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小学校の遠足を思い出して、昨夜は目が冴えた。 初めての場所は、いつでも心を惹かれる。               
　　　　　
カーゴに道具を積み込む。 タフな靴を選び、多機能なバックパックを選ぶように、クルマのギアも選んだ。 使い倒すって、愉しい。
　　　　　
このクルマとなら、行きたいところへ行ける。 このギアとなら、やりたいことをやれる。

「行ってみたい」 「使ってみたい」 「挑戦してみたい」。

クロストレックに出逢うまでは見えてこなかった、そんな想い。

その想いをさらに増幅し、そして行動へと後押しする。

ひと目見たときから、使い込んで手に馴染んだ姿を確信できる、

胸躍る道具のように。

クルマを飾るだけでなく、あなたの日常を飾る仕掛けを持ったこのギアは、

よりアクティブで、よりポジティブな未来への冒険心を、きっと搔き立てる。
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04  05

■の商品はパッケージでも購入できます［P30］。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

■フロントグリル　¥44,220
［¥35,000＋□¥5,200］ J1017FN500
●水平基調を強調することで、堅牢さと安定感を表現したフロントグリル。
●樹脂製、マットブラック塗装。

未開拓の地、未体験の刺激。 

目の前に新たなフィールドが広がる。

ステアリングを握り、アクセルペダルを踏み込み、

これまでは行けなかったところへ。

堅牢さを体現したフロントグリルと、フロントノーズガーニッシュまたはフードデカールを組み合わせたパッケージ。

フロントノーズガーニッシュとフードデカールには新開発のテクスチャーパターンを採用。

安定感を持つヘキサゴンと頼もしさを感じさせるキューブ形状に、滑り止め機能のあるラインの組み合わせは、

アクティブなイメージの中に機能性も併せ持ちます。

フロントフェイスを彩る3つのアイテムが、まだ見ぬフィールドへとあなたを誘います。

FRONTFACE PACKAGE
まだ見ぬフィールドへ誘う精緻なテクスチャー。         

通常価格 ¥75,240 ▶ パッケージ価格 ¥68,640

■フロントフェイスパッケージ Ⅰ
［フロントグリル、フードデカール］ P0017FN900

通常価格 ¥71,060 ▶ パッケージ価格 ¥64,790

■フロントフェイスパッケージ Ⅱ
［フロントグリル、フロントノーズガーニッシュ］ P0017FN901 ■フロントノーズガーニッシュ　¥26,840

［¥22,000＋□¥2,400］ J1017FN400
●フロントフェイスの先端を保護するガーニッシュ。
●硬質ゴム製。 

■フードデカール　¥31,020
［¥25,000＋□¥3,200］ J1217FN000
●フロントフードを大きく際立たせるとともに、運転中の日光の反射を抑えるデカール。
●ポリウレタン製。

フードデカール

フロントノーズガーニッシュ

フロントグリル
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06  07表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

■ランプガーニッシュ（ヘッドランプ）　¥25,960
［¥20,000＋□¥3,600］ J1017FN450
●ヘッドランプのエッジをカバーし、フロントフェイスの力強さを強調するガーニッシュ。
●硬質ゴム製。

■ランプガーニッシュ（リヤコンビランプ）　¥25,520
［¥18,000＋□¥5,200］  J1017FN460
●リヤコンビランプのエッジをカバーし、リヤスタイルの力強さを強調するガーニッシュ。
●硬質ゴム製。

■ドアアンダーガーニッシュ　¥38,280
［¥30,000＋□¥4,800］ J1017FN800
●SUVらしいタフさを大きく際立たせるドアガーニッシュ。石跳ね等に対し、ドア下部を保護する機能もあります。
●樹脂製、無塗装ブラック。

■の商品はパッケージでも購入できます［P30］。 

荒野を越える。

確かめるように、力強く。

タフであれば、私は進んでいける。

タフでいれば、私は挑んでいける。
TOUGHNESS PACKAGE

ヘッドランプ、リヤコンビランプの2つのランプガーニッシュとドアアンダーガーニッシュの組み合わせ。

ランプガーニッシュの新開発テクスチャーは、デザイン効果だけでなく、

硬質ゴムのグリップと合わせて滑り止めとしても機能します。

大地を踏みしめる力強さと、アクティブなイメージをプラスするドアアンダーガーニッシュは、

アクティビティシーンなどでの傷つきの心配を軽減する、プロテクターとしての役割も果たします。

アクティビティと融和する頼もしさ

通常価格 ¥89,760 ▶ パッケージ価格 ¥82,280

■タフネスパッケージ
［ランプガーニッシュ（ヘッドランプ／リヤコンビランプ）、ドアアンダーガーニッシュ］ P0017FN902

CROSSTREKロゴ入り。

ランプガーニッシュ
（ヘッドランプ）　

ドアアンダーガーニッシュ

ランプガーニッシュ
（リヤコンビランプ）
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■の商品はベースキットでも購入できます ［P31］。

■LEDアクセサリーライナー　¥48,620
［¥35,000＋□¥9,200］ H4517FN000
●ON/OFFスイッチ付。●無塗装ブラック。
●フォグランプカバー一体交換。
※他の灯火類とは色味が異なります。◆注意事項は下記参照。

◆LEDアクセサリーライナーの注意事項：
LEDアクセサリーライナー本体は専用のスイッチで点灯/消灯します。車両装備の他の灯火類とは連動しません。双方のスイッチがONの場合、同時点灯します。

□アルミホイール 17インチ マットブラック　¥180,136
［¥36,540＋□¥4,400］ ×4本 B3118FN000×4本
〈Limitedは17インチにインチダウン可能〉
●17インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
●車両標準装備のナット（シルバー）を使用。

□アクセサリーランプ　¥9,460 ［¥7,000＋□¥1,600］ H4517AN200
〈Touring、LimitedのフルLEDハイ&ロービームランプ装着車用〉
●車両標準装備のフロントの車幅灯部分がアクセサリーランプとして昼間も点灯します。
※点灯時の明るさはポジショニングランプと同等になります。
※法規（道路運送車両の保安基準）上は、「その他の灯火」としての取扱いとなります（デイランプではありません）。

□LEDフォグランプ（クリア/イエロー切替）　¥56,100
［¥45,000＋□¥6,000］ H4517FL100
●クリア（ホワイト）とイエロー発光を使い分け可能なフォグランプ。
●クリア/イエローの切替えも車両装備のフォグランプスイッチで操作可能です。
※灯体ごと交換。※発光色は他の灯火類と異なります。

■ホイールロックセット　¥7,920
［¥6,000＋□¥1,200］ B3277YA001

□アルミホイール 18インチ マットブラック　¥194,260
［¥39,750＋□¥4,400］ ×4本 B3118AN010×4本
〈Touringは18インチにインチアップ可能〉
●18インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
●車両標準装備のナット（シルバー）を使用。

08  09表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

●1台分ロックナット4個、キー、キーポーチのセット。
●マックガード社製。

■ドアバイザー　¥25,520
［¥20,000＋□¥3,200］  F0017FN000
●アクリル樹脂製。

□ルーフスポイラー　¥51,040
［¥40,000＋□¥6,400］ E7217FN020##
〈STI ルーフスポイラーと共着不可〉
●ボディ同色。●標準装備のルーフスポイラーに貼付け（ボルト&ナット締め）。

■スプラッシュボード　¥22,440
［¥18,000＋□¥2,400］ J1017FN200
●樹脂製、無塗装ブラック。
※装着部地上高がフロント最大30mm、リヤ最大50mm下がります。

□ボディサイドモールディング　¥25,080
［¥18,000＋□¥4,800］ J1017FL710##
●樹脂製、ボディ同色。

■ナンバープレートベース　¥14,300
［¥13,000］ J1017FN000
●樹脂製、マットブラック塗装（車両や他のアクセサリーの無塗装樹脂部と同色ではありません）。
●1台分前後2枚セット。

■ナンバープレートロックボルト　¥5,280
［¥4,800］  J1077YA100
●アクリルポリカ製六連星ラベル付。 
●封印部除く3個、専用キー、レンチ。 ●マックガード社製。

クリア写真はコーナーセンサー、LEDフォグランプ（クリア/イエロー切替）付
写真はコーナーセンサー、

LEDアクセサリーライナー付イエロー

フロント リヤ フロント リヤ

マグネタイトグレー・メタリック
TQ

クリスタルホワイト・パール アイスシルバー・メタリック
W6

オアシスブルー
M3 V2 NN P9

オフショアブルー・メタリッククリスタルブラック・シリカ
T2 P8

ホライゾンブルー・パール
G7

ピュアレッドサファイアブルー・パール
G8

カラーコード（品番末尾の ##が以下のカラーコードに対応しています）

□アルミホイール 17インチ 切削光輝　¥180,136
［¥36,540＋□¥4,400］ ×4本 B3118FN100×4本
〈Limitedは17インチにインチダウン可能〉
●17インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
●車両標準装備のナット（シルバー）を使用。
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●1台分ロックナット4個、キー、キーポーチのセット。
●マックガード社製。

■ドアバイザー　¥25,520
［¥20,000＋□¥3,200］  F0017FN000
●アクリル樹脂製。

□ルーフスポイラー　¥51,040
［¥40,000＋□¥6,400］ E7217FN020##
〈STI ルーフスポイラーと共着不可〉
●ボディ同色。●標準装備のルーフスポイラーに貼付け（ボルト&ナット締め）。

■スプラッシュボード　¥22,440
［¥18,000＋□¥2,400］ J1017FN200
●樹脂製、無塗装ブラック。
※装着部地上高がフロント最大30mm、リヤ最大50mm下がります。

□ボディサイドモールディング　¥25,080
［¥18,000＋□¥4,800］ J1017FL710##
●樹脂製、ボディ同色。

■ナンバープレートベース　¥14,300
［¥13,000］ J1017FN000
●樹脂製、マットブラック塗装（車両や他のアクセサリーの無塗装樹脂部と同色ではありません）。
●1台分前後2枚セット。

■ナンバープレートロックボルト　¥5,280
［¥4,800］  J1077YA100
●アクリルポリカ製六連星ラベル付。 
●封印部除く3個、専用キー、レンチ。 ●マックガード社製。

クリア写真はコーナーセンサー、LEDフォグランプ（クリア/イエロー切替）付
写真はコーナーセンサー、

LEDアクセサリーライナー付イエロー

フロント リヤ フロント リヤ

マグネタイトグレー・メタリック
TQ

クリスタルホワイト・パール アイスシルバー・メタリック
W6

オアシスブルー
M3 V2 NN P9

オフショアブルー・メタリッククリスタルブラック・シリカ
T2 P8

ホライゾンブルー・パール
G7

ピュアレッドサファイアブルー・パール
G8

カラーコード（品番末尾の ##が以下のカラーコードに対応しています）

□アルミホイール 17インチ 切削光輝　¥180,136
［¥36,540＋□¥4,400］ ×4本 B3118FN100×4本
〈Limitedは17インチにインチダウン可能〉
●17インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
●車両標準装備のナット（シルバー）を使用。



サーフィン、キャンプ、ロードバイク。 このクルマと出逢ってから、やってみたいことが増えた。
　　　　　
行動することに前向きになれた。 行動できるということは、自由であるということ。

