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レガシィのために進化した、理想のカーコンシャス・サウンド。
すべての対応力が最新バージョンのコンプリートＡＶナビ。

多彩なネットワーク機能、磨きぬいたインターフェイス。
進化を続ける地デジナビのスタンダード。

クラリオンHDDナビ ＋ 4スピーカーセット
￥309,750 ＋ 別売取付品 ￥19,110

独自の高精度ワイドレンジスピーカーを駆使し、
新型レガシィのために調律されたサウンド特性。

車室内音響特性比較表
車種別音響チューン
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HDDストラーダ
￥277,200 ＋ 別売取付品 ￥19,110

■ＨＤＤナビゲーション／７型ワイドＶＧＡモニター／一体型 ４スピーカーセット H0011AJ001BB［¥275,000＋ ¥20,000］  ●電源変換コード H0017SC912［¥3,000］ 
●ラジオアンテナ変換コード H6311AJ900［¥1,200］ ●ＡＶエスカッション（シルバー）H0017AJ920［¥10,000］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］ ◆クリップ 909150031［¥500］×2個

スポット情報投稿画面渋滞予測ルートシミュレーション画面

※スピーカー無し（標準装備スピーカー流用）でも ¥288,750＋別売取付品￥19,110 で購入できます。 ■ＨＤＤナビゲーション／７型ワイドＶＧＡモニター／一体型 H0011AJ000BB［¥261,000＋ ¥14,000］
●電源変換コード H0017SC912［¥3,000］ ●ラジオアンテナ変換コード H6311AJ900［¥1,200］ ●ＡＶエスカッション（シルバー）H0017AJ920［¥10,000］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］ ◆クリップ 909150031［¥500］×2個

長年にわたりサウンドプロセッシング技術をリードしてきた
Do l b y社が、カーオーディオのために開発したDo l b y 
Automotive Entertainment Program“ＤＡＥＰ”。4chスピー
カーの性能を最大限に引き出し、後部座席にも仮想センター音
声の定位を実現。レガシィ専用の音響チューンとともに、乗る人
すべてに迫真のバーチャルサラウンド空間を提供します。

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ携帯電話＊3を経由して通信で渋滞情報を
取得するオンデマンドＶＩＣＳに対応。ＶＩＣＳ非対応
エリアも統計情報とプローブ情報を蓄積し、広範囲・高
精度な渋滞予測を実現。ナビ起動直後すぐに渋滞情報
を取得でき、質の高いルート検索を可能にします。グルメ
＆レジャースポットを写真で紹介しながらナビゲートするピ
クチャービューなど、独自のアイデアも盛り込まれています。

フロントスピーカーの位置が高いため目の前に音像を
作りやすく、＊4迫真のリアルサウンドが得られるレガシィ。
専用セッティングで他のスピーカーとバランスを取れば、
その特性を最大限に活かせます。クラリオンＨＤＤナビは、
レガシィのキャビン音響特性を解析し緻密にイコライ
ザーを設定。純正ならではの高度な調律で“レガシィ・
サウンド”を完成しています。

歪みのないハイレスポンスな響きを支えるTM
（タイタニウム・メタライズド）-MIPPコーン
の中央には、クリアな高音を放つ高精度・極
薄バランスドームツィーターが紫に光る。
カーオーディオの調律に膨大なノウハウを
持つクラリオンが誇る、最大入力150W・高
域50kHzの大容量ワイドレンジスピーカー
が、多彩かつ緻密な車種ごとの音響チュ
ーンを支えている。

専用サイトに掲載されたおすすめスポットや、みんな
が投稿した口コミ情報＆写真を見ながら、自宅の
パソコンでドライブプランが作れる「チズルとスス
ム」。過去の渋滞統計も活用した、効率的なルート
シミュレーションが可能です（ナビ本体のルート
設定とは異なる場合があります）。作ったプランを
SD/SDHCカードでナビに移せば、すぐにドライブ
開始。帰宅したら、自分のコメントや写真をブログ感
覚でアップできます。会員登録などご利用方法は 
http://chizu-route-susumu.jp をご覧ください。

みんなが投稿したスポット情報を
みんなで利用。
渋滞予測ルート設定もパソコンでできる
「チズルとススム」。
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すべての乗員の前に、音の中心がある。カーバーチャルサラウンドの到達点“ＤＡＥＰ”。

３種類の圧縮音源を、USBやSDHCカードでHDD録音。
iPodビデオ（オプション）や地デジ番組再生にも対応します。

USBメモリーや
SDHCカードと
いった最新の主
流メディアで、再
生だけでなく
HDD録音も可能。
音楽をパソコン

で管理されている方に最適です。またiPodビデオや、
DVD-VRモードで録画された地デジ番組の再生にも
対応します。

オンデマンドVICS、ピクチャービューTMなど、
最新のナビ・ユーティリティを活用できます。

約670,000件におよぶ最新スポット情報。
自宅のパソコンでドライブプラン「おでかけストラーダ」。

■ＨＤＤナビゲーション／７型ワイドＶＧＡモニター／一体型 H0012AJ002BB［¥249,000＋ ¥15,000］    ●ラジオアンテナ変換コード H6311AJ900［¥1,200］ ●電源変換コード H0017SC912［¥3,000］ 
●ＡＶエスカッション（シルバー）H0017AJ920［¥10,000］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］  ◆クリップ 909150031［¥500］×2個

