
Rolls-Royce Motor Cars 
The Ghost Accessory Collection



一切の妥協を 
          排した設計



3

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。



 

ドラマチックでありながら優美。最先端のテクノロジーをま
といながらも、シンプルに魅惑的。Ghostは並外れたパワー
で、穏やかで静寂な道を切り開いていきます。同様のスピリ
ットがAccessory Collectionの中にも生きています。アク
セサリーのそれぞれのピースが品質と精密さをにじませて
います。アクセサリーを使用して、パーフェクトなコントロー
ルがえられるよう、ご自分だけのGhostをお作りください。 

Ghost Accessory Collection

GHOST
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カスタマイズ
デザインは機能性、外観、そして情熱の混合です。トレッドプレ
ートに刻印された文字からヘッドレストやクッションに施され
た刺繍に至るまで、豊富なGhostのカスタムアクセサリーでお
車をご自分に合わせて創りあげ、ロールス・ロイスがよく知ら
れた卓越したレベルを実現することができます。 カスタム・トレッドプレート

お車の入り口に配された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。ポリッシュ仕上げステンレススチール
製トレッドプレートを添えて、クールでで現代的な仕上がりを
お楽しみください。48ページをご覧ください。 
全てのGhostモデルで使用可能です

Ghost Accessory Collection – カスタマイズ6 7



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 
全てのGhostモデルで使用可能です

Ghost Accessory Collection – カスタマイズ

ポリッシュ仕上げステンレススチール製
トレッドプレート
ポリッシュステンレススチール仕上げにより、
あなたのお車のインテリアとラゲージ・コンパ
ートメントのシルガーニッシュにクールで現代
的な雰囲気をプラスします。さらにパーソナル
な仕上げを望まれる場合には、カスタム・トレッ
ドプレートをフィットさせれ、Ghostのダイナミ
ックなクオリティをさらに際立たせることがで
きます。47ページをご覧ください。 
全てのGhostモデルで使用可能です

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。 
全てのGhostモデルで使用可能です

カスタムクッション
お客様のロールス・ロイスのインテリアを、非
常にきめの細かいレザーで仕立てられた、ソフ
トなダックフェザーのクッションで飾ることが
できます。豊富なカラーバリエーション、パイピ
ング、カスタマイズされた刺繍の中からお選び
いただけます。 
全てのモデルで使用可能です

カスタムクッション

カスタム・テキスト・ヘッドレストポリッシュ仕上げステンレススチール製トレッドプレート 98



シルバーサテン・キット
ドラマチックでありながら優美なシルバーサテン・キット
は、ボンネット、ウィンドシールド、およびグリル周りを包み
込み、Ghostのダイナミックなキャラクターをエラガントに
反映しています。 
使用可能な車両に関しては指定されたディーラーにお尋ねください。
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エクステリア
Ghostほどロールスロイスの真髄を象徴している車は他にあ
りません。エクステリアオプションは、ダイナミックでありなが
ら打ち解けた雰囲気の、シンプルさの強みをにじませている、
時代を超えたクラシックなキャラクターを強調するための添
え物に過ぎません。

Ghost Accessory Collection – エクステリア



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。

全てのGhostモデルで使用可能です

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。

全てのGhostモデルで使用可能です

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。

全てのGhostモデルで使用可能です

12 13Ghost Accessory Collection – エクステリア

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。
全てのGhostモデルで使用可能です

優美な小さい女神



20インチ Style 274 
アロイホイール – グロス

ブラック
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

19インチ Style 273 
アロイホイール – ペイン

ト仕上げ

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。 
全てのGhostモデルで使用可能です
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21インチ Style 615 
アロイホイール – パート・