さあ、自分のスタイルを破って。 もっと遊ぼう。もっと挑戦しよう。もっと自由になろう。

10  11



サーフィン、キャンプ、ロードバイク。 このクルマと出逢ってから、やってみたいことが増えた。
　　　　　
行動することに前向きになれた。 行動できるということは、自由であるということ。

さあ、自分のスタイルを破って。 もっと遊ぼう。もっと挑戦しよう。もっと自由になろう。

10  11



□オールウェザーシートカバー フロント 2席分　¥24,420
［¥21,000＋□¥1,200］  F4117FN000
●撥水性ポリエステル素材（使用状況や期間によって撥水効果は変化します）。

□オールウェザーシートカバー リヤ 3席分　¥21,670
［¥18,500＋□¥1,200］ F4117FN100
〈後席アームレスト使用不可〉
●撥水性ポリエステル素材（使用状況や期間によって撥水効果は変化します）。 ●オールウェザーシートカバー装着時でもチャイルドシートの使用が可能。

■トレーマット　¥22,440
［¥20,000＋□¥400］  J5017FN100
〈他のマット類と重ねての使用は不可〉
●5席分5枚。 ●樹脂製トレー形状。

□パートナーズカバー　¥20,900
［¥19,000］ F4117AN000
〈ISOFIX チャイルドシート、ユニバーサル チャイルドシート、ユニバーサル ジュニアシート、後席アームレストと同時使用不可〉
●愛犬用リヤシート保護カバー。左右ドアトリムと前席背面、ペットの乗降時にサイドシルも保護。 ●エアコンの効きを妨げない前後席間メッシュ付。 

■フロアカーペット アクティブ　¥33,440
［¥30,000＋□¥400］ J5017FN010
〈他のマット類と重ねての使用は不可〉
●5席分5枚。●車内を快適に保つ消臭抗菌加工。

■フロアカーペット ベーシック　¥33,440
［¥30,000＋□¥400］ J5017FN000
〈他のマット類と重ねての使用は不可〉
●5席分5枚。●車内を快適に保つ消臭抗菌加工。

■の商品はベースキットでも購入できます［P31］。

12  13表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

撮影車はすべて他車種

フロアカーペット アクティブは、パイルをループ状にして
耐久度を上げたアクティビティ仕様。
特徴的なデザインは、ループの高さをあえてバラつかせ、
内側から外側に向けて模様の幅を徐々に太くすることで、
出かけることへの高揚感を搔き立てます。

汚れを水で洗い流せる樹脂製のトレーマット。
足を置く表面は、ヘキサゴン形状とエッジ処理により、高いグリップ力を発揮。
2方向のスリットは、乗車時・着席時双方で靴裏の泥や雪を落としやすいため、
雪国の方やアクティビティ用におすすめです。

フロアカーペット ベーシックは、
毛先をカットして揃えた上質志向。
車内へと誘う斜めのデザインは、
見る角度で見え方が変わり、
着席時には過度に目立たないようになっています。

ヘキサゴンテクスチャー

スリット部

MOVIE
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12  13表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
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□フットランプキット　¥37,840
［¥22,000＋□¥12,400］ H7017FN010
●発光部はフロント2か所/リヤ2か所。 ●ドア開閉、車幅灯の点灯と連動して点灯（車幅灯連動時は減光）。 ●照明色：ホワイト。
※OFFスイッチはありません。

□LEDサイドシルプレート　¥31,900
［¥27,000＋□¥2,000］ E1017FN100
〈サイドシルプレートと共着不可〉 ●ステンレス製。前席左右セット。 ●ドアを開けるとSUBARUロゴが約30秒点灯。 ●モニター用電池付属（リチウム電池CR2430×片側2個）。
※OFFスイッチはありません。

□サイドシルプレート　¥14,960
［¥12,000＋□¥1,600］ E1017FN000
〈LEDサイドシルプレートと共着不可〉
●ステンレス製。前席左右セット。

□インパネイルミネーションキット　¥28,600
［¥20,000＋□¥6,000］ H2017VC110
●スモールランプ連動。
※OFFスイッチはありません。

□ワイヤレスチャージャー　 ¥31,680
［¥28,000＋□¥800］ H1017FN200
●置くだけでスマートフォンを充電。ワイヤレス充電規格Qi対応のスマートフォン用。
●最大充電電力10W（スマートフォンの仕様や条件により変化します）。
●ON/OFFスイッチ付。

□後席用ステップガード　¥13,090
［¥9,900＋□¥2,000］ E1017FN200
●後席左右2枚セット。 ●硬質ゴム製。

□クリーンボックス　¥10,560
［¥8,000＋□¥1,600］ J2017VC000
●汎用色。 ●フロントコンソール助手席側に装着。
●約180×245×94mm。

14  15表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

オープン時

前席 後席

※携帯端末が充電可能エリア（約164mm×約90mm）に収まらなかったり、ズレたりすると充電は行われません。
　 特に医療用ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の方はご購入前に医師とご相談ください。
充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
※「Qi」、Qiマークは、ワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）の登録商標です。

▲!

機器に装着するカバーや機種によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。
ご使用になる前に必ず上記QRコードからWeb説明をご覧ください。

後席ステップを保護し、滑りにくい硬質ゴム製。
洗車やルーフキャリア使用時に活躍します。 使用イメージ

MOVIE

使用イメージ。撮影小物は商品に含まれません。

充電中はインジケーターがオレンジに点灯
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□カーゴボックス　¥12,650
［¥11,500］ J1317FL400
●カーゴフック、カーゴサイドフックの4点で固定するカーゴボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。
●ベルト・折りたたみ式保冷バッグ付。 ●約915×340×180mm（シートバック側のみ高さ225mm）

□カーゴマット　¥11,000
［¥10,000］ J5017FN300
〈カーゴトレーマット、オールウェザーカーゴカバーと共着不可〉
●カーゴフロアの汚れを防ぐマット。

■トノカバー　¥18,700
［¥17,000］ 65550FN000
●カーゴ内の荷物を目隠しすることで防犯や日焼け防止になるトノカバー。持ち手を引くことで、ワンタッチで巻き取ることができます。
※走行中は安全のため、トノカバーの上に物を載せないでください。

□オールウェザーカーゴカバー　¥20,680
［¥16,000＋□¥2,800］ J5017FN200
〈カーゴトレーマット、カーゴマットと共着不可〉
●撥水性の高いカーゴカバー。荷物の出し入れ時に広げることで、傷つきを防止します。
●撥水性ポリエステル素材（使用状況や期間によって撥水効果は変化します）。

■4WAYカーゴストレージ
¥31,900［¥27,000＋□¥2,000］
F5517FN000
●4つの使い方で、日常から旅行やアウトドアまで、
あらゆる場面で使えるポケット付カバー。
●ファブリック製（ポリエステル）。
●カラビナ（2個）、トリムフック（2個）付。

16  17表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

キャンプなどのアクティビティの場面で活躍するリヤゲートネットモード。
荷室との仕切りだけでなく、リヤゲートを開けたまま車外で作業する際などに、
取り出しやすい収納としても機能します（耐荷重3kg）。

                    

■の商品はベースキットでも購入できます［P31］。

ボールなどの転がりやすい物やバッグなど、荷物を押さえることでズレにくくするフロアモード。

防犯性の向上や、荷物の日焼け防止に寄与するカーゴカバーモード。
アウトドアでは汚したくない衣類など、軽いものを中に入れることができます。
常備しておきたい傘の収納も備えており、吸水生地でカーゴ内を濡らしません（トノカバーとの同時使用不可、耐荷重3kg）。
※カーゴカバーモードでは、走行中は安全のため、4WAYカーゴストレージの上に物を載せないでください。

洗車用具などを常時入れておけるシートバックモード。
内部のポケットには、ティッシュボックスや500mlペットボトルが3本入れられます（耐荷重5kg）。

すべて使用イメージ（撮影小物は商品に含まれません）。

カバーは巻き取り収納可能

カーゴカバーモード シートバックモード

リヤゲートネットモード フロアモード

MOVIE
4WAYカーゴストレージ
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〈カーゴトレーマット、カーゴマットと共着不可〉
●撥水性の高いカーゴカバー。荷物の出し入れ時に広げることで、傷つきを防止します。
●撥水性ポリエステル素材（使用状況や期間によって撥水効果は変化します）。

■4WAYカーゴストレージ
¥31,900［¥27,000＋□¥2,000］
F5517FN000
●4つの使い方で、日常から旅行やアウトドアまで、
あらゆる場面で使えるポケット付カバー。
●ファブリック製（ポリエステル）。
●カラビナ（2個）、トリムフック（2個）付。

16  17表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

キャンプなどのアクティビティの場面で活躍するリヤゲートネットモード。
荷室との仕切りだけでなく、リヤゲートを開けたまま車外で作業する際などに、
取り出しやすい収納としても機能します（耐荷重3kg）。

                    

■の商品はベースキットでも購入できます［P31］。

ボールなどの転がりやすい物やバッグなど、荷物を押さえることでズレにくくするフロアモード。

防犯性の向上や、荷物の日焼け防止に寄与するカーゴカバーモード。
アウトドアでは汚したくない衣類など、軽いものを中に入れることができます。
常備しておきたい傘の収納も備えており、吸水生地でカーゴ内を濡らしません（トノカバーとの同時使用不可、耐荷重3kg）。
※カーゴカバーモードでは、走行中は安全のため、4WAYカーゴストレージの上に物を載せないでください。

洗車用具などを常時入れておけるシートバックモード。
内部のポケットには、ティッシュボックスや500mlペットボトルが3本入れられます（耐荷重5kg）。

すべて使用イメージ（撮影小物は商品に含まれません）。

カバーは巻き取り収納可能

カーゴカバーモード シートバックモード

リヤゲートネットモード フロアモード

MOVIE
4WAYカーゴストレージ



□リヤゲートアシストハンドル　¥9,240
［¥6,000＋□¥2,400］  F6017FN000
●ストラップの長さ：120mm

■リヤゲートライト　¥32,780
［¥25,000＋□¥4,800］  H4617FN000
●ホワイトLED。 ●リヤゲート連動（リヤゲートトリム左側にON/OFFスイッチ付。点灯状態のまま一定時間経過すると、消灯します）。
※車両のLEDリヤゲートランプスイッチとは連動しません。※発光色は他の灯火類と異なります。 

■カーゴステップパネル 樹脂　¥15,620
［¥13,000＋□¥1,200］  E7717FN010

■の商品はパッケージでも購入できます ［P30］。

18  19表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

カーゴステップパネル ステンレス

カーゴトレーマット

リヤゲートライト

カーゴステップパネル 樹脂

カーゴトレーマット

リヤゲートライト

■ユーティリティパッケージ ステンレス
［リヤゲートライト、カーゴトレーマット、カーゴステップパネル ステンレス］ 
P0017FN903

UTILITY  PACKAGE 
■ユーティリティパッケージ 樹脂
［リヤゲートライト、カーゴトレーマット、カーゴステップパネル 樹脂］ 
P0017FN904

通常価格 ¥69,740 ▶ パッケージ価格 ¥63,470通常価格 ¥70,840 ▶ パッケージ価格 ¥64,460

UTILITY  PACKAGE

■カーゴトレーマット　¥21,340
［¥19,000＋□¥400］ J5017FN400
〈カーゴマット、オールウェザーカーゴカバーと共着不可〉
●樹脂製トレー形状。