＊1：SD/SDHCカードでの音楽再生はMP3・AAC、HDD録音はMP3・WMAで可能です。AACデータはSD/SDHCカードのみ使用できます。
※地図データは（財）日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース（2008年3月発行）」、（株）ゼンリン、（株）昭文社、（株）トヨタマップマスターの地理情報に基づき、パナソニック（株）が2009年4月に作成。
　調査・作成の時期・方法により現状と異なる場合があります。使用に際しては実際の道路状況および交通規制にしたがってください。
※Bluetooth、iPod、携帯電話、パソコン等の適応条件は、パナソニック製ナビ CN-HW880D と共通です。

ストラーダで利用できるネット連動機能「おでかけストラーダ」。
約670,000件（2008年４月現在）におよぶ最新のスポット情報が
検索できる「おでかけスポット」や、ここで選んだ情報からドライブ
プランを作成できる「おでかけプランナー」などのコンテンツがあり
ます。家族や仲間と自宅等のパソコンで作成したデータを、Bluetooth
携帯電話やＳＤカードでナビに転送すれば、車内での複雑な
ナビ設定も必要なくスムーズに出発できます。ご利用方法は www.
subaru.jp/accessory/navi/odekake/ をご覧ください。

「おでかけストラーダ」
スバルユーザー専用ページ

ナビ画面

ピクチャービュー

＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1

表示価格は標準工賃(必要な場合)と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。 ◆別売取付品にクリップ 909150031 ¥525［¥500］が含まれる商品を同時作業で共着する際に、クリップの合計が２個を超えた場合、３個目以降は不要です。
※このパンフレットのナビ＆オーディオは、メーカーＯＰナビ装着車には装着できません。 ※フルセグ視聴用のB-CASカードの登録（無料）はお客様のご手配となります。 ※ナビに記録した音楽や目的地登録などのデータが、不具合や修理により消失した場合、データの保証はいたしかねます。ナビ以外にデータを保存しておく事をおすすめします。 ※各メディア＆データは、記録の形式・バージョンや著作権ガードにより、再生または本体録音できない場合があります。

 ※ハイビジョン（AVCHD規格）で録画したDVDには対応していません。 ※iPod対応機能は、Dockコネクター非装備機種などiPodの種類や世代によって使用できない場合があります。 ※Bluetooth通信機能はBluetooth対応の携帯電話やポータブルプレーヤーでのみ使用可。ハンズフリー電話とコードレス再生を同時に使用できない場合や、待ち受け画面にしていないなど携帯電話の設定によりハンズフリー電話ができない場合があります。

車種別音響チューン

仮想サラウンド

大容量80GBの本体HDDを取りだして、自宅のパソコンに直結。ナビで膨大なネットデータを扱えるリビングキット。

ＨＤＤ録音 CD・PC接続

超小型リモコン、ボイスコントロール、Bluetoothなどインターフェイスも充実。

ＨＤＤ録音　CD・SDHC・USB

オンデマンドVICS

オンデマンドVICS ネット連動スポット探索

iPodビデオ DVD-VR地デジ番組

ネット連動スポット探索

ナビ標準装備 装備なしオプション【裏面をご覧ください】

ナビ標準装備 装備なしオプション【裏面をご覧ください】
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SUBARU純正ナビ＆オーディオ

３年間６万km保証

＊1 ＊2

スピーカーは1年間2万km保証

バージョンジョンアップ

1回分付回分付
バージョンアップ

1回分付

日本のすべての道の、最新情報をその手に。
グランドツーリング・ナビの新たな頂点。

HDDサイバーナビ
￥383,250 ＋ 別売取付品 ￥19,110
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スマートループ対応のカロッツェリア・ナビ同士が、携帯電話の
パケット通信などを介して、渋滞情報を持ちより共有・活用する
「スマートループ」。さらにＶＩＣＳ情報なども加えて最適化さ
れた渋滞情報を随時受信。いままでＶＩＣＳの渋滞情報だけ
では対応しきれなかった細かい道でも、よりきめ細かく効率
的なルート案内を実現します。このスマートループへの参加方
法は、お手持ちの携帯電話をナビにつなぐだけ。利用法、料金、
注意事項等は、スマートループ専用サイト http://smartloop.jp 
をご覧ください。

