
フロント部品番号 :
02C2D40716

フロント部品番号 :
02CJSF6173

リア部品番号 :
02C2D40717

リア部品番号 :
02CJSF6174

Venom
グロスブラック20インチ

フロント
245/40ZR
リア

275/35ZR

部品番号 :
02T2H5945

部品番号 :
02CJSR1226

STYLE 5031
グロスブラック

20インチ

255/35R

部品番号 :
02T2H5941

部品番号 :
02GJS05620402

STYLE 5035
グロスブラック

部品番号 :
02T2H2206

部品番号 :
02GJS05620402

STYLE 7013
スパークル・シルバー

19インチ

245/40R

フロント部品番号 :
02T4N4798

フロント部品番号 :
02DJS323289

リア部品番号 :
02T4N4799

リア部品番号 :
02DJS323290

STYLE 5031
グロスブラック

部品番号 :
02T4N1677

部品番号 :
02DJS323288

STYLE 7009
スパークル・シルバー

部品番号 :
02T4N6915

部品番号 :
02DJS323288

STYLE 7009
グロスブラック

通常価格 ¥791,340（税込）

通常価格 ¥595,100（税込）

通常価格 ¥581,460（税込）

通常価格 ¥949,740（税込）

通常価格 ¥809,380（税込）

通常価格 ¥749,980（税込）

通常価格 ¥988,020（税込）

通常価格 ¥932,140（税込）

¥641,630（税込）

¥782,210（税込）

¥650,760（税込）

¥606,210（税込）

¥477,620（税込）

¥467,390（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥809,490（税込）

¥767,580（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

18インチ

18インチ

225/45R

225/45R

XE

XF （16MY以降）

XJ 

フロント部品番号 :
02C2D53110

フロント部品番号 :
02CJSF6173

リア部品番号 :
02C2D53111

リア部品番号 :
02CJSF6174

STYLE 5063
スパークル・シルバー20インチ

フロント
245/40ZR
リア

275/35ZR

19インチ

フロント
225/40R
リア

255/35R

19インチ

245/40R

ドレスアップには欠かせない魅力的なホイールラインアップと特典をご用意しました。

SPECIAL OFFER & PRESENT

キャンペーン期間
2020年3月1日～6月30日

サマータイヤ・ホイールドレスアップキャンペーンのご案内

SUMMER TYRES & WHEELS  
DRESS UP CAMPAIGN

※特別価格とプレゼントは、本ツール掲載のキャンペーン対象純正サマータイヤと
　純正アロイホイール4本のコンプリートセットをご購入いただいた場合に適用となります。 
※プレゼントは先着順とし、限定数に達した時点で終了となります。
　また、プレゼント品は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

※プレゼントの対象は、本ツール掲載のジャガー純正サマータイヤに限ります。 
※プレゼントは先着順とし、限定数に達した時点で終了となります。
　また、プレゼント品は、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
※コンプリートセットをご購入の場合、プレゼントは「オリジナルキャップ」となります。

SPECIAL PRICE OFFER 

BRAND GOODS 

BRAND GOODS 

お客様の車のホイールをドレスアップ。
ホームページでシミュレーションできます。
※ 一部、シミュレーションできない組み合わせもあります。
※ 右記のQRコードを読み込みアクセスしていただくか、 
　　　　　　　　　　　　　で検索してください。

対象純正サマータイヤと純正アロイホイールの 
4本コンプリートセットを特別価格でご案内しております。

ジャガーコレクション
「オリジナルキャップ」をプレゼント

ジャガーコレクション
「トラベルセラミックマグ」をプレゼント

全国先着

50名様

ご購入者様

全 員

全国先着

100名様

ジャガー　カスタマイズ

https://www.jaguar.co.jp/build-yours/index.html

純正タイヤ

純正アロイホイール

純正タイヤ

その他純正タイヤ

その他純正タイヤ

※掲載の情報は、2020年2月現在の情報です。
※すべての写真はイメージであり細部で異なる場合があります。また、記載されている内容において予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
※お客様のジャガー車に適合するタイヤ、および在庫状況など、詳しくはサービススタッフにお尋ねください。