■カーゴステップパネル ステンレス　¥16,720
［¥14,000＋□¥1,200］ E7717FN000

※画像は使用イメージ。

MOVIE

MOVIE
カーゴトレーマット

写真はTouring



□リヤゲートアシストハンドル　¥9,240
［¥6,000＋□¥2,400］  F6017FN000
●ストラップの長さ：120mm

■リヤゲートライト　¥32,780
［¥25,000＋□¥4,800］  H4617FN000
●ホワイトLED。 ●リヤゲート連動（リヤゲートトリム左側にON/OFFスイッチ付。点灯状態のまま一定時間経過すると、消灯します）。
※車両のLEDリヤゲートランプスイッチとは連動しません。※発光色は他の灯火類と異なります。 

■カーゴステップパネル 樹脂　¥15,620
［¥13,000＋□¥1,200］  E7717FN010

■の商品はパッケージでも購入できます ［P30］。

18  19表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

カーゴステップパネル ステンレス

カーゴトレーマット

リヤゲートライト

カーゴステップパネル 樹脂

カーゴトレーマット

リヤゲートライト

■ユーティリティパッケージ ステンレス
［リヤゲートライト、カーゴトレーマット、カーゴステップパネル ステンレス］ 
P0017FN903

UTILITY  PACKAGE 
■ユーティリティパッケージ 樹脂
［リヤゲートライト、カーゴトレーマット、カーゴステップパネル 樹脂］ 
P0017FN904

通常価格 ¥69,740 ▶ パッケージ価格 ¥63,470通常価格 ¥70,840 ▶ パッケージ価格 ¥64,460

UTILITY  PACKAGE

■カーゴトレーマット　¥21,340
［¥19,000＋□¥400］ J5017FN400
〈カーゴマット、オールウェザーカーゴカバーと共着不可〉
●樹脂製トレー形状。

■カーゴステップパネル ステンレス　¥16,720
［¥14,000＋□¥1,200］ E7717FN000

※画像は使用イメージ。

MOVIE

MOVIE
カーゴトレーマット

写真はTouring



  

           

20  21表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

ハイレゾオーディオワイヤレスに対応し、Bluetooth®でも高音質を愉しめる。
ドライブレコーダーやリヤビューカメラとの連動はもちろん、なめらかなレスポンスが自慢のビルトインナビ。

外部入力ユニット 外部入力ユニット ※使用時以外は付属のHDMI保護キャップを装着してください。

フロント リヤ

ケンウッド スピーカーセット

（ケンウッド ビルトインナビとケンウッド スピーカーセットの組み合わせ専用）

ケンウッド ビルトインナビ
ハイレゾ出力&クロストレック専用音響チューン対応

ハイレゾオーディオを心ゆくまで愉しむために。SUBARU専用設計の17cmスピーカー。                       

□ケンウッド ビルトインナビ　¥292,105
［¥215,000＋□¥23,200］ H0019FN000GG ⊕ ナビ取付けキット［¥27,350］ P0017FN950

オプション

地図データ更新
最大3回分付

●インパネとマッチする専用設計の9インチHDフロントパネル。空気層の無いボンディング加工により、外光下でも高い視認性を持ちます。
●ハイレゾオーディオワイヤレスは高音質コーデックLDAC™に対応。リスニングポジション調整などのサウンド設定も充実。
●1画面で多くの走行情報を表示する、なめらかなレスポンスのナビ画面。
●NaviCon®やKENWOOD Drive Info.＊2、VOIPUTなどのスマートフォンアプリとの連動が可能。

［ハイレゾオーディオ／ハイレゾオーディオワイヤレス］ ケンウッド スピーカーセットとの組み合わせを推奨します。
［K2テクノロジー］ ビクタースタジオで使用している録音技術を元とし、
ビット拡張、周波数帯域拡張、波形補正を行うことで、録音時に失われた信号成分を補完。
CDやMP3などの非ハイレゾ音源や、ハイレゾ音源もより高音質化してマスター音源のクオリティに近づけるK2テクノロジー。

9インチ

外部入力ユニット インパネ
（通信用USB Type-A/USB電源 Type-A/AUX）
¥11,440 ［¥9,200＋□¥1,200］

USB Type-A/AUX端子をインパネに設置する際に必要
（車両のUSB電源と交換取付け。
リング照明とシャワーライトはありません）。

H0019VC990
オ
プ
シ
ョ
ン

以下のデバイスと接続・連動が可能です。
■ケンウッド スピーカーセット　■リヤビューカメラ　■ETC2.0車載器　■光VICSアンテナ　
■ドライブレコーダー ナビ連動用

●静電ブラックアウトボタン採用で一体感の高い9インチHD画質フロントパネル。空気層の無いボンディング加工により、外光下でも高い視認性を持ちます。
●ブルーレイディスクの再生に対応。その他にもHDMIによるデジタル映像入力＊2など、多彩なコンテンツの再生が可能。
●自車位置がわかりやすく、道路や文字も見やすいHD地図。
●ハイレゾ音源の再生に対応。「音の匠」によってスタジオマスターサウンドに近い音や車内での会話がしやすいモードなどの選択が可能。
●多数の検索アプリに対応し、最新スポットも探せるNaviCon®に対応。

外部入力ユニット インパネ（HDMI/USB Type-A）
¥10,120 ［¥8,000＋□¥1,200］

HDMI変換ケーブル
¥4,400 ［¥2,800＋□¥1,200］

HDMI/USB Type-A端子をインパネに設置する際に必要
（車両のUSB電源と交換取付け。
リング照明とシャワーライトはありません）。

外部入力ユニットと
共着不可

デジタル映像入力をグローブボックスに
設置したい場合に使用。
HDMI出力には使用できません

H0012VC990

H0012FJ900
オ
プ
シ
ョ
ン

以下のデバイスと接続・連動が可能です。
■パナソニック スピーカーセット　■リヤビューカメラ　■光VICS対応ETC2.0車載器　■ETC2.0車載器　■ドライブレコーダー ナビ連動用

〈ディーラーOPナビ車用〉
●フロント グラスファイバーコーン17cmスピーカー2本1組+ソフトドーム25mmツィーター。 
●リヤ グラスファイバーコーン17cmスピーカー2本1組。
●フロント：34Hz～48kHz／リヤ：34Hz～13kHz。
●SUBARU専用設計。

H6319VC000

□ケンウッド フロントスピーカーセット　¥49,940
 本体 ［¥41,000＋□¥4,400］

□ケンウッド リヤスピーカーセット　¥35,970
H6319VC010 本体 ［¥29,500＋□¥3,200］

ブルーレイディスクの再生に対応したハイエンドビルトインナビ。
高級感のあるデザインと高画質、高音質で所有欲を満たします。

フロント リヤ

パナソニック スピーカーセット

（パナソニック ビルトインナビとパナソニック スピーカーセットの組み合わせ専用）

パナソニック ビルトインナビ
ハイレゾ出力&クロストレック専用音響チューン対応

究極の自然素材「竹」によりクリアかつ躍動感のある音を奏でるSUBARU専用“音の匠スピーカー”。

□パナソニック ビルトインナビ　¥314,105
［¥235,000＋□¥23,200］ H0012FN000GG ⊕ ナビ取付けキット［¥27,350］ P0017FN950

オプション

地図データ更新
最長3年間分付

［ハイレゾオーディオ］
パナソニック スピーカーセットとの組み合わせを推奨します。

9インチ

〈ディーラーOPナビ車用〉
●ハニカム樹脂コーン16cmスピーカー2本1組（竹プラントオパール＋竹炭＋竹繊維ハイブリッド強化材）。 
●特許技術SST（Symmetrical Surround Technology）エッジ搭載。
●ソフトドームツィーター（竹ナノファイバーコーティング）。
●フロント：60Hz～40kHz／リヤ：70Hz～20kHz。
●SUBARU専用設計。

H6312FN000

H6312FN010

□パナソニック フロントスピーカーセット　¥70,620

□パナソニック リヤスピーカーセット　¥46,970

［¥59,800＋□¥4,400］

［¥39,500＋□¥3,200］

＊1：無料地図更新は以下のいずれか1つを利用できます。●スマートフォンでデータ更新用アプリ「ナビアップS」を利用する場合：本製品の利用開始から最大3年間利用可能です（部分地図更新：最大3年間可能、全地図更新：全期間中1回可能）。ご利用にはユーザー登録が必要です。ユーザー登録時は、個人情報の取り扱いについてご確認ください。データの提供期限は販売店にお問い合わせください。
●地図データSDカードを利用する場合：ナビ同梱の申込ハガキ（2024年8月31日消印有効）もしくはスマートフォンアプリ「ナビアップS」（2024年8月31日まで有効）でお申し込みいただくと、2026年度版の全地図更新データが2025年10月から2026年2月頃までに発送となる予定です。＊2：1920×1080フルハイビジョン動画データ再生可能（ハイビジョン画質での再生になります）。 ＊3：本体
録音には取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。 ＊4：車種別音響チューンはパナソニック フロント&リヤスピーカーの他、パナソニック フロントスピーカー&標準装備リヤスピーカー、標準装備フロント&リヤスピーカーも対応します。

＊1：無料地図更新は以下のいずれか1つを利用できます。●PC&ネット環境と取扱説明書指定の市販SDカードを使う場合：2024/2025/2026年春版地図データをダウンロード可（2024年3月頃～2027年2月末日まで。ユーザー登録が必要）。●ナビ同梱の申込ハガキ（2024年5月31日まで有効）を利用する場合：2026年春版地図データSDカード郵送（2026年3月～4月予定）を受けられます。
＊2：KENWOOD Drive Info.の有償コンテンツはご利用できません。＊3：SD録音には取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。内蔵メモリへの録音も可能。＊4：車種別音響チューンはケンウッド フロント&リヤスピーカーの他、ケンウッド フロントスピーカー&標準装備リヤスピーカー、標準装備フロント&リヤスピーカーにも対応します。＊5：FLAC/WAV（192kHz/24bit）ネイティブ再生に対応。DSD
（11.2MHz/1bit）の再生に対応（PCM変換にて再生）。                              

iPod・USB接続ケーブル
¥3,080 ［¥1,600＋□¥1,200］

iPhoneオーディオおよび
USBオーディオ/動画入力を
グローブボックスに設置したい場合に使用。

H0012AJ920

〈オーディオレス車用〉 〈オーディオレス車用〉

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格への適応条件など、
詳しくはこちらをご覧ください

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格への適応条件など、
詳しくはこちらをご覧ください

https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/subaru/ http://panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru.html

本体eMMC16GB

9インチ HD

オープニングCROSSTREK画面

CD音源本体録音

ボイスコントロール（VOIPUT）

ステアリングスイッチ

Bluetooth®ハンズフリー電話

VICS WIDE

NaviCon®          

フルセグ4アンテナ

AM/FM

CD/DVD

Bluetooth®オーディオ

USBオーディオ/動画

SDオーディオ/動画

車種別音響チューン

アナログ映像AUX入力

iPhoneオーディオ

ハイレゾ再生～192kHz

標準装備

＊3

＊3

＊4

＊5

本体64GB

9インチ HD

オープニングCROSSTREK画面

CD音源本体（SD）録音

ステアリングスイッチ

Bluetooth®ハンズフリー電話

VICS WIDE

NaviCon®

フルセグ4アンテナ

AM/FM

Blu-ray/CD/DVD

Bluetooth®オーディオ

USBオーディオ/動画

SDオーディオ/動画

車種別音響チューン

iPhoneオーディオ

ハイレゾ再生～192kHz

標準装備

＊3

＊3

＊4

＊1  ＊1  



  