オンデマンドVICS以上の、
膨大なプローブ渋滞情報を
活用できる「スマートループ」。
オンデマンドVICS ネット連動スポット探索

オンデマンドVICS ネット連動スポット探索

フルセグ4アンテナ 高画質ＶＧＡ7型モニター

日本の全道路、約70万kmの渋滞情報を使いこなす。
地図データのリアルタイム更新も先進的。

■ＨＤＤナビゲーション／７型ワイドＶＧＡモニター／一体型 H0018AJ000［¥351,000＋ ¥14,000］    ●ラジオアンテナ変換コード H6311AJ900［¥1,200］ ●電源変換コード H0017FG903［¥2,000］
●ＡＶエスカッション（ピアノブラック）H0017AJ921［¥10,000］  ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］ ◆クリップ 909150031［¥500］×2個

iPodビデオBluetooth

＊2＊1

バージョンアップバージョンアップ

3年分付年分付
バージョンアップ

3年分付

＊1：スマートループを使用するには、別売の Boluetooth用アダプター（＊3）、または 携帯電話接続ケーブルH0018SC905（PDC用２ｍ）、H0018SC906（CDMA ONE用４ｍ）、H0018SC908（CDMA 1x WIN用２m）、H0018SC907
（FOMA用２m）¥5,250［¥5,000］が必要です。 ＊2：地図データのバージョンアップはパイオニア（株）が運営・実施いたします。実際の新規道路を完全に網羅していない場合があります。  ＊3：Bluetooth用アダプター H0018AJ250 
¥17,850［¥15,000＋ ¥2,000］が別途必要です。 ＊4：iPodケーブル H0018AJ910 ¥5,775［¥4,500＋ ¥1,000］が別途必要です。
※スマートループ、ナビスタジオおよび専用サイトはパイオニア（株）が作成・運営しています。内容等について富士重工業（株）は関与しておりません。
※地図データは（財）日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース（2008年3月発行）」に基づき作成。調査・作成の時期・方法により現状と異なる場合があります。
　使用に際しては実際の道路状況および交通規制にしたがってください。
※Bluetooth、iPod、携帯電話、パソコン等の適応条件は、カロッツェリア製ナビ AVIC-ZH9900 と共通です（iPod接続はCD-I021を使用）。

サイバーナビが利用できるスマートループ【下記】渋滞情報
は、細い路地などを除き、クルマが一般的に走行する日本
の全道路をほぼカバーしています。さらに80GBの大容量
HDDには、渋滞予測データや詳細な実踏調査データなどが
ストックされ、日本全国で最適なナビゲートを可能にします。

さらに、道路が開通した
その日に地図データに反映
できるリアルタイム更新＊2

のほか、施設詳細や注目ス
ポットなど地点情報を毎月
のように更新でき、また
全データを3年で5回バー
ジョンアップ可能。携帯電
話の通信機能やパソコン
＋リビングキットを使って
の3年間におよぶ無料バー
ジョンアップです。

80GBの大容量本体ハードディスクは、カセットのように取り出してパソコンに直結することも可能。膨大なデータ転送を
要する地図データ更新や、大量の音楽/映像データのナビ転送もスムースに行えます。ナビの目的地設定やナビ画面の
カスタマイズを、自宅パソコンで行えるのも便利です。

タッチパネル、超小型リモコン、音声認識能力を高めたボイ
スコントロール。さらにBluetoothによるハンズフリー電話/
コードレス再生も可能です。メディアはiPodビデオにもオ
プション対応。本体HDDをリビングキットでパソコンに直
結できる独創の機能をベースに、高度なＡＶ対応力を発揮
します。

フルセグ４×４チューナー、ＬＥＤバックライトＶＧＡモニターなど、地デジもグランドツーリングスペック。

４つのアンテナ＆チューナーで捉えた電波を選別・合成し、鮮やかな色彩のＬＥＤバ
ックライト付きＶＧＡモニターで再生。受信状態に応じた12セグ/ワンセグのスムース
な切り替えや、エリアが変わっても同じ番組を視聴し続けやすいオート放送局サー
チなど、グランドツアラーにふさわしい地デジスペックを備えています。走行ノイズを
測定して音量や音響特性を自動補正するなど、サウンドクオリティもハイエンドです。

＊3

＊3 ＊4

ナビ画面上に点線表示
された、スマートループに
よる詳細な渋滞情報。

＊1

＊1:iPod接続ケーブル H0011AJ900  ￥11,340［￥9,800＋ ￥1,000］が別途必要です。 ＊2:ＵＳＢ延長ケーブル H0011AJ901 ￥3,150［￥2,000＋ ￥1,000］が別途必要です。 
＊3:通信料はお客様負担。携帯電話各社の各種定額料金サービスの適応外です。 
＊4:ツィーター非装着車は、車種別音響チューンの効果を最大限に発揮するため、ツィーターキット【裏表紙】の装着をおすすめします。 
※2ZONE設定時は、ステアリングリモコン（オプション）の一部機能が使用できません。 ※地図データは（財）日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース
（2008年9月発行）」を使用。調査・作成の時期・方法により現状と異なる場合があります。使用に際しては実際の道路状況および交通規制にしたがってください。 
※2011年度版の地図データが収録されたＤＶＤを無料でお届けします。「チズルとススム」 http://chizu-route-susumu.jp へのユーザー登録が必要です。クラリオン（株）が運営・実施いたします。  
※Bluetooth、iPod、携帯電話、パソコン等の適応条件は、クラリオン製ナビ NX809 と共通です。