※表示価格は全て税込です。
※通常セット価格には、以下の費用が含まれております。 
ホイール本体価格、タイヤ本体価格、エアバルブ 4個 ¥7,040、参考組付工賃￥17,820（装
着時間 1.2hr、組付工賃単価は、1時間あたり¥14,850と、標準組付時間から算出しています。）

※車両への取付に必要な工賃は、別途お客様のご負担となります。
※タイヤの供給状況により、セット内容が変更される場合があります。
※サマータイヤのみで購入の場合の価格につきましては、サービススタッフにお尋ねください。

キャンペーン対象サマータイヤ・ホイール 4 本コンプリートセット
純正タイヤと洗練を極めた純正アロイホイールとのベストマッチングで優れた性能を発揮します



フロント部品番号 :
02C2D40716

フロント部品番号 :
02CJSF6173

リア部品番号 :
02C2D40717

リア部品番号 :
02CJSF6174

Venom
グロスブラック20インチ

フロント
245/40ZR
リア

275/35ZR

部品番号 :
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02CJSR1226

STYLE 5031
グロスブラック

20インチ

255/35R

部品番号 :
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STYLE 5035
グロスブラック

部品番号 :
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245/40R

フロント部品番号 :
02T4N4798

フロント部品番号 :
02DJS323289

リア部品番号 :
02T4N4799

リア部品番号 :
02DJS323290

STYLE 5031
グロスブラック

部品番号 :
02T4N1677

部品番号 :
02DJS323288

STYLE 7009
スパークル・シルバー

部品番号 :
02T4N6915

部品番号 :
02DJS323288

STYLE 7009
グロスブラック

通常価格 ¥791,340（税込）

通常価格 ¥595,100（税込）

通常価格 ¥581,460（税込）

通常価格 ¥949,740（税込）

通常価格 ¥809,380（税込）

通常価格 ¥749,980（税込）

通常価格 ¥988,020（税込）

通常価格 ¥932,140（税込）

¥641,630（税込）

¥782,210（税込）

¥650,760（税込）

¥606,210（税込）

¥477,620（税込）

¥467,390（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥809,490（税込）

¥767,580（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

18インチ

18インチ

225/45R

225/45R

XE

XF （16MY以降）

XJ 

フロント部品番号 :
02C2D53110

フロント部品番号 :
02CJSF6173

リア部品番号 :
02C2D53111

リア部品番号 :
02CJSF6174

STYLE 5063
スパークル・シルバー20インチ

フロント
245/40ZR
リア

275/35ZR

19インチ

フロント
225/40R
リア

255/35R

19インチ

245/40R

ドレスアップには欠かせない魅力的なホイールラインアップと特典をご用意しました。

SPECIAL OFFER & PRESENT

キャンペーン期間
2020年3月1日～6月30日

サマータイヤ・ホイールドレスアップキャンペーンのご案内

SUMMER TYRES & WHEELS  
DRESS UP CAMPAIGN

※特別価格とプレゼントは、本ツール掲載のキャンペーン対象純正サマータイヤと
　純正アロイホイール4本のコンプリートセットをご購入いただいた場合に適用となります。 
※プレゼントは先着順とし、限定数に達した時点で終了となります。
　また、プレゼント品は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

※プレゼントの対象は、本ツール掲載のジャガー純正サマータイヤに限ります。 
※プレゼントは先着順とし、限定数に達した時点で終了となります。
　また、プレゼント品は、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
※コンプリートセットをご購入の場合、プレゼントは「オリジナルキャップ」となります。

SPECIAL PRICE OFFER 

BRAND GOODS 

BRAND GOODS 

お客様の車のホイールをドレスアップ。
ホームページでシミュレーションできます。
※ 一部、シミュレーションできない組み合わせもあります。
※ 右記のQRコードを読み込みアクセスしていただくか、 
　　　　　　　　　　　　　で検索してください。

対象純正サマータイヤと純正アロイホイールの 
4本コンプリートセットを特別価格でご案内しております。

ジャガーコレクション
「オリジナルキャップ」をプレゼント

ジャガーコレクション
「トラベルセラミックマグ」をプレゼント

全国先着

50名様

ご購入者様

全 員

全国先着

100名様

ジャガー　カスタマイズ

https://www.jaguar.co.jp/build-yours/index.html

純正タイヤ

純正アロイホイール

純正タイヤ

その他純正タイヤ

その他純正タイヤ

※掲載の情報は、2020年2月現在の情報です。
※すべての写真はイメージであり細部で異なる場合があります。また、記載されている内容において予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
※お客様のジャガー車に適合するタイヤ、および在庫状況など、詳しくはサービススタッフにお尋ねください。