           

20  21表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

ハイレゾオーディオワイヤレスに対応し、Bluetooth®でも高音質を愉しめる。
ドライブレコーダーやリヤビューカメラとの連動はもちろん、なめらかなレスポンスが自慢のビルトインナビ。

外部入力ユニット 外部入力ユニット ※使用時以外は付属のHDMI保護キャップを装着してください。

フロント リヤ

ケンウッド スピーカーセット

（ケンウッド ビルトインナビとケンウッド スピーカーセットの組み合わせ専用）

ケンウッド ビルトインナビ
ハイレゾ出力&クロストレック専用音響チューン対応

ハイレゾオーディオを心ゆくまで愉しむために。SUBARU専用設計の17cmスピーカー。                       

□ケンウッド ビルトインナビ　¥292,105
［¥215,000＋□¥23,200］ H0019FN000GG ⊕ ナビ取付けキット［¥27,350］ P0017FN950

オプション

地図データ更新
最大3回分付

●インパネとマッチする専用設計の9インチHDフロントパネル。空気層の無いボンディング加工により、外光下でも高い視認性を持ちます。
●ハイレゾオーディオワイヤレスは高音質コーデックLDAC™に対応。リスニングポジション調整などのサウンド設定も充実。
●1画面で多くの走行情報を表示する、なめらかなレスポンスのナビ画面。
●NaviCon®やKENWOOD Drive Info.＊2、VOIPUTなどのスマートフォンアプリとの連動が可能。

［ハイレゾオーディオ／ハイレゾオーディオワイヤレス］ ケンウッド スピーカーセットとの組み合わせを推奨します。
［K2テクノロジー］ ビクタースタジオで使用している録音技術を元とし、
ビット拡張、周波数帯域拡張、波形補正を行うことで、録音時に失われた信号成分を補完。
CDやMP3などの非ハイレゾ音源や、ハイレゾ音源もより高音質化してマスター音源のクオリティに近づけるK2テクノロジー。

9インチ

外部入力ユニット インパネ
（通信用USB Type-A/USB電源 Type-A/AUX）
¥11,440 ［¥9,200＋□¥1,200］

USB Type-A/AUX端子をインパネに設置する際に必要
（車両のUSB電源と交換取付け。
リング照明とシャワーライトはありません）。

H0019VC990
オ
プ
シ
ョ
ン

以下のデバイスと接続・連動が可能です。
■ケンウッド スピーカーセット　■リヤビューカメラ　■ETC2.0車載器　■光VICSアンテナ　
■ドライブレコーダー ナビ連動用

●静電ブラックアウトボタン採用で一体感の高い9インチHD画質フロントパネル。空気層の無いボンディング加工により、外光下でも高い視認性を持ちます。
●ブルーレイディスクの再生に対応。その他にもHDMIによるデジタル映像入力＊2など、多彩なコンテンツの再生が可能。
●自車位置がわかりやすく、道路や文字も見やすいHD地図。
●ハイレゾ音源の再生に対応。「音の匠」によってスタジオマスターサウンドに近い音や車内での会話がしやすいモードなどの選択が可能。
●多数の検索アプリに対応し、最新スポットも探せるNaviCon®に対応。

外部入力ユニット インパネ（HDMI/USB Type-A）
¥10,120 ［¥8,000＋□¥1,200］

HDMI変換ケーブル
¥4,400 ［¥2,800＋□¥1,200］

HDMI/USB Type-A端子をインパネに設置する際に必要
（車両のUSB電源と交換取付け。
リング照明とシャワーライトはありません）。

外部入力ユニットと
共着不可

デジタル映像入力をグローブボックスに
設置したい場合に使用。
HDMI出力には使用できません

H0012VC990

H0012FJ900
オ
プ
シ
ョ
ン

以下のデバイスと接続・連動が可能です。
■パナソニック スピーカーセット　■リヤビューカメラ　■光VICS対応ETC2.0車載器　■ETC2.0車載器　■ドライブレコーダー ナビ連動用

〈ディーラーOPナビ車用〉
●フロント グラスファイバーコーン17cmスピーカー2本1組+ソフトドーム25mmツィーター。 
●リヤ グラスファイバーコーン17cmスピーカー2本1組。
●フロント：34Hz～48kHz／リヤ：34Hz～13kHz。
●SUBARU専用設計。

H6319VC000

□ケンウッド フロントスピーカーセット　¥49,940
 本体 ［¥41,000＋□¥4,400］

□ケンウッド リヤスピーカーセット　¥35,970
H6319VC010 本体 ［¥29,500＋□¥3,200］

ブルーレイディスクの再生に対応したハイエンドビルトインナビ。
高級感のあるデザインと高画質、高音質で所有欲を満たします。

フロント リヤ

パナソニック スピーカーセット

（パナソニック ビルトインナビとパナソニック スピーカーセットの組み合わせ専用）

パナソニック ビルトインナビ
ハイレゾ出力&クロストレック専用音響チューン対応

究極の自然素材「竹」によりクリアかつ躍動感のある音を奏でるSUBARU専用“音の匠スピーカー”。

□パナソニック ビルトインナビ　¥314,105
［¥235,000＋□¥23,200］ H0012FN000GG ⊕ ナビ取付けキット［¥27,350］ P0017FN950

オプション

地図データ更新
最長3年間分付

［ハイレゾオーディオ］
パナソニック スピーカーセットとの組み合わせを推奨します。

9インチ

〈ディーラーOPナビ車用〉
●ハニカム樹脂コーン16cmスピーカー2本1組（竹プラントオパール＋竹炭＋竹繊維ハイブリッド強化材）。 
●特許技術SST（Symmetrical Surround Technology）エッジ搭載。
●ソフトドームツィーター（竹ナノファイバーコーティング）。
●フロント：60Hz～40kHz／リヤ：70Hz～20kHz。
●SUBARU専用設計。

H6312FN000

H6312FN010

□パナソニック フロントスピーカーセット　¥70,620

□パナソニック リヤスピーカーセット　¥46,970

［¥59,800＋□¥4,400］

［¥39,500＋□¥3,200］

＊1：無料地図更新は以下のいずれか1つを利用できます。●スマートフォンでデータ更新用アプリ「ナビアップS」を利用する場合：本製品の利用開始から最大3年間利用可能です（部分地図更新：最大3年間可能、全地図更新：全期間中1回可能）。ご利用にはユーザー登録が必要です。ユーザー登録時は、個人情報の取り扱いについてご確認ください。データの提供期限は販売店にお問い合わせください。
●地図データSDカードを利用する場合：ナビ同梱の申込ハガキ（2024年8月31日消印有効）もしくはスマートフォンアプリ「ナビアップS」（2024年8月31日まで有効）でお申し込みいただくと、2026年度版の全地図更新データが2025年10月から2026年2月頃までに発送となる予定です。＊2：1920×1080フルハイビジョン動画データ再生可能（ハイビジョン画質での再生になります）。 ＊3：本体
録音には取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。 ＊4：車種別音響チューンはパナソニック フロント&リヤスピーカーの他、パナソニック フロントスピーカー&標準装備リヤスピーカー、標準装備フロント&リヤスピーカーも対応します。

＊1：無料地図更新は以下のいずれか1つを利用できます。●PC&ネット環境と取扱説明書指定の市販SDカードを使う場合：2024/2025/2026年春版地図データをダウンロード可（2024年3月頃～2027年2月末日まで。ユーザー登録が必要）。●ナビ同梱の申込ハガキ（2024年5月31日まで有効）を利用する場合：2026年春版地図データSDカード郵送（2026年3月～4月予定）を受けられます。
＊2：KENWOOD Drive Info.の有償コンテンツはご利用できません。＊3：SD録音には取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。内蔵メモリへの録音も可能。＊4：車種別音響チューンはケンウッド フロント&リヤスピーカーの他、ケンウッド フロントスピーカー&標準装備リヤスピーカー、標準装備フロント&リヤスピーカーにも対応します。＊5：FLAC/WAV（192kHz/24bit）ネイティブ再生に対応。DSD
（11.2MHz/1bit）の再生に対応（PCM変換にて再生）。                              

iPod・USB接続ケーブル
¥3,080 ［¥1,600＋□¥1,200］

iPhoneオーディオおよび
USBオーディオ/動画入力を
グローブボックスに設置したい場合に使用。

H0012AJ920

〈オーディオレス車用〉 〈オーディオレス車用〉

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格への適応条件など、
詳しくはこちらをご覧ください

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格への適応条件など、
詳しくはこちらをご覧ください

https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/subaru/ http://panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru.html

本体eMMC16GB

9インチ HD

オープニングCROSSTREK画面

CD音源本体録音

ボイスコントロール（VOIPUT）

ステアリングスイッチ

Bluetooth®ハンズフリー電話

VICS WIDE

NaviCon®          

フルセグ4アンテナ

AM/FM

CD/DVD

Bluetooth®オーディオ

USBオーディオ/動画

SDオーディオ/動画

車種別音響チューン

アナログ映像AUX入力

iPhoneオーディオ

ハイレゾ再生～192kHz

標準装備

＊3

＊3

＊4

＊5

本体64GB

9インチ HD

オープニングCROSSTREK画面

CD音源本体（SD）録音

ステアリングスイッチ

Bluetooth®ハンズフリー電話

VICS WIDE

NaviCon®

フルセグ4アンテナ

AM/FM

Blu-ray/CD/DVD

Bluetooth®オーディオ

USBオーディオ/動画

SDオーディオ/動画

車種別音響チューン

iPhoneオーディオ

ハイレゾ再生～192kHz

標準装備

＊3

＊3

＊4

＊1  ＊1  



22  23表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

リヤビューカメラブロワー　¥23,320
［¥16,000＋□¥5,200］ 
□デジタルマルチビューモニター装着車用　H1017FN120
□ディーラーOPリヤビューカメラ装着車用　H1017FN110
□メーカーOPリヤビューカメラ（アナログ）装着車用　H1017FN100

写真はリヤビューカメラブロワー付

水滴除去前 水滴除去後

センサー部

□リヤビューカメラ　¥49,940
［¥37,000＋□¥8,400］ H1017FN000
〈ディーラーOPナビ車用〉　
●ステアリング連動ガイドラインで、
バック時の予想進路を表示し駐車をサポート。
●実効画素数：123万画素 有効画素数：136万画素 
1/4インチ C-MOS