ポリッシュド
他にご利用可能なタイプ：ペイント仕

上げ、フル・ポリッシュド

Ghost Accessory Collection – エクステリア

20インチ Style 420 
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：パート・ポ

リッシュド
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ビジブル・エキゾースト
クロームコーティングされたエキゾースト
はGhostのダイナミックでパワフルな姿を
強く演出する一方、音は微かです。ダイナミ
ックな世界と騒音のない世界の、その2つ
の異なる世界を堪能できます。
全てのGhostモデルで使用可能です

リスタイル・ミラーキット
高レベルの視界を保ちつつ、車両のライン
に流れるようにシームレスに続くリスタイ
ル・ミラーは、2011年9月以前に作成され
たGhostモデルに取り付けられている標準
バージョンと交換することができます。 
使用可能な車両に関しては指定されたディーラーに
お尋ねください。

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
Ghost 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。
全てのGhostモデルで使用可能です

Ghost Accessory Collection – エクステリア



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。 
全てのGhostモデルで使用可能です

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。 
全てのGhostモデルで使用可能です

オールウェザー・フロアマッ
ト
Ghostのラグジャリーで現代的な
インテリアを保ち続けるためにデ
ザインされたこのフロアマットは、
上に上がった特徴あるエッジの形
状が彫りこまれ、汚れや水、雪解け
の泥などを取り込み、一年を通し
てお客様のGhostの最適なケアを
お約束します。
全てのGhostモデルで使用可能です
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インテリア
Ghostに乗り込んで、コントロールしてください。現代的なイ
ンテリアに隅々まで快適さが盛り込まれて、洗練された穏や
かな空間を作り出しています。Accessory Collectionのイ
ンテリアオプションで、ドライビングの目的地に係わらず、イ
ンスタイルなリラックスを味わうことができます。

ラムウール・フロアマット

オールウェザー・フロアマットタフト・フロアマット

Ghost Accessory Collection – インテリア



ピクニック・テーブル
エレガントな折りたたみ式のピクニック・テーブルは、イン
テリアのレザーとマッチする仕上げになっています。お仕事
用にも軽食を取られるのにも最適です。洗練されて使いや
すいアクセサリーの快適さを、リアシートのお客様にお楽
しみいただけるでしょう。 
ご注意：リア・エンタテインメント・システムは含まれておりません。
使用可能な車両に関しては指定されたディーラーにお尋ねください。

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
ヘッドレストに刺繍しています。
全てのGhostモデルで使用可能です

クールボックス
Rolls-Royce Motor Carsのアクセサ
リーの中で、その頂点に位置するもので
す。クールボックスの内部には灯りが灯
り、鏡が組み込まれ、750ccのシャンペ
ンボトル2本と2個のシャンパン用フルー
トグラスを収納することができます。冷
却の設定が2段階に分けられているの
で、食べ物と飲み物をパーフェクトな温
度で保存することができます。またリアア
ームレストに設けられたカップホルダー
にグラスホルダーをしっかりと固定する
ことができるので、車内でさらに快適に
お過ごしいただくことができます。
全てのGhostモデルで使用可能です

リア・カーテン・キット
電動カーテンでリアシートのお客様は、
プライバシーが保たれていることを実感
できます。このカーテンはリアドアまたは
ドライバードアから、容易にコントロール
できます。リアウインドスクリーン・カー
テン、またはサイドウインドウも含めて完
全に覆うリアコンパートメント・カーテン
もご利用いただけます。
全てのGhostモデルで使用可能です

21Ghost Accessory Collection – インテリア20

穏やかな空間を演出

リア・カーテ
ン・キット

クールボックスすべてのヘッドレストにRRのモノグラム
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ツーリング & 
テクノロジー

非常にシンプルに、しかし最先端のテクノロジーを用いて、 
Ghostは、この絶え間なく変わる世界に穏やかで静寂な道を
切り開いていきます。従来にも増してテクノロジーがさらなる
知性を創造する時代なので、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、どのような状況でも
Ghostの潜在能力をさらに際立たせるよう作成されています。