※表示価格は全て税込です。
※通常セット価格には、以下の費用が含まれております。 
ホイール本体価格、タイヤ本体価格、エアバルブ 4個 ¥7,040、参考組付工賃￥17,820（装
着時間 1.2hr、組付工賃単価は、1時間あたり¥14,850と、標準組付時間から算出しています。）

※車両への取付に必要な工賃は、別途お客様のご負担となります。
※タイヤの供給状況により、セット内容が変更される場合があります。
※サマータイヤのみで購入の場合の価格につきましては、サービススタッフにお尋ねください。

キャンペーン対象サマータイヤ・ホイール 4 本コンプリートセット
純正タイヤと洗練を極めた純正アロイホイールとのベストマッチングで優れた性能を発揮します



部品番号 :
02J9C6023

部品番号 :
02PJS2816900

STYLE 5051
グロスブラック

20インチ

245/45R

部品番号 :
02T4A4438

部品番号 :
02CJSR2258

STYLE 5035
グロスブラック

20インチ

255/50R

フロント部品番号 :
02T2R3288

フロント部品番号 :
02PJS1837600

リア部品番号 :
02T2R3289

リア部品番号 :
02PJS1715700

STYLE 5039
グロスブラック

20インチ

フロント
255/35ZR
リア

295/30ZR

部品番号 :
02T4K2260

部品番号 :
02PJS3267500

ダークグレイ
ダイヤモンターンド

22インチ

255/40R

20インチ

245/50R 部品番号 :
02GJS05627348

I-PACE

部品番号 :
02GJS0541649

19インチ

235/55R

部品番号 :
02T4A9970

部品番号 :
02CJSR2257

STYLE 5037
グロスブラック

19インチ

255/55R

E-PACE

F-PACE

F-TYPE

部品番号 :
02T4A12372

部品番号 :
02CJSR2257

STYLE 5038
ダークグレイ

19インチ

255/55R

¥602,360（税込）

¥575,520（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥748,110（税込）

¥571,780（税込）

¥565,180（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥801,350（税込）

¥586,410（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥871,200（税込）

キャンペーン特別価格

部品番号 :
02J9C9564

STYLE 5049
サテンダークグレー

部品番号 :
02T4K3898

STYLE 5068

STYLE 5056

グロスブラック

※

※

※

※

※ 22インチ スタイル 5056はパッシブコイルサスペンション搭載車に装着不可。

※ SVR装着不可。

※ SVR装着不可。ジャガーカーボンセラミックブレーキシステム搭載車は装着不可。※装着画像は 21MYです。

フロント：
リア：

通常価格 ¥735,900（税込）

通常価格 ¥730,180（税込）

通常価格 ¥925,980（税込）

通常価格 ¥709,940（税込）

通常価格 ¥701,140（税込）

通常価格 ¥977,460（税込）

通常価格 ¥733,700（税込）

通常価格¥1,059,960（税込）

¥69,080 4本×

¥46,530 4本×

¥72,270 4本×

¥57,970 4本×

¥53,790 4本×

¥43,340 4本×

¥86,900 4本×

¥85,580 2本×

¥104,170 2本×

¥57,420 2本×

¥73,150 2本×

¥54,780 4本×

¥71,940 2本×

¥49,940 4本×

¥35,640 4本×

jaguar.co.jp

純正サマータイヤ一覧

キャンペーン対象サマータイヤ
ジャガーの純正サマータイヤは優れた性能を発揮できるように設計されています

正規ディーラーでのタイヤ交換について
正規ディーラーは、英国ジャガー社の最新情報
に基づいて、お車に最適なタイヤ選びをお手伝
いします。たとえばインチアップの際は、車両
が正常に機能するように、ジャガー専用の診断
機でタイヤサイズを再設定します。
また、タイヤ交換後は、使用状況や損耗状態に
応じたプロフェッショナルなアドバイスをさせ
ていただきます。