□ドライブレコーダー ナビ連動用　¥60,720
［¥44,000＋□¥11,200］ H0012FN300

〈ディーラーOPナビ連動用〉
●アイサイト画像認識とドライブレコーダー録画の両方をまもる電磁ノイズ干渉対策。
●夜間の録画にも配慮した高感度フロントカメラ。
●突然の逆光や対向車のライト、トンネル出入口などの光量変化に対応し、
露出の異なる2種類の映像データをHDR合成。
●高画質モードは約200万画素フルHD録画。
●標準画質モードは付属32GB microSDカード（MLC規格）で最大約760分録画。
●駐車時の衝撃も検知し録画（初期設定はOFF）。
●ナビGPSデータ（緯度・経度）も表示できるWindows PCビュアー。
●事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。
●ディーラーOPナビと連動し、ナビ画面での録画映像の再生や、録画画質など各種の設定が可能。
＊走行中のドライブレコーダー再生はできません。 
＊本体はグローブボックス内、カメラは助手席アイサイトカバー横のフロントガラスに装着。

〈単独使用、標準装備/メーカーOP11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ装着車用〉
●アイサイト画像認識とドライブレコーダー録画の両方をまもる電磁ノイズ干渉対策。
●本体microSD録画済みデータを、Wi-Fi対応スマートフォンでコードレス再生
（録画中のWi-Fi再生は不可）。
●ビュアーは Windows PC用、iPhone用、Android用を無料ダウンロード可。
Windows PCとmicroSD対応Androidスマートフォンはビュアーを使わず映像のみ再生も可。
●駐車時の衝撃を検知し録画（約4秒後から約20秒間、初期設定はOFF）。
●細部まで鮮明な録画と、美しい映像。1920×1080フルHD画質。
●カメラの白飛びや黒潰れを軽減するWDR機能を搭載。
●事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。
●16GBのmicroSDカードを付属し、最大5時間の録画が可能（標準画質モード）。
別売16GB/32GBカードもご用意。
●エラー発生などの際にブザー音と音声案内で通知。
＊ナビや車載モニター等での表示/再生不可（Wi-Fi/SD/microSD対応ナビも不可）。
＊本体はグローブボックス内、カメラは助手席アイサイトカバー横のフロントガラスに装着。
※タブレット端末は、Wi-Fi接続でのビュアー使用不可。

〈単独使用〉
●追突事故やあおり運転の際に効果のある後方録画。
●SDカード・変換アダプター付。
●ディーラーOPナビでは、SDカード変換アダプターで再生可能。
●スマートフォンアプリ「withDR」、
Windows PC用ソフト「DRIVE REVIEWER for REAR」で再生。
＊雨天時、ワイパー不使用の場合は雨滴できれいに映らない場合があります。
＊リヤガラスに反射して、車内の荷物等が映る場合があります。
＊リヤガラスの電熱線が映る場合があります。

□リヤドライブレコーダー　¥39,160
［¥30,000＋□¥5,600］ H0019FN320

□車内カメラ　¥28,160
［¥20,000＋□¥5,600］ H0012FN340

●助手席前方から車内を録画する車内カメラ。
●水平約154°の広角カメラで、車内だけでなく、側方録画としても有効です。
●ディーラーOPパナソニックナビでは、走行中を除き、
ナビ画面に車内の様子を映すことができます。
●ナビ画面またはWindows PCビュアーで再生。
●ディーラーOPナビと連動し、ナビ画面での録画映像の再生や、
録画画質など各種の設定が可能。
＊サンバイザーやサンシェードなどでカメラ部を覆わないようご注意ください。

□ドライブレコーダー　¥68,420
［¥47,000＋□¥11,200］ H0013VC310
⊕ ドライブレコーダー取付けキット［¥3,000］ H0013FN390
⊕ ETCのれんわけハーネス［¥1,000］ H0017VC990

●レンズに付いた雨滴などを高圧空気で除去。車両後退時、リヤワイパーに連動して動作。

〈ドライブレコーダー ナビ連動用にて車内録画をする際に必要。単独使用はできません〉

■本体：約70×100×22mm/147g＋カメラ：約36×42×63mm/63g ■約200万画素C-MOS
イメージセンサー ■画角：水平約117°/垂直約63°■フレームレート28fps（LED信号対応/標準画
質は14fps）■画質モード：高画質/標準（付属32GBカードで最大約760分録画）■MP4ファイル
（H.264＋PCMモノラル）■常時記録（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（衝撃検知前
後の3分間の映像を保護）/手動記録（ナビ本体スイッチ）/駐車時録画（衝撃検知の約5秒後から
ユーザー設定により10秒間/30秒間/60秒間・立体駐車場の揺れや車両バッテリー不足による
作動/不作動があります）■スーパーキャパシタ電源バックアップ（電源断までの録画ファイルを
正常に保存する）■動作状況を知らせるLED&ブザー機能

■本体：約67×103×23mm＋カメラ：約36×43×46mm ■1/2.7インチ約200万画素C-MOSイメージセンサー ■画角：水平約122°/垂直約63° ■フレームレート28fps
（LED信号対応） ■画質モード：高画質/標準（付属16GBカードで最大約160/320分） ■MP4ファイル（H.264） ■常時録画（古いファイルから上書き消去）/走行中の衝撃
検知録画（衝撃検知前約5秒～検知後約5秒の映像を保護）/手動録画（本体スイッチ）/駐車中の衝撃検知録画（衝撃検知の約4秒後から約20秒間・立体駐車場の揺れや車両
バッテリー不足による作動/不作動があります）■スーパーキャパシタ電源バックアップ（電源断以降最大5秒記録） ■動作状況を知らせるLED&音声通知機能

ナビ再生 ＊後方録画には非対応。

後方録画のみ

前方録画のみ

ナビ再生車内録画

マイクロSDカード32GB  ¥9,900 ［¥9,000］ H0012AL350

オプション
マイクロSDカード 16GB  ¥4,950 ［¥4,500］ H0013VC350

マイクロSDカード 32GB  ¥7,700 ［¥7,000］ H0013VC355

オプション

マイクロSDカード 16GB  ¥4,950 ［¥4,500］ H0019FN350

マイクロSDカード 32GB  ¥7,700 ［¥7,000］ H0019FN355

※Windows PC用ソフト「DRIVE REVIEWER for REAR」の
インストーラーは付属しません。

オプション

■カメラ：約89×27.5×53.2mm ■約300万画素1/3インチC-MOSイメージセンサー ■画角：水平約117°/垂直約63.6°■フレームレート27fps（LED信号対応）■画質
モード：高画質/標準/長時間画質（付属16GB SDカードで最大約2時間30分/4時間40分/8時間）■動画：MP4ファイル（H.264＋AAC）■静止画：JPEGファイル■常時
録画（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（最大20件録画）/手動録画（最大40件録画）/駐車録画（最大40件・初期設定はOFF・立体駐車場の揺れや車両バッテリー
不足による作動、不作動があります）■スーパーキャパシタ電源バックアップ■動作状況を知らせるLED&音声通知機能

■カメラ：約28×47×43mm ■約200万画素1/2.8インチイメージセンサー ■画角：水平約
154°/垂直約86°■フレームレート28fps（標準画質/駐車録画は14fps）■画質モード：高画質/
標準■動画：MP4ファイル■静止画：JPEGファイル■常時記録（古いファイルから上書き
消去）/イベント記録（衝撃検知前後の3分間の映像を保護）/駐車時録画（衝撃検知の約5秒
後からユーザー設定により10秒間/30秒間/60秒間・立体駐車場の揺れや車両バッテリー
不足による作動/不作動があります）

前方録画のみ Wi-Fiスマホ接続

Wi-Fiスマホ接続

フロントコーナーセンサー（2センサー）           
□11.6インチセンターインフォメーション
ディスプレイ装着車 ¥101,860
［¥40,000＋□¥19,600］ H4814FN000
⊕センサーセット ブラック［¥6,000＋□¥4,400］ H4814FL110
⊕用品接続ボックス［¥17,000＋□¥3,600］ H1017FN300
⊕のれんわけハーネスⅤ［¥2,000］ H0077AL000

●狭い路地や縦列駐車も安心。
障害物に接近すると、距離をブザーでお知らせします。
※感知範囲：約60cm・水平約80°×垂直約80°。
※障害物から離れるか距離が変わらない場合、
ブザーは約3秒で消音します。ただし、約0.3ｍ以下（連続音）の場合は
ブザー音は停止しません。

□ディーラーOPナビ装着車  ¥79,200
［¥40,000＋□¥19,600］ H4814FN000
⊕センサーセット ブラック［¥6,000＋□¥4,400］ H4814FL110
⊕のれんわけハーネスⅤ［¥2,000］ H0077AL000

□ナビ非装着車  ¥100,540
［¥40,000＋□¥19,600］ H4814FN000
⊕センサーセット ブラック［¥6,000＋□¥4,400］ H4814FL110
⊕用品接続ボックス［¥15,000＋□¥4,400］ H1017FN310
⊕のれんわけハーネスⅤ［¥2,000］ H0077AL000

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格の適応条件 :

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格の適応条件 :

※本体はインパネ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（光VICS対応ETC2.0車載器のアンテナおよび光VICSアンテナは助手席側ダッシュボード上）に取付けます。
※車載器形状は各メーカーで違うため、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。
※アイドリングストップ等でエンジンを再始動した際は、ETCカードが認証されている事を確認のうえ料金所ETCゲートを走行してください。

□ETC2.0車載器　¥46,750
［¥25,000＋□¥11,600］ H0012FN250
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295

□ETC2.0車載器　¥46,750
［¥25,000＋□¥11,600］ H0015VC230 ⊕ 
ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］ 
H0017FN295

□ETC2.0車載器　¥51,370
［¥25,000＋□¥11,600］ H0015VC230 ⊕ 
ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］ 
H0017FN295 ⊕ 
ETC2.0接続ケーブル ケンウッドナビ用
［¥4,200］ H0019VC955

□光VICS対応ETC2.0車載器
¥63,250
［¥40,000＋□¥11,600］ H0012FN265
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295
※ナビ接続ケーブル同梱。

※ナビ接続ケーブル同梱。

□ETC2.0車載器
¥50,050
［¥28,000＋□¥11,600］ H0012FN230
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295
※ナビ接続ケーブル同梱。

※ETC2.0ではありません。

●地震や津波発生など、防災機関から発表された情報を、
準天頂衛星システム「みちびき」経由でお知らせする
災害・危機管理通報サービス搭載。
※11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ
との連携機能はありません。
渋滞情報等は音声案内でのみ確認可能です。
音声はアンテナ部より出力されます。

□ETC車載器
¥34,540
［¥12,900＋□¥11,600］ H0014FL200
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295
⊕ ETCのれんわけハーネス［¥1,000］
H0017VC990

11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ用
パナソニック　ビルトインナビ連動用 単独使用専用ケンウッド ビルトインナビ連動用

ナビ機能あり車用 ナビ機能なし車用 単独使用

光VICSアンテナ ¥12,320 
［¥10,000＋□¥1,200］ H0015VC280

https://viewer.mitacdigitech.com/driverecorder/DR_Touch.htm

https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/subaru/

オプション



22  23表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

リヤビューカメラブロワー　¥23,320
［¥16,000＋□¥5,200］ 
□デジタルマルチビューモニター装着車用　H1017FN120
□ディーラーOPリヤビューカメラ装着車用　H1017FN110
□メーカーOPリヤビューカメラ（アナログ）装着車用　H1017FN100

写真はリヤビューカメラブロワー付

水滴除去前 水滴除去後

センサー部

□リヤビューカメラ　¥49,940
［¥37,000＋□¥8,400］ H1017FN000
〈ディーラーOPナビ車用〉　
●ステアリング連動ガイドラインで、
バック時の予想進路を表示し駐車をサポート。
●実効画素数：123万画素 有効画素数：136万画素 
1/4インチ C-MOS

