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一切の妥協を 
          排した設計
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ようこそ
Rolls-Royce Accessory Collectionは、グッドウッドにあ
るRolls-Royce Motor Cars本社のデザインチームの素晴
らしい職人の技を示す、魅力的なコレクションとなっていま
す。厳選されたそれぞれの製品が、優美さと100年を超える
伝統と革新の証をにじませています。
一切の妥協を許すことなくデザインされたAccessory 
Collectionは、芸術、デザインそして工学技術の世界を最大
限に活かし、お客様のお車の洗練さを完璧に際立たせます。
ひとつひとつのエレメントがお客様のロールス・ロイスを思
い通りにカスタマイズし、お客様の個性を際立たせます。



 

Wraithはロールス・ロイスがこれまでに製作した車のうち
で、最もダイナミックな車です。Warithはパワー、スタイル、
そしてドラマの具体的表現です。 
この言葉は、Wraith Accessory Collectionに対しても真
実を語っています。一切の妥協を許すことなくデザインされ
たそれぞれのピースは、細かいディテールまで作り込まれ、
それによりお客様はニーズに合わせて、またご自分の個性を
表現してお車をカスタマイズすることができます。 

Wraith Accessory Collection

WR AITH
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カスタマイズ
旧来の慣習を超越します。ここに挙げられたコレクションで
お客様のWraithをカスタマイズしてください。コレクション
は、お客様独自のディテールを変更し、最新のものに更新し
ていくお手伝いをします。

オーダーメイド仕様のインドア・
カー・カバー
最高の基準に従って手作業で作られ
るオーダーメイド仕様のインドア・カ
ー・カバーは、車のシルエットに完全
に沿うように仕上げられています。カ
バーは18種のメイン・カラーから、シ
ングルまたはデュアル・カラー・コンビ
ネーションを選択できます。カバーの
各側面には、イニシャル、名前、紋章、
サイン、またはRRのモノグラムを配置
する位置を入念に選んだ上で、刺繍
できます 
Wraithで使用可能です

カスタム刻印入りトレッドプレ
ート
トレッドプレートに控えめに刻印され
たあなたのパーソナルなメッセージ
や紋章が、お車へのエントランスを飾
ります。
Wraithで使用可能です

カスタム・テキスト・ヘッドレスト
エレガントに刺繍された文字でヘッド
レストを印象的に仕上げ、お客様独
自のスタイルを表現します。刺繍は捕
色、あるいはコントラストの効いた対
比色で施されます。文字数は最大7文
字まで、3種類の字体のなかからお選
びいただけます。
Wraithで使用可能です

オーダーメイド仕様のインドア・カー・カバー

カスタム・テキスト・ヘッドレストカスタム刻印入りトレッドプレート
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エクステリア
Wraithの魅惑的な存在感は、絶えず周囲の注目の的です。美し
く造り込まれたエクステリア用のアクセサリーで、ドラマチック
な雰囲気を強く演出してみてください。あなたのWraithを個性
的に演出することができます。

Spirit of Ecstasy – 純銀製 
この伝説的なシンボルを純銀製にすることが
できます。このシンボルは品質保証付で、ひと
きわ洗練されたエレガンスが味わえます。
Wraithで使用可能です
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Spirit of Ecstasy – 24カラット・ゴ
ールド・コーティング
ロールスロイスの素晴らしさをひと目で感
じさせるこの女神は、誕生から今まで、わず
かですがその姿を変えてきました。しかし、
力強さを放つ神秘的な美しさは、決して衰
えることはありません。その美しさと優しさ
を、24カラット・ゴールドによる純金製コー
ティング仕上げでお届けします。 

Wraithで使用可能です

Spirit of Ecstasy – アップリット 
「アップリット」スピリット・オブ・エクスタシ
ーは、フライング・レディの台座から上に向
けて白い光を放ち、魅惑的なオーラを投げ
かけます。車両が停止している状態にあると
き、ウェルカムライティング機能によりイル
ミネーションが作動します。