リモコン（オプション）
￥6,300
■H0011AJ910［¥6,000］

サイバーナビ渋滞
対応道路
約70万km

VICS渋滞
対応道路
約7万km

ハメコミ画面はサンプルです



OPTIONAUDIOオーディオ標準装備 オプション

FOR  SUBARU G-BOOK ALPHA

スイッチコード

リヤビューカメライメージ

注文番号：b0114106

富士重工業株式会社

すべてのシートに理想の響きを。キャビンの一体感すら創出するレガシィ専用サウンドチューン。

レガシィのキャビン音響特性を解析し、周波数・位相特性から前後バランスまで緻密にデジタル制御。目の前に
音場を定位させ、フロントガラスにステージがあるかのような迫真のサウンドを、すべてのシートで楽しめます。高品位
2スピーカーや音源ソースごとの周波数特性分析など、カーオーディオとしての飽くなきこだわりが、豊かで心地よい
レガシィ・サウンドを完成しています。追加用の高品位リヤ2スピーカーも用意しています。

■ iPod接続アダプター ￥12,600
■ リヤ2スピーカーセット ￥28,875
■ USB/CDレシーバー ￥54,159

iPod接続アダプター

■H6215FG900［￥10,000＋ ￥2,000］

■H6215AJ500［¥34,000＋ ¥3,000］ ●ＡＶエスカッション（ピアノブラック）H0017AJ921［¥10,000］ ●ポケット（リッド（蓋）無）66128AE000［¥1,380］ 
●ラジオアンテナ変換コード H6311AJ900［¥1,200］ ●電源変換コード H0017FG903［¥2,000］ 

SUBARU Premium Sound 
ビクターUSB/CDレシーバー ＋ 2スピーカーセット 
セット価格 ￥60,375 ＋ 別売取付品 ￥20,034
※単品で購入するよりお得な価格となっています。

iPod接続アダプターも用意しています。USBは安全のため下記のUSB延長ケーブルでお使いください。レシーバーのみ購入する事もできます。

AM/FM iPod
オーディオ

ＵＳＢ
対応 CD-R/RW 車種別

音響チューン
ＭＰ3
再生

ＷＭＡ
再生 50W×4

■１ＤＩＮ ＵＳＢ/ＣＤレシーバー＆スピーカーセット H6215AJ510［¥51,500＋ ¥6,000］ ●ＡＶエスカッション（ピアノブラック）H0017AJ921［¥10,000］ ●ポケット（リッド（蓋）無）66128AE000［¥1,380］ 
●スピーカーブラケット フロント H6311YC500［¥4,500］ ●ラジオアンテナ変換コード H6311AJ900［¥1,200］ ●電源変換コード H0017FG903［¥2,000］ 

■スイッチＡＳＳＹサテライト 83154AJ030［¥6,350＋ ¥2,000］（SIクルーズ車は 83154AJ050［¥11,500＋ ¥2,000］）

前面AUX＆USB端子にiPod＆iPhoneケーブル。サーチ機能も充実したポータブルプレーヤー対応機。

ディーラーＯＰのパナソニック/カロッツェリアナビに、こだわりの高品位スピーカー。

ディーラーＯＰナビの主要オーディオ操作を、レガシィのステアリングリモコンで。

■ フロント2スピーカーセット ￥29,925
■ リヤ2スピーカーセット ￥29,925 ■H6319AG303［¥21,000＋ ¥3,000］ ●スピーカーブラケット リヤ H6311AJ500［¥4,500］ ■ USB延長ケーブル ￥2,100 ■H0011AJ901［￥2,000］＊工賃は不要

■H6319AG303［¥21,000＋ ¥3,000］ ●スピーカーブラケット フロント H6311YC500［¥4,500］

ケンウッドUSB/CDレシーバー
￥28,350 ＋ 別売取付品 ￥15,309

ETCキット（音声ガイド）
￥30,765 クラリオンナビと連動専用

追加用のフロント/リヤ２スピーカーセットも用意しています。USBは安全のため下記のUSB延長ケーブルでお使いください。

AM/FM ＡＵＸ
端子

iPod
オーディオ

ＵＳＢ
対応 CD-R/RW ＭＰ3

再生
ＷＭＡ
再生

AAC
再生 50W×4

■１ＤＩＮ ＵＳＢ/ＣＤレシーバー H6219AJ500［¥24,000＋ ¥3,000］ ●ＡＶエスカッション（シルバー）H0017AJ920［¥10,000］ ●ポケット（リッド（蓋）無）66128AE000［¥1,380］ 
●ラジオアンテナ変換コード H6311AJ900［¥1,200］ ●電源変換コード H0017FG903［¥2,000］ 