□ドライブレコーダー ナビ連動用　¥60,720
［¥44,000＋□¥11,200］ H0012FN300

〈ディーラーOPナビ連動用〉
●アイサイト画像認識とドライブレコーダー録画の両方をまもる電磁ノイズ干渉対策。
●夜間の録画にも配慮した高感度フロントカメラ。
●突然の逆光や対向車のライト、トンネル出入口などの光量変化に対応し、
露出の異なる2種類の映像データをHDR合成。
●高画質モードは約200万画素フルHD録画。
●標準画質モードは付属32GB microSDカード（MLC規格）で最大約760分録画。
●駐車時の衝撃も検知し録画（初期設定はOFF）。
●ナビGPSデータ（緯度・経度）も表示できるWindows PCビュアー。
●事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。
●ディーラーOPナビと連動し、ナビ画面での録画映像の再生や、録画画質など各種の設定が可能。
＊走行中のドライブレコーダー再生はできません。 
＊本体はグローブボックス内、カメラは助手席アイサイトカバー横のフロントガラスに装着。

〈単独使用、標準装備/メーカーOP11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ装着車用〉
●アイサイト画像認識とドライブレコーダー録画の両方をまもる電磁ノイズ干渉対策。
●本体microSD録画済みデータを、Wi-Fi対応スマートフォンでコードレス再生
（録画中のWi-Fi再生は不可）。
●ビュアーは Windows PC用、iPhone用、Android用を無料ダウンロード可。
Windows PCとmicroSD対応Androidスマートフォンはビュアーを使わず映像のみ再生も可。
●駐車時の衝撃を検知し録画（約4秒後から約20秒間、初期設定はOFF）。
●細部まで鮮明な録画と、美しい映像。1920×1080フルHD画質。
●カメラの白飛びや黒潰れを軽減するWDR機能を搭載。
●事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。
●16GBのmicroSDカードを付属し、最大5時間の録画が可能（標準画質モード）。
別売16GB/32GBカードもご用意。
●エラー発生などの際にブザー音と音声案内で通知。
＊ナビや車載モニター等での表示/再生不可（Wi-Fi/SD/microSD対応ナビも不可）。
＊本体はグローブボックス内、カメラは助手席アイサイトカバー横のフロントガラスに装着。
※タブレット端末は、Wi-Fi接続でのビュアー使用不可。

〈単独使用〉
●追突事故やあおり運転の際に効果のある後方録画。
●SDカード・変換アダプター付。
●ディーラーOPナビでは、SDカード変換アダプターで再生可能。
●スマートフォンアプリ「withDR」、
Windows PC用ソフト「DRIVE REVIEWER for REAR」で再生。
＊雨天時、ワイパー不使用の場合は雨滴できれいに映らない場合があります。
＊リヤガラスに反射して、車内の荷物等が映る場合があります。
＊リヤガラスの電熱線が映る場合があります。

□リヤドライブレコーダー　¥39,160
［¥30,000＋□¥5,600］ H0019FN320

□車内カメラ　¥28,160
［¥20,000＋□¥5,600］ H0012FN340

●助手席前方から車内を録画する車内カメラ。
●水平約154°の広角カメラで、車内だけでなく、側方録画としても有効です。
●ディーラーOPパナソニックナビでは、走行中を除き、
ナビ画面に車内の様子を映すことができます。
●ナビ画面またはWindows PCビュアーで再生。
●ディーラーOPナビと連動し、ナビ画面での録画映像の再生や、
録画画質など各種の設定が可能。
＊サンバイザーやサンシェードなどでカメラ部を覆わないようご注意ください。

□ドライブレコーダー　¥68,420
［¥47,000＋□¥11,200］ H0013VC310
⊕ ドライブレコーダー取付けキット［¥3,000］ H0013FN390
⊕ ETCのれんわけハーネス［¥1,000］ H0017VC990

●レンズに付いた雨滴などを高圧空気で除去。車両後退時、リヤワイパーに連動して動作。

〈ドライブレコーダー ナビ連動用にて車内録画をする際に必要。単独使用はできません〉

■本体：約70×100×22mm/147g＋カメラ：約36×42×63mm/63g ■約200万画素C-MOS
イメージセンサー ■画角：水平約117°/垂直約63°■フレームレート28fps（LED信号対応/標準画
質は14fps）■画質モード：高画質/標準（付属32GBカードで最大約760分録画）■MP4ファイル
（H.264＋PCMモノラル）■常時記録（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（衝撃検知前
後の3分間の映像を保護）/手動記録（ナビ本体スイッチ）/駐車時録画（衝撃検知の約5秒後から
ユーザー設定により10秒間/30秒間/60秒間・立体駐車場の揺れや車両バッテリー不足による
作動/不作動があります）■スーパーキャパシタ電源バックアップ（電源断までの録画ファイルを
正常に保存する）■動作状況を知らせるLED&ブザー機能

■本体：約67×103×23mm＋カメラ：約36×43×46mm ■1/2.7インチ約200万画素C-MOSイメージセンサー ■画角：水平約122°/垂直約63° ■フレームレート28fps
（LED信号対応） ■画質モード：高画質/標準（付属16GBカードで最大約160/320分） ■MP4ファイル（H.264） ■常時録画（古いファイルから上書き消去）/走行中の衝撃
検知録画（衝撃検知前約5秒～検知後約5秒の映像を保護）/手動録画（本体スイッチ）/駐車中の衝撃検知録画（衝撃検知の約4秒後から約20秒間・立体駐車場の揺れや車両
バッテリー不足による作動/不作動があります）■スーパーキャパシタ電源バックアップ（電源断以降最大5秒記録） ■動作状況を知らせるLED&音声通知機能

ナビ再生 ＊後方録画には非対応。

後方録画のみ

前方録画のみ

ナビ再生車内録画

マイクロSDカード32GB  ¥9,900 ［¥9,000］ H0012AL350

オプション
マイクロSDカード 16GB  ¥4,950 ［¥4,500］ H0013VC350

マイクロSDカード 32GB  ¥7,700 ［¥7,000］ H0013VC355

オプション

マイクロSDカード 16GB  ¥4,950 ［¥4,500］ H0019FN350

マイクロSDカード 32GB  ¥7,700 ［¥7,000］ H0019FN355

※Windows PC用ソフト「DRIVE REVIEWER for REAR」の
インストーラーは付属しません。

オプション

■カメラ：約89×27.5×53.2mm ■約300万画素1/3インチC-MOSイメージセンサー ■画角：水平約117°/垂直約63.6°■フレームレート27fps（LED信号対応）■画質
モード：高画質/標準/長時間画質（付属16GB SDカードで最大約2時間30分/4時間40分/8時間）■動画：MP4ファイル（H.264＋AAC）■静止画：JPEGファイル■常時
録画（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（最大20件録画）/手動録画（最大40件録画）/駐車録画（最大40件・初期設定はOFF・立体駐車場の揺れや車両バッテリー
不足による作動、不作動があります）■スーパーキャパシタ電源バックアップ■動作状況を知らせるLED&音声通知機能

■カメラ：約28×47×43mm ■約200万画素1/2.8インチイメージセンサー ■画角：水平約
154°/垂直約86°■フレームレート28fps（標準画質/駐車録画は14fps）■画質モード：高画質/
標準■動画：MP4ファイル■静止画：JPEGファイル■常時記録（古いファイルから上書き
消去）/イベント記録（衝撃検知前後の3分間の映像を保護）/駐車時録画（衝撃検知の約5秒
後からユーザー設定により10秒間/30秒間/60秒間・立体駐車場の揺れや車両バッテリー
不足による作動/不作動があります）

前方録画のみ Wi-Fiスマホ接続

Wi-Fiスマホ接続

フロントコーナーセンサー（2センサー）           
□11.6インチセンターインフォメーション
ディスプレイ装着車 ¥101,860
［¥40,000＋□¥19,600］ H4814FN000
⊕センサーセット ブラック［¥6,000＋□¥4,400］ H4814FL110
⊕用品接続ボックス［¥17,000＋□¥3,600］ H1017FN300
⊕のれんわけハーネスⅤ［¥2,000］ H0077AL000

●狭い路地や縦列駐車も安心。
障害物に接近すると、距離をブザーでお知らせします。
※感知範囲：約60cm・水平約80°×垂直約80°。
※障害物から離れるか距離が変わらない場合、
ブザーは約3秒で消音します。ただし、約0.3ｍ以下（連続音）の場合は
ブザー音は停止しません。

□ディーラーOPナビ装着車  ¥79,200
［¥40,000＋□¥19,600］ H4814FN000
⊕センサーセット ブラック［¥6,000＋□¥4,400］ H4814FL110
⊕のれんわけハーネスⅤ［¥2,000］ H0077AL000

□ナビ非装着車  ¥100,540
［¥40,000＋□¥19,600］ H4814FN000
⊕センサーセット ブラック［¥6,000＋□¥4,400］ H4814FL110
⊕用品接続ボックス［¥15,000＋□¥4,400］ H1017FN310
⊕のれんわけハーネスⅤ［¥2,000］ H0077AL000

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格の適応条件 :

スマートフォン/PC等の機器、各通信規格の適応条件 :

※本体はインパネ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（光VICS対応ETC2.0車載器のアンテナおよび光VICSアンテナは助手席側ダッシュボード上）に取付けます。
※車載器形状は各メーカーで違うため、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。
※アイドリングストップ等でエンジンを再始動した際は、ETCカードが認証されている事を確認のうえ料金所ETCゲートを走行してください。

□ETC2.0車載器　¥46,750
［¥25,000＋□¥11,600］ H0012FN250
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295

□ETC2.0車載器　¥46,750
［¥25,000＋□¥11,600］ H0015VC230 ⊕ 
ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］ 
H0017FN295

□ETC2.0車載器　¥51,370
［¥25,000＋□¥11,600］ H0015VC230 ⊕ 
ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］ 
H0017FN295 ⊕ 
ETC2.0接続ケーブル ケンウッドナビ用
［¥4,200］ H0019VC955

□光VICS対応ETC2.0車載器
¥63,250
［¥40,000＋□¥11,600］ H0012FN265
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295
※ナビ接続ケーブル同梱。

※ナビ接続ケーブル同梱。

□ETC2.0車載器
¥50,050
［¥28,000＋□¥11,600］ H0012FN230
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295
※ナビ接続ケーブル同梱。

※ETC2.0ではありません。

●地震や津波発生など、防災機関から発表された情報を、
準天頂衛星システム「みちびき」経由でお知らせする
災害・危機管理通報サービス搭載。
※11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ
との連携機能はありません。
渋滞情報等は音声案内でのみ確認可能です。
音声はアンテナ部より出力されます。

□ETC車載器
¥34,540
［¥12,900＋□¥11,600］ H0014FL200
⊕ ETCビルトインカバー［¥5,500＋□¥400］
H0017FN295
⊕ ETCのれんわけハーネス［¥1,000］
H0017VC990

11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ用
パナソニック　ビルトインナビ連動用 単独使用専用ケンウッド ビルトインナビ連動用