Wraithで使用可能です

Spirit of Ecstasy – イルミネーシ
ョン
モダンな艶消しガラス仕上げが施された輝
くSpirit of Ecstasy。投影される光のクラ
ウンで、見る人を鮮やかに印象付けます。車
両が停止している状態にあるとき、ウェルカ
ムライティング機能によりイルミネーション
が作動します。

Wraithで使用可能です
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21インチ Style 603 
アロイホイール – ブラック・パート・ポリッシュド
印象的な 21インチ7本スポーク・アロイ・ホイール – パートポ
リッシュドが、あなたの Rolls-Royce 車に新しいデザインを添
えてくれます。 
Wraithで使用可能です
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21インチ5本スポーク・アロイ・ホ
イール　（パート・ポリッシュド）

20インチ7本スポーク・アロイ・
ホイール　（ダイヤモンドカット

仕上げ）

21インチ7本スポーク・アロイ・
ホイール　（フル・ポリッシュド）

全ての主要ホイールはWraithのために特別に設計されています。それぞれのスタイルは、様々な仕上げのものがご利用いただけます。  
詳細は指定されたディーラーにお尋ねください。

21インチ Style 602 
アロイホイール – パート・

ポリッシュド

20インチ Style 462 
アロイホイール – ダイヤモンドカ

ット仕上げ
他にご利用可能なタイプ：ペイント仕上げ、クロ

ーム仕上げ

21インチ Style 593 
アロイホイール – フル・ポリ

ッシュド
他にご利用可能なタイプ：ペイント仕上げ

21インチ Style 603 
アロイホイール – シルバー・パート・ポリッシュド
Wraith をさらにダイナミックに仕上げる、印象的な21イ
ンチ7本スポーク、シルバーアロイホイールです。
Wraithで使用可能です
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ドラマチックなビジュアルインパクト



14 15

インテリア
エクステリアがその意図を表現する一方、Wraithのインテリアの流
れるようなラインは、快適さを約束します。熟練のクラフトマンの作業
は、ディテールのひとつひとつに歴然としています。それはWraithの
インテリアコンセプトをさらに充実させるためにデザインされた様々
な構成要素と共に進む思想です。 

すべてのヘッドレストにRRのモノグラ
ム
コンビネーション･カラーまたはコントラス
ト・カラーの糸で、RRのモノグラムをヘッドレ
ストにエレガントに刺繍しています。
Wraithで使用可能です

Wraith Accessory Collection – インテリア
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スターライト・ヘッドライニング
お客様のお車のルーフを満天の星が輝く夜空に変
えることができます。何百もの光ファイバーライトを
使用して、この特殊なヘッドライニングが魅惑的な
雰囲気を創りあげます。フロントの座席で 

「星」の明るさを調節することができ、ご希望に沿
った、ふさわしい雰囲気を作り出すことができます。
Wraithで使用可能です

Wraith Accessory Collection – インテリア

タフト・フロアマット
心地よく、丈夫なオーダーメイドのマッ
トです。インテリアに合わせて、豊富な
カラー･バリエーションから選択するこ
とができます。
Wraithで使用可能です

ラムウール・フロアマット
オーダーメイドによるフロアマットが、
足もとにラムウールの豪華な柔らかさ
を感じさせてくれます。多彩なカラーの
中から、あなたの車両のインテリアに
合うものをお選びください。
Wraithで使用可能です
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カナデル・パネリング・ダッシュ
ボード
魅力的なオープングレインウッドは
Wraithのダイナミックさを確実に表
現すると同時に、落ち着いたラグジ
ャリーなインテリアもお届けします。 
Wraithで使用可能です

カナデル・ウッド・パネリング
手触りの良いライトサテン仕上げの
ウッドパーツが、素材本来の自然な
木目を保持しています。Wraith に温
かみのある現代的な雰囲気が創出
されます。表面素材は全体がブック
マッチ仕上げで、ドアの形状に合わ
せて緩やかに湾曲し、リアキャビン
全体にオープングレイン仕上げの美
しさがプラスされます。
Wraithで使用可能です
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温かみのある現代的なスタイル