■ USB延長ケーブル ￥2,100 ■H0011AJ901［￥2,000］＊工賃は不要

■ フロント2スピーカーセット ￥28,875
■H6315FG000［¥20,000＋ ¥3,000］ ●スピーカーブラケット リヤ H6311AJ500［¥4,500］

■H6315FG000［¥20,000＋ ¥3,000］ ●スピーカーブラケット フロント H6311YC500［¥4,500］

■H6315FG000［¥20,000＋ ¥3,000］ ●スピーカーブラケット リヤ H6311AJ500［¥4,500］

ステアリングのサテライトスイッチで、ナビの主要オーディオ操作が可能になります（サイバーナビを除く。メーカーＯＰナビは標準装備）。

■H0011YC200［¥18,800＋　¥4,000］
●ETCビルトインカバー アイボリー：H0017AJ910、
　ブラック：H0017AJ911［¥5,000＋　¥1,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

VICS光・電波ビーコン
￥31,185 クラリオンナビに対応

ＥＰＧ対応ワンセグ
地上デジタルチューナー
￥50,400

■H0011AJ200［¥26,200＋　 ¥3,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

VICS光・電波ビーコン
￥29,925 メーカーＯＰナビに対応
■H0019SA200［¥25,000＋　 ¥3,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

ETCキット（音声ガイド）
￥24,885★ 単独装着用
■H5012AJ001［¥13,200＋　¥4,000］
●ETCビルトインカバー アイボリー：H0017AJ910、
　ブラック：H0017AJ911［¥5,000＋　¥1,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

※他の装着アイテムとの干渉、ナビの入力端子の状況、ナビや車両の年式などにより装着できない場合があります。 ※受信エリ
アは家庭用より狭くなります。トンネル、地下、ビルの陰などで画面がモザイク状のまま停止状態になったり、受信状態が不安定な
所では画像・音声が途切れる事があります。 ※映像・音声はアナログ接続でナビに入力されます。デジタル入力ではありません。

アナログ放送からデジタル放送への移行について：地上デジタル放送の受
信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナ
ログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

■H0017AG260［¥32,000＋　¥7,000］
●外部入出力変換コード H0017AG936［¥8,000］
◆クリップ 909150031［¥500］×2個

ETCキット（音声ガイド）
￥28,350★ メーカーＯＰナビと連動可
■H5012AJ000［¥16,500＋　¥4,000］
●ETCビルトインカバー アイボリー：H0017AJ910、
　ブラック：H0017AJ911［¥5,000＋　 ¥1,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

リヤビューカメラ（CCD） 
￥56,700★（クラリオンナビは ¥58,800★）

■B4：H0017AJ230、B4以外：H0017AJ220［¥37,000＋ ¥17,000］
●カメラ接続ケーブル（クラリオンナビのみ追加）SAA3220113［¥2,000］

ETCキット（ブザー音ガイド）
￥22,575★ 単独装着用
■H5012AJ002［¥11,000＋　¥4,000］
●ETCビルトインカバー アイボリー：H0017AJ910、
　ブラック：H0017AJ911［¥5,000＋　 ¥1,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

ETCキット（音声ガイド）
￥29,526 パナソニックナビと連動可
■H0012AJ200［¥14,000＋　¥4,000］
●ETCビルトインカバー アイボリー：H0017AJ910、
　ブラック：H0017AJ911［¥5,000＋　 ¥1,000］
●コードETC（ナビと連動しない場合は不要）
　H0012AJ950［¥3,620］
◆クリップ 909150031［¥500］

ETCキット（音声ガイド）
￥30,765 カロッツェリアナビと連動可
■H0014AJ200［¥13,800＋　¥4,000］
●ETCビルトインカバー アイボリー：H0017AJ910、
　ブラック：H0017AJ911［¥5,000＋　 ¥1,000］
●拡張ケーブル（ナビと連動しない場合は
　代わりに★のれんわけハーネスⅣが別途必要）
　H0018AJ950［¥5,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

スマートに停める、安心の身のこなし。ベテランドライバーにも人気のリヤビューカメラ。

大切なナビ＆オーディオを守る、防犯用ロックボルト。

※インパネ上面への
　取付けとなります。

メーカーOPナビのSUBARU G-BOOK ALPHA機能を、さらに使いこなす。
地上デジタルチューナーやiPod／USB接続アイテムも用意しています。

VICS光・電波ビーコン
￥30,975 パナソニックナビに対応
■H0012AG201［¥26,000＋　 ¥3,000］
◆クリップ 909150031［¥500］