ナビ機能あり車用 ナビ機能なし車用 単独使用

光VICSアンテナ ¥12,320 
［¥10,000＋□¥1,200］ H0015VC280

＊後方録画には非対応。

https://viewer.mitacdigitech.com/driverecorder/DR_Touch.htm

https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/subaru/

オプション
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□リモコンエンジンスターター　¥69,520
［¥58,000＋□¥5,200］ H0017VC501

□キーレスアクセスアップグレード 　¥25,080
［¥18,000＋□¥4,800］ H0017VC551

 

●エンジン始動後、車幅灯・尾灯・LEDアクセサリーライナー（装着時）が点灯します。車両の周囲が暗いと、オートライト機能でヘッドランプも点灯する場合があります。周囲を確認のうえ使用してください。 ●作動中も車両のセキュリティシステムは有効。 ●作動中もキーレスアクセス使用可。 ●ドアやフロントフードを開けるとエンジンが停止する安心設計。
●エンジンの掛かりっぱなしを防ぐ時限停止機能（3分、5分、10分、15分から選択）。
※アクセスキーは商品には含まれません。標準装備のアクセスキー（スペア含む2個）を使用します。※エンジンが掛かっている状態ではキーレスアクセス作動範囲が狭くなる場合があります。◆注意事項は下記参照。

キーレスアクセスアップグレード購入後でも、アンテナセット ¥54,120 ［¥42,000＋□¥7,200］ H0017FL100 を追加すれば、リモコンエンジンスターターの機能を使用できるようになります。　　　　　　

●車両のアクセスキー（スペア含む2個）で、キーレスアクセスと同等距離からエンジン始動も可能になります。
※アクセスキーにエンジン始動/停止を確認する機能はありません。
※ドア等の誤解錠を避けるため車の見える場所からご使用ください。

詳しい商品説明は、上記QRコードを使用し、Webサイトの
キーレスアクセスアップグレード説明部分をご覧ください。

□ISOFIX チャイルドシート　¥103,400
［¥94,000］ F4107YA410 
〈パートナーズカバーと同時使用不可〉
●側面衝突への対応を強化。i-Size対応SUBARU純正チャイルドシート。
●テザーベルト不要のサポートレッグベースシート。
●成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能
（使用可能身長、体重、年齢は取扱説明書をご覧ください）。

□ユニバーサル チャイルドシート　¥39,600
［¥36,000］ F4107YA310
〈パートナーズカバーと同時使用不可〉
●使用可能体重18kg（100cm/4歳）まで
（成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能）。

●キーレスアクセスアップグレードに加え、
専用リモコンにより、遠距離からのエンジン始動/停止や、メロディ&LEDで始動状況の確認が可能です。

□ユニバーサル ジュニアシート　¥35,200
［¥32,000］ F4107YA350
〈パートナーズカバーと同時使用不可〉
●身長にあわせて頭部ガードを上げると、肩部ガードの幅/高さや身長表示ウインドゥも連動。 
●使用可能体重15kg（100cm/3歳）～36kg（150cm/12歳）まで。 

◆キーレスアクセスアップグレード/リモコンエンジンスターターの注意事項：　　
※通信距離は周囲の建物環境等により大きく影響を受けることがあります。※本機使用によるエンジン始動時のエアコン動作モードは車種により異なります。詳細は販売店へお問い合わせください。※使用にあたっては、各自治体の条例等を厳守してください。罰則が適用される場合があります。※一般公道や閉め切った場所でのご使用はおやめください。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

□スプリングチェーン　¥45,100
［¥41,000］ B3177AJ012
●225/55R18、225/60R17用。ケーブル式タイヤチェーン。
※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。
※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります。
＊消耗品のため保証対象外。

□消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）　¥6,050
［¥5,500］ M0077YA050

ウィンターブレード　
□運転席 ¥6,600 ［¥6,000］ H6577FL000
□助手席 ¥2,750 ［¥2,500］ H6577FL010
□リヤ ¥2,750 ［¥2,500］ H6577T1100
●運転席用（650mm） 
●助手席用（400mm） 
●リヤガラス用（325mm）
＊消耗品のため保証対象外。

※タイヤ等は商品に含まれません（写真のホイールは他車種）。

 

●2ステップ操作の簡易消火具。
●消火箇所を汚さないCO2消火。
●緊急脱出用シートベルト切断カッター&ドアウインドゥ破砕ハンマー一体型。

詳しい商品説明は、上記QRコードを使用し、Webサイトの
リモコンエンジンスターター説明部分をご覧ください。

MOVIE

□ボディカバー　¥24,200
［¥22,000］ M0017FN000
〈システムキャリア車は使用不可〉
●ポリエステル製。防炎加工。（財）日本防炎協会認定品。
※本商品使用時は、ディーラーOPドライブレコーダーの駐車時の衝撃検知録画機能に影響があります。
※完全防水ではありません。

□ドアエッジモール　¥4,180
［¥2,200＋□¥1,600］ F0077YA00#
●樹脂製。 ●ドア2枚分（1台分は2セット必要）。 
※ボディ同色やメッキではありません。
●計8色から選択可（品番末尾の#に以下の色番号を入れてください：⓿ホワイト、❶シルバー、❷ダークシルバー、
❸ブラック、❹レッドマイカ、❺ダークグリーン、❻ブルー、❼ダークブルー）。

撮影車は他車種 ❻⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❼

□ジャッキキット　¥9,185
［¥7,950＋□¥400］ B3118FN200
●ジャッキ、ジャッキラベル、ジャッキバンドのセット。
※ジャッキハンドルは車両標準装備です。
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□リモコンエンジンスターター　¥69,520
［¥58,000＋□¥5,200］ H0017VC501

□キーレスアクセスアップグレード 　¥25,080
［¥18,000＋□¥4,800］ H0017VC551

 

●エンジン始動後、車幅灯・尾灯・LEDアクセサリーライナー（装着時）が点灯します。車両の周囲が暗いと、オートライト機能でヘッドランプも点灯する場合があります。周囲を確認のうえ使用してください。 ●作動中も車両のセキュリティシステムは有効。 ●作動中もキーレスアクセス使用可。 ●ドアやフロントフードを開けるとエンジンが停止する安心設計。
●エンジンの掛かりっぱなしを防ぐ時限停止機能（3分、5分、10分、15分から選択）。
※アクセスキーは商品には含まれません。標準装備のアクセスキー（スペア含む2個）を使用します。※エンジンが掛かっている状態ではキーレスアクセス作動範囲が狭くなる場合があります。◆注意事項は下記参照。
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キーレスアクセスアップグレード説明部分をご覧ください。
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●使用可能体重18kg（100cm/4歳）まで
（成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能）。

●キーレスアクセスアップグレードに加え、
専用リモコンにより、遠距離からのエンジン始動/停止や、メロディ&LEDで始動状況の確認が可能です。

□ユニバーサル ジュニアシート　¥35,200
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26  27表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

□SAA クリーンエアフィルタープレミアム　
¥6,050（工賃別）
［¥5,500（工賃別）］ SAA333010P
●においや花粉、微細粒子に敏感な方におすすめ。
※部品番号については、ご注文の際にSUBARU特約店にお問い合せください。

□SAA ステアリングロック　¥12,650 ［¥11,500］ SAA3230030
●付属キーでワンタッチ着脱でき、普段の乗降時も使いやすいステアリングロック。
●本革オレンジステッチ&SUBARUロゴ入りリフレクター付。

フィルターの形状等は車種により異なります。

□純正ボディカラーリペアフィルム　¥1,980 ［¥1,800］ J3677Y0000##
●塗装面の小傷に貼るだけで、傷を隠し錆の予防効果も。全ボディカラーを揃えたリペアフィルム。
●タッチアップペイント等に不慣れな方でも、塗装面の凹凸が出にくく仕上がり安定。
失敗しても、剥がして新しいフィルムで貼り直せます。
●90度曲げても塗装割れしにくい曲面対応設計（複雑な三次曲面には複数に切り分けたフィルムが必要な場合があります）。
●塗料に比べ、長期間の保存が可能。
※傷の大きさや深さによって隠せない場合や、見る角度によりフィルム端部が目立つ場合、貼り付け作業により気泡が入る場合、
複雑なボディ曲線に対応できない場合、車両側塗装の経年変化等で色あいが異なって見える場合があります。
※部位によりフィルム類の貼付け禁止エリアがあります。詳細は車両取扱説明書をご確認ください。

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】SAA

SAA フラットブレード用撥水替えゴム
□運転席 650mm＊ ¥2,134 ［¥1,540＋□¥400］ SAA302NW66
□助手席 400mm＊ ¥1,892 ［¥1,320＋□¥400］ SAA302NW40
●アイサイト車に安心の専用ワイパーゴム。
●専用撥水ガラスコートとの組み合わせで、安定した撥水効果を実現。
＊アイサイト対応ウインドゥガラス撥水コートを施工した上での装着となります（単独使用不可）。
施工料金等は販売店にお問い合わせください。
※写真は撥水ワイパー替えゴム装着時のイメージ画像です。 

撮影車は他車種

あらかじめ使いやすくカットされたフィルムと
自由にカットして使えるフィルムの2枚セット（12×17cm）

□SAA セーフティサポートキット　¥6,380 ［¥5,800］ SAA1020005
●事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。
■三角停止表示板（ハードケース入り） ■非常信号灯（LEDタイプ） ■蛍光安全ベスト（オレンジ色） ■LEDライト 
■レインコート ■SUBARUロゴ入りクッションケース（B5）

□SAA エマージェンシーサポートキット　¥19,580 ［¥17,800］ SAA1020016
●上記セーフティサポートキットに、車外脱出やバッテリー接続、牽引用のアイテムも追加。
■レスキューツール（ガラスハンマー&ベルトカッター） ■牽引ロープ ■ブースターケーブル ■輪留め（2個） ■ゴム製手袋（1双） ■SUBARUロゴ入り専用巾着袋

写真はエマージェンシーサポートキット。
一部商品のデザインが変更される場合があります。

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。 【P31参照】SAA ◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。 【P31参照】SAA

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。 【P31参照】SAA

SAA プロテクションフィルム
□ドアハンドル 4点　¥6,600 ［¥4,000＋□¥2,000］ SAA3320025
□ドアエッジ 4点　　¥6,600 ［¥3,600＋□¥2,400］ SAA3340020
〈ドアエッジ4点はドアエッジモールと共着不可〉
●乗り降りで傷付けやすいドアハンドル奥、ドアエッジをガード。
●車体の飛石ガードにも使われるウレタン素材。
●ボディにフィットし見映えも損なわない軟質クリアフィルム。

ドアハンドル4点 ドアエッジ4点

写真は他車種

撮影車は他車種

撮影車は他車種

写真は他車種（アイサイト&ドライブレコーダー装着車）

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】 ◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】

ノーマル ロング

SAA フロントガラスクリアビューカバー
□ノーマル ¥4,950 ［¥4,500］ SAA3110010
□ロング　¥17,380 ［¥15,800］ SAA3110020 
▶SUBARUオンラインショップ【P31】でも購入できます。
●フロントガラスと両脇の三角窓をカバーして、風雨・積雪・霜・砂塵等からクリアな視界を守り、室温上昇や内装の日焼けも抑えます。
●ドアミラーやフロント周りもカバーするロング（収納袋付）も用意。紫外線によるヘッドライトレンズの黄ばみ防止にも効果的です。
※本商品使用時は、ディーラーOPドライブレコーダーの駐車時の衝撃検知録画機能に影響があります。