ジャガー認証タイヤについて
タイヤのサイドウォールに刻印されている「J」、
「J1」、「JRS」は英国ジャガー社がタイヤメー
カーと共同開発したジャガー認証タイヤの証で
す。ジャガー認証タイヤはジャガー正規ディー
ラーにてお求めいただけます。

純正アロイホイールについて
10,000時間を超える塩水噴霧、耐衝撃試験に
加え、-40℃以下から +80℃以上という幅広い
温度暴露試験を実施しています。過酷な試験に
合格してはじめて、純正アロイホイールとして
認定されます。試験では、あらゆる走行条件を
シミュレートしているため、すべての純正アロ
イホイールは、ジャガーの高い品質基準を満た
しています。

部品番号 : 02CJSF617320インチ
フロント 245/40ZR

部品番号 : 02DJS32329019インチ
　リア　 255/35R

部品番号 : 02CJSF617420インチ
　リア　 275/35ZR

部品番号 : 02CJSR152217インチ
225/55R

部品番号 : 02CJSR122620インチ
255/35R

XJ

XF （16MY以降）

XE
部品番号 : 02DJS32328919インチ

フロント 225/40R

部品番号 : 02DJS32328818インチ
225/45R

部品番号 : 02CJSR091017インチ
205/55R

部品番号 : 02GJS0562040219インチ
245/40R

部品番号 : 02CJSR152318インチ
245/45R

部品番号 : 02CJSR152117インチ
225/55R

※表示価格は全て税込です。2020年2月時点の情報ですが、4月以降に改定を行うことがあります。
※価格や記載されていないタイヤなど、詳しくはお近くのディーラーの担当にお問い合わせください。