＊メーカーOPナビへの装着には 外部出力変換コード H0017FG904 ¥7,350［¥7,000］（ワンセグ地上デジタルチューナー共着時は 外部入出力変換コード 
H0017AG936 ¥8,400［¥8,000］）が別途必要です。テレビを見る場合は、このパンフレットの地上デジタルチューナーが別途必要です。＊ディーラーOPのクラリオン
HDDナビへの装着には VTRケーブル H0011SA911 ¥3,150［¥3,000］が別途必要です。
※高精細VGAモニター。 ※車両標準装備のルームランプを取り外し、代わりにルームランプがビルトインされているリヤエンターテイメントを装着します。ルームランプの
オフディレイ機能は使用できなくなります。 ※マルチLEDルームバルブ（ルームランプ用）は共着不可。 ※リヤモニターはスピーカー内蔵ではありません。TV、DVDビデオ等
の音声はナビから車両スピーカーへ出力されます。 ※リヤモニターにはナビからの映像のみ入力できます。

地上デジタルチューナー（12セグ/ワンセグ）
￥164,115（マッキントッシュオーディオ付車は ¥137,865）
■H0019AG220［¥124,800＋　 ¥10,000］（マッキントッシュ
　オーディオ付車はH0019AJ200［¥104,800＋    ¥6,000］）
●接続コード H0019AG221［¥9,500］ 
●地デジチューナートレー H0017AJ900［¥10,000＋　¥1,000］
◆クリップ（マッキントッシュオーディオ付車は不要） 909150031［¥500］×2個

フリーサービス

プラン Ａ

プラン Ｂ

●Gルート探索／渋滞予測 ●ドライブプラン

フリーサービスに加え ●ヘルプネット  ●オペレーターサービス  ●リモートメンテナンスサービス

プランＡに加え ●G-Security DCM車載通信モジュール

必要なアイテム受けられるサービスプラン

コンソール運転席
右下にＥＴＣを
装着できる
ビルトインカバー。
純正ＥＴＣ全機種に
対応しています。

DCM車載通信モジュール  ￥124,635
■H5012AG201［¥90,000＋ ¥4,000］ ●DCM取付ブラケット H0017AJ930［¥8,200］ ●DCMアンテナ H0017AG803［¥12,000＋ ¥4,000］ ◆クリップ 909150031［¥500］

※SUBARU G-BOOK ALPHAサービス（プランＢ）の利用には、別途ご契約が必要です。※ヘルプネットを除きDCM単体では通話できません。相手先とハンズフリー電話するには、別途
Bluetooth対応携帯電話が必要です。 ※エアバッグ連動の事故自動通報機能はありません。 ※フリーサービスのご利用にはSUBARUオフィシャルＷＥＢサイト www.subaru.jpでの会員登録（無
料）が、プランＡ／プランＢのご利用には販売店で別途ご契約が必要です。 ※サービス内容は契約コースにより異なります。詳しくは専用パンフレットやSUBARU G-BOOKサイトをご覧ください。

ナビＧＰＳと連動した自車位置緊急通報など、より多彩なSUBARU G-BOOK ALPHAサービスを利用可能。最大2.4Mbpsの車載タイプ大容量・高速通信モジュールです。

Bluetooth携帯電話

■約25万画素CCDカメラ ■画角：水平約135°×垂直約100°

PHOTO：B4 ハメコミ画面：B4 ハメコミ画面：アウトバックPHOTO：B4

リヤビューカメラ（C-MOS） 
￥45,150（クラリオンナビは ¥47,250）

■B4：H0017AJ210、B4以外：H0017AJ200［¥26,000＋ ¥17,000］
●カメラ接続ケーブル（クラリオンナビのみ追加）SAA3220113［¥2,000］

■約30万画素C-MOSカメラ ■画角：水平約133°×垂直約100°

縦列・並列駐車などでバックする時、
死角になりやすいリヤ下方を、
バックギアに入れると自動的にナビ画面に表示。
画像反転機能により、
バックミラーに近い感覚で後方確認ができ、
夜もバックライトの明かりで画像が映ります。

撮影用カメラ

ナビのVICS FM多重に光・電波ビーコンを追加でき、より詳しい渋滞情報が得られます。

すべての純正ナビに、料金表示など便利なナビ連動ＥＴＣを用意しています。

前席でナビを使いながら、後席で高品位映像を楽しめるリヤモニター。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［ 　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。 ◆別売取付品にクリップ 909150031 ¥525［¥500］が含まれる商品を同時作業で共着する際に、クリップの合計が２個を超えた場合、３個目以降は不要です。 ★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ H0077AJ000 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。
※iPod対応機能は、Dockコネクター非装備機種などiPodの種類や世代によって使用できない場合があります。

VICS光・電波ビーコン
￥24,150 カロッツェリアナビに対応
■H0018AG202 ［￥20,000＋　 ¥3,000］

SUBARU純正ナビ＆オーディオ

３年間６万km保証

■H6318AJ500［¥21,000＋ ¥6,000］

■ ツィーターキット ￥10,500
■H6318AJ000［¥8,500＋ ¥1,500］ ＊ツィーター非装着車用

FOR 
NAVI

FOR 
NAVI

ナビ＆オーディオ取り付け時に使用する防犯ロックボルト。
付属の専用キーレンチが無いと外すのが困難です。
ロックボルト２個とキーレンチ、ステッカーのセット。
マックガード社製。