ワイヤレス ヘッドフォン
特にGhostのリアシートでのエンターテイメント用に開発されたヘッ
ドフォン。軽量で高品質のイヤーパッドにより、エクセレントなサウンド
クオリティと快適さをお約束します。ハイテク技術によりボリューム調
整ができ、チャンネルは直接ヘッドフォンから選択ができます。ヘッド
セットを使用しないときは、付属の刺繍が施されたハードケースに納
めて、ヘッドセットを保護することができます。 
ご注意：デジタル ワイヤレス ヘッドフォンは、2013年9月以降に生産されたGhost
でご使用になれます。赤外線ヘッドフォンは、2013年9月以降に生産されたGhostで
ご使用になれます。
使用可能な車両に関しては指定されたディーラーにお尋ねください。

Ghost Accessory Collection – ツーリング & テクノロジー
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汎用リモコン
交換用リアビューミラーにはめ込まれているボタンで、ガレージドアやゲ
ートの開閉、ライトの点灯、およびその他の機器のオン・オフ操作などの種
々のリモート機能を容易くシームレスにプログラムすることができます。
ご注意：リモコン使用に関する制限は一部の国において適用されます。  
詳細は指定されたディーラーにお尋ねください。
全てのGhostモデルで使用可能です

ポータブル・レザートリム・クールバッグ
お車でのお出かけ以外の場合にも快適さを提
供するものとして、このクーラーバッグは考案
されました。お車のインテリアに合わせたレザ
ーで整えられたクールバッグの冷却システム
は、ラゲージ・コンパートメント内の12V補助
電源ソケットを介して、車両から供給されてい
ます。
使用可能な車両に関しては指定されたディーラーにお尋
ねください。

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。
使用可能な車両に関しては指定されたディーラーにお尋
ねください。

Ghostリア・エンタテインメント・リモ
コン
同乗の方にも楽しんでいただけるように、リ
ア・エンタテインメント・リモコンは、内蔵ロー
タリーコントローラーと同様の機能を備えて
います。ボタン操作でリア・エンタテインメン
ト・システムを使用することができます。
全てのGhostモデルで使用可能です

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Ghost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。
全てのGhostモデルで使用可能です

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

*Apple Computers Inc の商標です

ワイヤレス・カー・ホットスポット
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です.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、ネットワークを自動的に切り替え、最良
のネットワーク接続を確保します。
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。
全てのGhostモデルで使用可能です
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カーケア & 
保護

Ghostは工学技術、エレガンス、そしてダイナミズムの頂点に
位置する車です。車を完全な状態に保つことは、最も大切な
最優先事項です。細部まで注意を払うその同様の配慮から得
た考えを基にして、ロールス・ロイスではお客様のお車を保護
し、良い状態を保つための製品を設計しました。 

カー・カバー (エア・フロー式) 
お客様のロールス・ロイスをほこりや
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。
全てのGhostモデルで使用可能です

アウトドア・カー・カバー
アウトドア・カー・カバーはお車を雨
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。 
全てのGhostモデルで使用可能です

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。カスタ
マイズされたインドア・カー・カバーも
ご利用できます。49ページをご覧く
ださい。
全てのGhostモデルで使用可能です

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

Ghost 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。 
全てのGhostモデルで使用可能です

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%％優れたロード・
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。
全てのGhostモデルで使用可能です

消火器
消火器は車内の目立たない場所に
コンパクトに納められていますが、
万一の場合はすぐに手が届くように
配慮されています。
消火器の国内規制・使用制限については、
お近くの指定されたディーラーにお尋ねく
ださい。

Ghost Accessory Collection – カーケア & 保護

スノー・チェーン

消火器ウィンター・ホイールおよびタイヤ

*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。

Swissolカー・ケア・キット*
お客様のロールス・ロイスのデリケートなマテリ
アル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。
全てのGhostモデルで使用可能です

バッテリー コンディショナー
この商用電源式LEDインジケーター付きのバッ
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。
全てのGhostモデルで使用可能です
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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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