すべ

ての国で許諾されている又はご利用いただけるわけではありません。記述の中のポストインストールは車の

標準装備及び製造年によって異なります。Accessori Originali Automobili Lamborghiniに関する詳細はwww.

lamborghini.comにログインしていただくか最寄りのランボルギーニ正規代理店までお問い合わせください。

どれほどランボルギーニを愛しているか、それを表
現する方法は無数にあります

詳細は最寄りのランボルギーニ正規販売店までお問い合わせください。