ワイヤレス・カー・ホットスポット
フロント・センター・アームレストに内
蔵されたワイヤレス・カー・ホットスポ
ットが複数のWLAN装置を接続し、
停車中、移動中に関わらず、簡単かつ
確実なインターネットのブラウジング
やメールの確認が可能になります。
ご注意：特定の国では使用に関する制限があ
ります。詳細は指定されたディーラーにお尋ね
ください。
Wraithで使用可能です

スナップイン・アダプター
これらの便利なスナップイン・アダプタ
ーは、お使いの携帯電話を車両の外
部アンテナにつなぐことができます。こ
れにより受信状態が良くなるほか、電
話のバッテリーを同時に充電すること
も可能になります。Apple* を含む、種
々の機器で使用可能です。
Wraithで使用可能です

メディア・アダプター・ケーブル
お手持ちのアップル iPhone* を、セン
ターコンソールにあるUSBオーディオ
インターフェイスを介してWraithのオ
ーディオシステムに接続することがで
きます。機器が使用されていないとき
は、機器のチャージを行います。種々の
iPhone* モデルで使用可能です。
Wraithで使用可能です
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ツーリング & 
テクノロジー

Wraithは最も技術的に進化したロールス・ロイスです。ロー
ルス・ロイスの様々なツーリング & テクノロジー・アクセサリ
ーは、ドライビング経験をさらに際立たせるお手伝いをし、ラ
イフスタイルとシームレスにコネクトします。

ワイヤレス・カー・ホットスポット

メディア・アダプター・ケーブルスナップイン・アダプター

*Apple Computers Inc の商標です

Wraith Accessory Collection – ツーリング & テクノロジー



Wraith ラゲージ
グッドウッドのデザインチームによりWraithのためにデザイ
ンされたラゲージコレクションは、まさに旅のプロのニーズを
実現させると同時に、ロールスロイスのユニークなキャパシテ
ィをも反映するものとなっています。
トラディショナルでありながらコンテンポラリーでもあるマテ
リアルをひとつひとつ手作業で仕上げ、お客様のWraithのツ
ートーンカラーに合わせてカスタマイズすることができます。
画期的でしかも使いやすく、ユニークなラゲージコンセプト
は、お客様のお車だけにデザインされたものです。
Wraithラゲージコレクションは個々に、または次に挙げるセ
ットでお買い求めいただけます。
6ピースセット：  
Grand Tourer (2)、Long Weekender (3)、Garment 
Carrier (1)
5ピースセット：  
Grand Tourer (2)、Long Weekender (3)
全てのモデルで使用可能

23

旅のベストコンパニオン

Garment 
Carrier

Long 
Weekender

Grand 
Tourer

Wraith Accessory Collection – ツーリング & テクノロジー
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カーケア & 
保護

Wraithは最初からドライバーのための車としてデザインされ
ました。優美さとシンプルさを兼ね備えた傑作であり、パワー
とバランスの良さが感じられます。私たちが厳選した製品は、
同様のパワーを備えているだけでなく、あなたのWraithを保
護・維持できるようデザインされています。

ウィンター・ホイールおよびタイヤ
最も危険が高まる冬の気象条件でも、快適性とエレガントさを諦めること
はありません。気温が7℃/44°F以下で最大20%％優れたグリップを実現
する、洗練されたトレッド・デザインにより、ぬかるみやアイスバーン、凍結し
た路面や、雪の降り始め、または雪解けの路面で素晴らしいトラクションを
発揮します。濡れた路面でのハイドロプレーニングの発生リスクも低減しま
す。19インチおよび20インチ アロイホールがご利用できます。 
Wraithで使用可能です