部品番号 : 02CJS035109818インチ
　リア　275/40ZR

部品番号 : 02PJS183760020インチ
フロント 255/35ZR

I-PACE

E-PACE

F-PACE
部品番号 : 02CJSR225820インチ

255/50R

部品番号 : 02CJSR225719インチ
255/55R

部品番号 : 02CJSR225519インチ
255/55R

部品番号 : 02CJSR225418インチ
255/60R

部品番号 : 02PJS281690020インチ
245/45R

部品番号 : 02GJS054164919インチ
235/55R

部品番号 : 02GJS0562734820インチ
245/50R

部品番号 : 02PJS326750022インチ
255/40R

部品番号 : 02PJS171570020インチ
　リア　295/30ZR

F-TYPE

部品番号 : 02CJS035047118インチ
フロント  245/45ZR

JG-5130021_200_2002

¥61,600 2本×

¥88,550 4本×

¥62,370 4本×

¥56,650 4本×

¥39,600 4本×

¥35,530 4本×

¥81,290 2本×

¥92,950 2本×



部品番号 :
02J9C6023

部品番号 :
02PJS2816900

STYLE 5051
グロスブラック

20インチ

245/45R

部品番号 :
02T4A4438

部品番号 :
02CJSR2258

STYLE 5035
グロスブラック

20インチ

255/50R

フロント部品番号 :
02T2R3288

フロント部品番号 :
02PJS1837600

リア部品番号 :
02T2R3289

リア部品番号 :
02PJS1715700

STYLE 5039
グロスブラック

20インチ

フロント
255/35ZR
リア

295/30ZR

部品番号 :
02T4K2260

部品番号 :
02PJS3267500

ダークグレイ
ダイヤモンターンド

22インチ

255/40R

20インチ

245/50R 部品番号 :
02GJS05627348

I-PACE

部品番号 :
02GJS0541649

19インチ

235/55R

部品番号 :
02T4A9970

部品番号 :
02CJSR2257

STYLE 5037
グロスブラック

19インチ

255/55R

E-PACE

F-PACE

F-TYPE

部品番号 :
02T4A12372

部品番号 :
02CJSR2257

STYLE 5038
ダークグレイ

19インチ

255/55R

¥602,360（税込）

¥575,520（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥748,110（税込）

¥571,780（税込）

¥565,180（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥801,350（税込）

¥586,410（税込）

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

¥871,200（税込）

キャンペーン特別価格

部品番号 :
02J9C9564

STYLE 5049
サテンダークグレー

部品番号 :
02T4K3898

STYLE 5068

STYLE 5056

グロスブラック

※

※

※

※

※ 22インチ スタイル 5056はパッシブコイルサスペンション搭載車に装着不可。

※ SVR装着不可。

※ SVR装着不可。ジャガーカーボンセラミックブレーキシステム搭載車は装着不可。※装着画像は 21MYです。

フロント：
リア：

通常価格 ¥735,900（税込）

通常価格 ¥730,180（税込）

通常価格 ¥925,980（税込）

通常価格 ¥709,940（税込）

通常価格 ¥701,140（税込）

通常価格 ¥977,460（税込）

通常価格 ¥733,700（税込）

通常価格¥1,059,960（税込）

¥69,080 4本×

¥46,530 4本×

¥72,270 4本×

¥57,970 4本×

¥53,790 4本×

¥43,340 4本×

¥86,900 4本×

¥85,580 2本×

¥104,170 2本×

¥57,420 2本×

¥73,150 2本×

¥54,780 4本×

¥71,940 2本×

¥49,940 4本×

¥35,640 4本×

jaguar.co.jp

純正サマータイヤ一覧

キャンペーン対象サマータイヤ
ジャガーの純正サマータイヤは優れた性能を発揮できるように設計されています

正規ディーラーでのタイヤ交換について
正規ディーラーは、英国ジャガー社の最新情報
に基づいて、お車に最適なタイヤ選びをお手伝
いします。たとえばインチアップの際は、車両
が正常に機能するように、ジャガー専用の診断
機でタイヤサイズを再設定します。
また、タイヤ交換後は、使用状況や損耗状態に
応じたプロフェッショナルなアドバイスをさせ
ていただきます。

ジャガー認証タイヤについて
タイヤのサイドウォールに刻印されている「J」、
「J1」、「JRS」は英国ジャガー社がタイヤメー
カーと共同開発したジャガー認証タイヤの証で
す。ジャガー認証タイヤはジャガー正規ディー
ラーにてお求めいただけます。

純正アロイホイールについて
10,000時間を超える塩水噴霧、耐衝撃試験に
加え、-40℃以下から +80℃以上という幅広い
温度暴露試験を実施しています。過酷な試験に
合格してはじめて、純正アロイホイールとして
認定されます。試験では、あらゆる走行条件を
シミュレートしているため、すべての純正アロ
イホイールは、ジャガーの高い品質基準を満た
しています。

部品番号 : 02CJSF617320インチ
フロント 245/40ZR

部品番号 : 02DJS32329019インチ
　リア　 255/35R

部品番号 : 02CJSF617420インチ
　リア　 275/35ZR

部品番号 : 02CJSR152217インチ
225/55R

部品番号 : 02CJSR122620インチ
255/35R

XJ

XF （16MY以降）

XE
部品番号 : 02DJS32328919インチ

フロント 225/40R

部品番号 : 02DJS32328818インチ
225/45R

部品番号 : 02CJSR091017インチ
205/55R

部品番号 : 02GJS0562040219インチ
245/40R

部品番号 : 02CJSR152318インチ
245/45R

部品番号 : 02CJSR152117インチ
225/55R

※表示価格は全て税込です。2020年2月時点の情報ですが、4月以降に改定を行うことがあります。
※価格や記載されていないタイヤなど、詳しくはお近くのディーラーの担当にお問い合わせください。

部品番号 : 02CJS035109818インチ
　リア　275/40ZR

部品番号 : 02PJS183760020インチ
フロント 255/35ZR

I-PACE

E-PACE

F-PACE
部品番号 : 02CJSR225820インチ

255/50R

部品番号 : 02CJSR225719インチ
255/55R

部品番号 : 02CJSR225519インチ
255/55R

部品番号 : 02CJSR225418インチ
255/60R

部品番号 : 02PJS281690020インチ
245/45R

部品番号 : 02GJS054164919インチ
235/55R

部品番号 : 02GJS0562734820インチ
245/50R

部品番号 : 02PJS326750022インチ
255/40R

部品番号 : 02PJS171570020インチ
　リア　295/30ZR

F-TYPE

部品番号 : 02CJS035047118インチ
フロント  245/45ZR

JG-5130021_200_2002

¥61,600 2本×

¥88,550 4本×

¥62,370 4本×

¥56,650 4本×

¥39,600 4本×

¥35,530 4本×

¥81,290 2本×

¥92,950 2本×


