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期待を超えて。

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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洗練された材料が最新
技術と融合します。



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 / 13

スポーツタイヤ
Pirelli は、お客様の Huracán 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。

レーシング 
エキゾースト システム

Huracán、直観的なテクノロジー。
この洗練されたエキゾースト システムによって駆り立てられ、

轟音を鳴らす V10 より直観的なものは何もありません。
STRADA,、SPORT、CORSA のすべてのドライビングモードでの爽快

で猛烈な響きが、ランボルギーニのハンドルを握る喜びを倍増させ、ギ
アチェンジする度にそれがさらに増幅されます。 

レーザーで彫られたスタイリッシュな新しいエキゾーストエンドは、あなたの 
Huracán をまぎれもないものにするタッチを加えてくれるでしょう。

アウトモービリ・ランボルギーニのAccessori Originali の製品を取り付けたのであ
れば、あなたのランボルギーニの保証が無効になることはありません。 

パワー：最大+5%
軽量化：-10% 

レーストラック使用のみ

カーボンセラミックブレーキ
Accessori Originali は、このカーボンセラミック ブレーキ ディ

スクセットに多くの情熱をつぎ込んできました。パフォーマンス
と軽量化を重視すればするほど、これらのブレーキはレーストラッ

クか路上であるかに関わらず、トップパフォーマンスを発揮します。
さらに、大幅な軽量化、そのすばらしい外観、そして最も重要な運転中の

最高の安全性が加わります。

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リムは、Huracán 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。このキットは、標
準タイヤに対応しています。
追加の型式の承認は必要ありません。

レッド  

シルバー イエロー

グリーン 

ブラック 

オレンジ

センターロック

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

BASTET リム

シャイニーブラック
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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
• Huracán 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 

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。 



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。
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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 Huracán にアグ
レッシブなスプリッター、サイドスカート、リアディフューザーを搭載し、
細部にまでこだわった限定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。 
キットは Huracán LP 580-2 Coupé および Spyder 
向けにご用意しております。オリジナルのリアウィングが含ま
れます。 

フロント ルーバー
Huracán GT3 と SuperTrofeo で初めて発表されたフロント 
ルーバーは、Huracán 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。

カーボンファイバー  
エンジン ベイ シールド

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： 

熱に強いクリアコートで保護され、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すカーボンファイバー

製エンジンベイシールド セット一 
式を提供します。 

FORGED COMPOSITE（フォージド・コンポジット）

カーボンファイバー 
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MIMAS

シャイニーブラック 

シャイニーシルバー

チタンマット

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できあがりました。 

バイカラーダイヤモンド

GIANO

シャイニーブラック 

シャイニーシルバー 

チタンマット

LOGE

マットブラック

NARVI

ブロンズ

シャイニーブラック 
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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。 

透明エンジンボンネット
Huracán に搭載されている強力な吸気 V10 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。 

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、ランボルギーニをユ
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。
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レッドシャイニーブラックマットブラック 

ドアライト 
アウトモービリ・ランボルギーニ ブランドの新しい LED ドアライ
トは、気づかれないことなどない何かを与えてくれます。あな
た自身で選んでください。1963 年の設立以降、イタリア企業
のシンボルである Automobili Lamborghini の文字や、
常に世界で最も高級な車を飾るシールドの雄牛のシ
ンボルで、あなた自身を誘惑してください。

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。
CCB と標準ブレーキの両方に対応します。

エステティックキット 
あなたの Huracán をカスタマイズし、レーシングストラ

イプとリアビューミラーのセットで唯一のものに仕上げてく
ださい。キットは、Huracán のすべての標準塗装にアグレッシ

ブなコントラスト効果を加える様々なカラーでご用意しています。
ストライプは、はがす際や、長期間使用しても、下地の塗装を傷める

ことはありません。

レッド  

ブラック 

シルバー 

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。



インテリア / 29

リアアーチ 
軽量で耐久性に優れた、ハイグレードアルミニウム製リア
アーチは、レーシングなタッチを加えてインテリアの外観を
完成させます。あらゆるカラーに塗装可能です。

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、Huracán 内部
の便利な面を増加させるために設計されました。
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カーボンファイバー製フロアマットまた
はカスタマイズエッジ付きフロアマッ
ト 
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。 
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。

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。 



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。
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ナビゲーションシステム 
できるだけ早く目的地に到着するための唯一の方法は、最速ルートを選ぶことで
す。当社のナビゲーションキットを使えば、完璧なランボルギーニスタイル、つ
まり最高スピードでそれを実行します。 

RVC キット 
車の後部にリアビューカメラが搭載されており、リバース
にシフトすると自動的にスイッチが入ります。 
12.3 インチのディスプレイに、ステアリングホイール
を切る方向も合わせてイメージが表示され、駐車
時も、駐車スペースを離れる時も、操作が容易
になります。

BLUETOOTH キット 
煩わしいコードなしで、簡単、安全、そして統合された方
法で電話をかけたり、受けたりすることができます。 

クルーズコントロール  
自動的に Huracán のスピードを制御する電子システム。 



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。
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ラゲッジ セット  
最高品質のトラベルバッグの 2 個セット。カラーステッチを施したすばらしいイタリア
製レザーと、Huracán の内装に使用されている Alcantara 製です。標準セットはエ
レガントなオールブラック (レザー/Alcantara/ステッチ) です。Ad Personam 
セットは、Huracán 内装カラーと素材レンジからお好きなものを選んでフル
カスタマイズが可能です。ラゲッジセットは、ラゲッジコンパートメントに
完璧にフィットするように設計されており、毎日の使用に理想的なアク
セサリーです。 

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。

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。 
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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を約
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。
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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、Huracán を納車初日から確実に保護します。 

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。
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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、Huracán 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は、ランボルギ
ーニのエンブレムを誇り、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。

カーボン調カーカバー   
保護の点で究極を求めるすべての Huracán オーナーのみなさまのため、 
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 Huracán 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、Huracán 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。 
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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。 

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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