Wraith Accessory Collection – カーケア & 保護
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スノー・チェーン
積雪路面や凍結路面でのトラクション、制動距離、走行
安定性を高めるRolls-Royceの純正スノー・チェーン
は、スキー旅行や寒冷地での生活に必須のアイテムで
す。19インチ アロイホイールでのみご利用できます。
Wraithで使用可能です
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アウトドア・カー・カバー
アウトドア・カー・カバーはWraith を雨や日
差しなどの天候の影響から守ります。カバー
の両サイドには控えめにRRのモノグラムが
あしらわれています。カバーはストラップでし
っかりと固定することができます。 
Wraithで使用可能です

インドア・カー・カバー
お車の塗装面を保護するためにデザインさ
れたインドア・カー・カバーです。カバーのフ
ロント部分に刺繍されたRRモノグラムが特
徴です。オーダーメイド仕様のインドア・カ
ー・カバーもご利用できます。73ページをご
覧ください。
Wraithで使用可能です

カー・カバー (エア・フロー式)
お客様のWraithをほこりやごみ、湿気から
守り、新車同様の状態を保ちます。丈夫なエ
ア･フロー式のこのカバーは、ツイン･ファン
により車両周辺に乾燥した空気を循環させ
るマイクロクライメイト環境を創り出します。
Wraithで使用可能です

カー・カバー (エア・フロー式)

インドア・カー・カバーアウトドア・カー・カバー



バッテリー コンディショナー
この商用電源式バッテリー・コンディショナーは、最適な
充電レベルの維持に威力を発揮します。磁気カップリン
グとLEDインジケーターを使用すれば、ラゲージ・コンパ
ートメントに設けられているWraithの充電ポイントへ簡
単に接続することができます。 
Wraithで使用可能です
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*特定の国では使用に関する制限があります。お客様のお車での使用可能性については、指定されたディーラーにお尋ねください。

Wraith Accessory Collection – カーケア & 保護

チーククリーナー
Rolls-Royceチーククリーナーは、カナデル・
ウッド・パネリング特有のサテン仕上げを美し
く保つことができる、Rolls-Royceが認めたク
リーニング剤です。
Wraithで使用可能です

Swissolカー・ケア・キット*
お客様のロールス・ロイスを新品同様の状
態に保つために必要なものすべてを揃えた
Swissolのカーケア製品です。製品ごとに分か
りやすい解説が添えられ、RRのモノグラム付
きキャリー・バッグに納められています。 
Wraithで使用可能です



すべての写真・図版および仕様は2016年3月現在の情報に基づくものです。カラーは変更されることがあります。

Rolls-Royce Motor Cars Ltd は本カタログおよびそれに含まれるオファーについて、内容を予告なく変更する場合があります。それぞれの製品の
各国の仕向けは異なる場合があります。正確な情報の提供にできる限り努めますが、情報の正確さについては保証をいたしません。または内容につい
ても一切責任を負いません。追加の情報につきましては、Rolls-Royce Motor Cars の正規ディーラーにお問い合わせになるか、またはウェブサイ
ト www.rolls-roycemotorcars.com をご覧ください。 

本カタログ内に記載されているRolls-Royce Motor Cars、あるいは第三者とその製品およびサービスを特定する名称、ロゴ、および画像
は、Rolls-Royce Motor Carsとそれに関連する第三者の所有です。本カタログに含まれているものは、いずれの人に対しても、その名称、ロゴ、画像
に関して、Rolls-Royce Motor Carsの一部またはすべての第三者に関するライセンスまたは権利を授与しないものとします。本カタログに含まれる
資料の著作権は、Rolls-Royce Motor Carsおよびそのライセンサーに帰属します。事前の書面によるRolls-Royce Motor Carsの許可なしに、本
カタログの部分的な複写、変更、転送、配布、表示、複製、刊行、認可、および製作、またはその公的・商業的な使用は禁止します。個人的な使用目的で
の使用のみ可能です。

米国の販売代理店：Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC, Woodcliff Lake, NJ 07677-7731.

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC 2016。内容の複製および転載を禁じます。ロールス・ロイスの名称およびロゴはRolls-Royce 
Motor Cars Limited が所有する登録商標であり、Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC の認可を得て使用されるものであります。
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