※ディーラーＯＰナビには付属。
　ディーラーＯＰオーディオを注文・装着する際にご注文ください。
　事後装着およびメーカーOPナビへの装着は別途工賃が掛かります。
　詳しくは販売店にお問い合わせください。

ナビゲーションロックボルト
￥3,150
■H0077YA000［¥3,000］

SUBARU純正ナビ＆オーディオ

1年間2万km保証

■ リヤ2スピーカーセット ￥28,875

■ フロント2スピーカーセット ￥29,925
■H6319AG303［¥21,000＋ ¥3,000］ ●スピーカーブラケット リヤ H6311AJ500［¥4,500］

■H6319AG303［¥21,000＋ ¥3,000］ ●スピーカーブラケット フロント H6311YC500［¥4,500］

■ リヤ2スピーカーセット ￥29,925

■ フロント2スピーカーセット ￥33,075
■H6348KJ100［￥20,000＋ ￥3,000］ ●スピーカーブラケット リヤ H6311AJ500［¥4,500］●スピーカー変換コード H6318FG900［¥4,000］  

■H6348KJ100［￥20,000＋ ￥3,000］ ●スピーカーブラケット フロント H6311YC500［¥4,500］●スピーカー変換コード H6318FG900［¥4,000］  

■ リヤ2スピーカーセット ￥33,075

■ 4スピーカーセット ￥34,230
■H6311AJ300［¥26,600＋ ¥6,000］ ＊ブラケットは同梱されています。

※本体はコンソール運転席右下にビルトインします。アンテナはフロントガラス上部に取付けます。 ※ＥＴＣは各メーカーで形状が違うた
め、ビルトインカバーとの隙間や出っ張り方は異なります。 ※別途セットアップ、ＥＴＣカードの取得（クレジット会社との契約）が必要です。
詳細は販売店にお問い合わせください。

スピーカーは1年間2万km保証

★表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2009年9月現在。予告なく変更する場合があります。また撮影の都合で現行商品と異なる場合があります。●複数の商品や異なる商品を同時に装着できない場合や、車両の仕様により商品を装着できない
場合があります。●輸入品など若干納期がかかる場合があります。●商品の注意事項のすべてを記載していません。必ず取扱説明書をお読みください。●安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。走行中はナビモニターでTVやビデオの映像を見ることは
できません。●モニターやディスプレイは、太陽光の角度等により見えにくくなる事があります。●ボイスコントロールは声質やノイズ等により、言葉を認識できない場合や誤認識する場合があります。●ナビゲーションの地図データや、VICS道路情報を活用するために
地図データ上に貼られたVICSリンクは、調査・作成の時期・方法により現状と異なる場合があります。使用に際しては実際の交通規制や道路状況に従ってください。●VICSは財団法人道路交通情報通信システムの商標です。●iPod、iPod mini、iPod photo、iPod 
nano、iPod shuffle、iPod touch、iPhoneは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●ウィンドウズおよびWMAは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●SD/SDHCメモリーカードは
SDアソシエーションの登録商標です。●「G-BOOK ALPHA」はトヨタ自動車株式会社の商標です。●Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc,USAの商標です。●SRS CS AutoはSRS Labs,Inc.の商標です。●SUBARU純正用品の保証期間は、スバル特約店、または
スバル特約店が指定した販売店での取付け後１年間またはその期間内でも走行距離２万ｋｍ以内。ただし富士重工業(株)が特に指定する用品は、取付け後３年間またはその期間内でも走行距離６万ｋｍ以内となります。●記載のデータは測定条件等により異なる場
合があります。●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。●各画面はハメコミ合成です。●写真のナンバープレートはすべて合成です。●撮影用の小物は商品には含まれません。●掲載のイラストはイメージ図です。●インターネットや
ナビのネット連動機能の契約・登録はお客様のご手配となります。●商品の取付けはスバル特約店、またはスバル特約店が指定した販売店でお願いします。●その他、詳しくは販売店にお問い合わせください。

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1（〒331-0812）
スバル部品用品本部 部品企画部（2009.9）

■H0016AJ000［¥69,200＋　¥10,000］ 

リヤエンターテイメント（フリップダウン型9インチワイドVGA） ￥83,160

※メーカーOPナビはリヤビューカメラ標準装備。 ※お得なドライブアシストパッケージでも購入できます【アクセサリーカタログp24】。 ※泥等で汚れた場合は拭いてくだ
さい。 ※高圧洗車機によるカメラ部への噴射等はしないでください。 ※カメラの映し出す範囲は限られています。必ず状況を目視確認し、後退時は後方を直接見てく
ださい。夜間も車両のライトの明かりで画像が映りますが特にご注意ください。 

※ナビ画面やパソコン画面はイメージ（ハメコミ合成）です。自車の車体の映りこみ、画質・マーカー・注意文など画面表示の内容は、ナビや車種により異なります。 ※これらの商品はあくまで運転補助であり、ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。

万一の備えに。安全意識を高め、車載ビデオとしても楽しめるドライブレコーダー。

ドライブレコーダー

走行中は前方を撮影し続け、
事故などの衝撃を感知すると、
前後の映像・音などをしっかり記録。
スムースな事後処理を助け、
車載ビデオ/デジカメとしても楽しめます。

※ドライブレコーダーは、すべての状況において映像・音を記録することを保証するものではありません。衝撃が弱くＧセンサーの感度や設定値に満たない場合、本体の取付け強度や角度に問題がある場合、事故の際に本体が損傷
を受けたり水没した場合など、記録機能が正常に作動しない事があります。 ※本機の故障、映像・音の未記録、記録されたデータの破損等によるあらゆる損害について、一切の責任を負いません。 ※LED式の信号機、テールラン
プ、ストップランプ等を撮影した場合、LEDの制御の性質上、点滅したり光っていない様に映る事があります。 ※本機で記録した映像・音は、プライバシーや著作権の侵害など法や条例に抵触しないよう、注意してご利用ください。

ドライブレコーダードライブレコーダーイメージイメージドライブレコーダーイメージ

約31万画素・垂直約105°/水平約135°のC-MOSカメラが、毎秒30フレーム
（連続記録時は10フレーム）の鮮明映像で、事故時の周辺状況もしっかり撮影します。

SUBARUディーラーが適切に装着。純正だから法規対応も安心です。

※ナビ非装着車やナビと接続しない場合も、本機の装着・使用は可能です。 ※ＳＤカードは付
属のものをご使用ください。 ※ドライブレコーダーのデータを読み込むために必要なＳＤカー
ドリーダーとパソコンの適応条件は、イクリプス製ドライブレコーダー DREC3000 と共通
（本体機能は異なります）。 ※本機では、本体アプリケーションのバージョンアップやＳＤメモ
リーカードの再セットアップはできません。 

撮影した各データは、1GBの付属ＳＤカードで手軽にパソコンに取り込めます。
メーカー/ディーラーOPナビに接続すれば、その場で映像のみモニター確認もできます。

1メリット

2メリット

※保存件数は付属のＳＤカードに自動約10件、手動約5件まで。以降は古い物から上書き消去されます。※本機による事故映像・音等は、証拠としての効力を保証するものではありません。
※本機の作動を試すために、故意に危険な運転をする事は絶対におやめください。※一般公道では、危険回避のために必要な場合を除き、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。 

※ドライバーは走行中に操作せず、必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。

万一の事故をしっかり記録。スムースな事後処理を助けます。

事故前後の映像・音、さらに車速・加速度を自動保存。
前後の経緯を客観的に検証でき、事後処理もスムースです。
軽い接触事故等でＧセンサーが反応しなくても、
手動スイッチで12秒前まで遡って保存します。

ドライブの想い出に、車載ビデオ/デジカメとしても楽しめます。
最大で動画約20分／写真約600枚を撮影でき、
ドライブの思い出として写真をブログにアップしたり、道案内などに利用することもできます。

夜間映像

12秒前～ ～8秒後映像・音を保存

衝突！ 急ブレーキ！ 手動でも作動します

映像・音を保存

iPod接続ケーブル（メーカーOPナビ用）  ￥14,700 ■H0018AJ901［￥6,000＋ ￥2,000］
＊iPod接続ケーブルと共着不可

■H0018AJ900［￥12,000＋ ￥2,000］
＊USB接続ケーブルと共着不可

アルミ・鉄・真鍮を組み合わせて共振を制御する高比重インナーバッフルでスピーカーをマウントし、さらに複層構造の吸音・遮音・制振マット類を
ドア各部に配置。カースピーカーの弱点であるドアの共振や乱反射を抑え、効果的にノイズを減衰させたクリア＆ファットな響きを実現します。

フロントスピーカーインナーバッフル（カロッツェリアスピーカー用） ￥28,350

スピーカーの能力を最大限に引きだす、新発想サウンドチューン。

ＵＳＢ接続ケーブル（メーカーOPナビ用） ￥8,400

※ドライブレコーダーと同時接続不可。ナビ標準装備のAUX入力端子は同時使用不可。 
※グローブボックス内に設置するため、グローブボックス内は狭くなります。※データ放送には対応していません。 
※2chアンテナのため受信感度は地上デジタルチューナー（12セグ/ワンセグ）に比べ劣ります。

※ナビでのタッチパネル操作が可能（画質調整はリモコンのみ）。※本体は助手席下に設置します。
※B-CASカードの登録（無料）はお客様のご手配となります。

ステアリングオーディオリモコン  ￥8,768（SIクルーズ車は ￥14,175）
 

10月発売予定

実際のナビ画面には、日時等も表示されます。

9月中旬発売予定