□SUBARUオリジナル サンシェード サイドカバー付（EyeSight対応）　
¥12,100＊ ［¥11,000 ＊別途送料がかかります ］
▶ご購入はSUBARUオンラインショップ【P31】となります。
●前席ウインドゥまでカバーし、室温上昇や内装劣化を抑えます。

※本商品使用時は、ディーラーOP車内カメラの駐車時の衝撃検知録画機能に影響があります。

SAA アルミホイールセット
□17インチ シルバー ¥163,680 4本分セット ［¥132,000＋□¥16,800］ SAA3104510
□17インチ ダークグレーメタリック&切削光輝 ¥173,580 4本分セット ［¥141,000＋□¥16,800］ SAA3104610
〈Limitedは17インチにインチダウン可能〉
●17インチ×7.0J＋55
●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。

ダークグレーメタリック&切削光輝シルバー

  

after
before

マグネタイトグレー・メタリック
TQ

クリスタルホワイト・パール アイスシルバー・メタリック
W6

オアシスブルー
M3 V2 NN P9

オフショアブルー・メタリッククリスタルブラック・シリカ
T2 P8

ホライゾンブルー・パール
G7

ピュアレッドサファイアブルー・パール
G8

カラーコード（品番末尾の ##が以下のカラーコードに対応しています）

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】



26  27表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

□SAA クリーンエアフィルタープレミアム　
¥6,050（工賃別）
［¥5,500（工賃別）］ SAA333010P
●においや花粉、微細粒子に敏感な方におすすめ。
※部品番号については、ご注文の際にSUBARU特約店にお問い合せください。

□SAA ステアリングロック　¥12,650 ［¥11,500］ SAA3230030
●付属キーでワンタッチ着脱でき、普段の乗降時も使いやすいステアリングロック。
●本革オレンジステッチ&SUBARUロゴ入りリフレクター付。

フィルターの形状等は車種により異なります。

□純正ボディカラーリペアフィルム　¥1,980 ［¥1,800］ J3677Y0000##
●塗装面の小傷に貼るだけで、傷を隠し錆の予防効果も。全ボディカラーを揃えたリペアフィルム。
●タッチアップペイント等に不慣れな方でも、塗装面の凹凸が出にくく仕上がり安定。
失敗しても、剥がして新しいフィルムで貼り直せます。
●90度曲げても塗装割れしにくい曲面対応設計（複雑な三次曲面には複数に切り分けたフィルムが必要な場合があります）。
●塗料に比べ、長期間の保存が可能。
※傷の大きさや深さによって隠せない場合や、見る角度によりフィルム端部が目立つ場合、貼り付け作業により気泡が入る場合、
複雑なボディ曲線に対応できない場合、車両側塗装の経年変化等で色あいが異なって見える場合があります。
※部位によりフィルム類の貼付け禁止エリアがあります。詳細は車両取扱説明書をご確認ください。

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】SAA

SAA フラットブレード用撥水替えゴム
□運転席 650mm＊ ¥2,134 ［¥1,540＋□¥400］ SAA302NW66
□助手席 400mm＊ ¥1,892 ［¥1,320＋□¥400］ SAA302NW40
●アイサイト車に安心の専用ワイパーゴム。
●専用撥水ガラスコートとの組み合わせで、安定した撥水効果を実現。
＊アイサイト対応ウインドゥガラス撥水コートを施工した上での装着となります（単独使用不可）。
施工料金等は販売店にお問い合わせください。
※写真は撥水ワイパー替えゴム装着時のイメージ画像です。 

撮影車は他車種

あらかじめ使いやすくカットされたフィルムと
自由にカットして使えるフィルムの2枚セット（12×17cm）

□SAA セーフティサポートキット　¥6,380 ［¥5,800］ SAA1020005
●事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。
■三角停止表示板（ハードケース入り） ■非常信号灯（LEDタイプ） ■蛍光安全ベスト（オレンジ色） ■LEDライト 
■レインコート ■SUBARUロゴ入りクッションケース（B5）

□SAA エマージェンシーサポートキット　¥19,580 ［¥17,800］ SAA1020016
●上記セーフティサポートキットに、車外脱出やバッテリー接続、牽引用のアイテムも追加。
■レスキューツール（ガラスハンマー&ベルトカッター） ■牽引ロープ ■ブースターケーブル ■輪留め（2個） ■ゴム製手袋（1双） ■SUBARUロゴ入り専用巾着袋

写真はエマージェンシーサポートキット。
一部商品のデザインが変更される場合があります。

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。 【P31参照】SAA ◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。 【P31参照】SAA

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。 【P31参照】SAA

SAA プロテクションフィルム
□ドアハンドル 4点　¥6,600 ［¥4,000＋□¥2,000］ SAA3320025
□ドアエッジ 4点　　¥6,600 ［¥3,600＋□¥2,400］ SAA3340020
〈ドアエッジ4点はドアエッジモールと共着不可〉
●乗り降りで傷付けやすいドアハンドル奥、ドアエッジをガード。
●車体の飛石ガードにも使われるウレタン素材。
●ボディにフィットし見映えも損なわない軟質クリアフィルム。

ドアハンドル4点 ドアエッジ4点

写真は他車種

撮影車は他車種

撮影車は他車種

写真は他車種（アイサイト&ドライブレコーダー装着車）

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】 ◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】

ノーマル ロング

SAA フロントガラスクリアビューカバー
□ノーマル ¥4,950 ［¥4,500］ SAA3110010
□ロング　¥17,380 ［¥15,800］ SAA3110020 
▶SUBARUオンラインショップ【P31】でも購入できます。
●フロントガラスと両脇の三角窓をカバーして、風雨・積雪・霜・砂塵等からクリアな視界を守り、室温上昇や内装の日焼けも抑えます。
●ドアミラーやフロント周りもカバーするロング（収納袋付）も用意。紫外線によるヘッドライトレンズの黄ばみ防止にも効果的です。
※本商品使用時は、ディーラーOPドライブレコーダーの駐車時の衝撃検知録画機能に影響があります。

□SUBARUオリジナル サンシェード サイドカバー付（EyeSight対応）　
¥12,100＊ ［¥11,000 ＊別途送料がかかります ］
▶ご購入はSUBARUオンラインショップ【P31】となります。
●前席ウインドゥまでカバーし、室温上昇や内装劣化を抑えます。

※本商品使用時は、ディーラーOP車内カメラの駐車時の衝撃検知録画機能に影響があります。

SAA アルミホイールセット
□17インチ シルバー ¥163,680 4本分セット ［¥132,000＋□¥16,800］ SAA3104510
□17インチ ダークグレーメタリック&切削光輝 ¥173,580 4本分セット ［¥141,000＋□¥16,800］ SAA3104610
〈Limitedは17インチにインチダウン可能〉
●17インチ×7.0J＋55
●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。

ダークグレーメタリック&切削光輝シルバー

  

after
before

マグネタイトグレー・メタリック
TQ

クリスタルホワイト・パール アイスシルバー・メタリック
W6

オアシスブルー
M3 V2 NN P9

オフショアブルー・メタリッククリスタルブラック・シリカ
T2 P8

ホライゾンブルー・パール
G7

ピュアレッドサファイアブルー・パール
G8

カラーコード（品番末尾の ##が以下のカラーコードに対応しています）

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【P31参照】



28  29表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIパーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、（株）SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外となります。◆印はSTI独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016年10月以降にSTI指定ショップでの取付け後、1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでとなります。
STI指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。

STI アルミホイール
■18インチ　¥204,160 ［¥42,000＋□¥4,400］×4本 
シルバー：SG217FN000×4本、ガンメタ：SG217FN010×4本、ブラック：SG217FN020×4本

■STI ルーフスポイラー
¥53,900 ［¥45,000＋□¥4,000］  SG517FN300
〈ルーフスポイラーと共着不可〉
●クリスタルブラック・シリカ塗装。●標準装備のルーフスポイラーと交換取付け。
＊SUBARU純正保証対象。

■STI プッシュエンジンスイッチ◆
¥19,140［¥15,000＋□¥2,400］ ST83031ST051

STI ドアハンドルプロテクター◆
■ブラック ¥9,240 ［¥6,000＋□¥2,400］ ST91099ST080
■シルバー ¥9,240 ［¥6,000＋□¥2,400］ ST91099ST150
●カーボン調。

■STI CVTシフトノブ　
¥28,820 ［¥25,000＋□¥1,200］ SG117FN000
〈本革巻シフトレバー、ピアノブラック調シフトパネル装着車用〉
●本革巻＋サテンメッキ加飾、STIロゴ刻印入り。
＊SUBARU純正保証対象。

シルバー ガンメタ ブラック

■STI フレキシブルドロースティフナー リヤ◆
¥43,120 ［¥32,000＋□¥7,200］ ST20168G2000
●リヤサイドフレーム左右間（リヤバンパー内側）に装着。

■STI パフォーマンスマフラー 
& ガーニッシュキット◆　　　　　　　　
¥165,660 ［¥135,000＋□¥15,600］ 
STPKG40G2000
●STI パフォーマンスマフラー（e-BOXER用）と
STI マフラーガーニッシュのセット。
●テールパイプ部Φ70 デュアルセンター出しレイアウト。
●STIロゴ刻印入り。●保安基準適合品。
＊取付けには他にも部品交換が必要です。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

■STI フレキシブルタワーバー（e-BOXER用）◆ 
¥36,960［¥30,000＋□¥3,600］ ST20502GH011

シルバーブラック

STI PERFORMANCE
走りを愉しむ。音を愉しむ。この空間を愉しむ。

何も諦めずに、より深みへ。

愉しみが増える、そんなSUVに乗って。

■17インチ　¥190,960 ［¥39,000＋□¥4,400］×4本
シルバー：SG217FN100×4本、ガンメタ：SG217FN110×4本、ブラック：SG217FN120×4本
〈Limitedは17インチにインチダウン可能〉
●17インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
＊SUBARU純正保証対象。

〈Touringは18インチにインチアップ可能〉
●18インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
＊SUBARU純正保証対象。

◆保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。



28  29表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIパーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、（株）SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外となります。◆印はSTI独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016年10月以降にSTI指定ショップでの取付け後、1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでとなります。
STI指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。

STI アルミホイール
■18インチ　¥204,160 ［¥42,000＋□¥4,400］×4本 
シルバー：SG217FN000×4本、ガンメタ：SG217FN010×4本、ブラック：SG217FN020×4本

■STI ルーフスポイラー
¥53,900 ［¥45,000＋□¥4,000］  SG517FN300
〈ルーフスポイラーと共着不可〉
●クリスタルブラック・シリカ塗装。●標準装備のルーフスポイラーと交換取付け。
＊SUBARU純正保証対象。

■STI プッシュエンジンスイッチ◆
¥19,140［¥15,000＋□¥2,400］ ST83031ST051

STI ドアハンドルプロテクター◆
■ブラック ¥9,240 ［¥6,000＋□¥2,400］ ST91099ST080
■シルバー ¥9,240 ［¥6,000＋□¥2,400］ ST91099ST150
●カーボン調。

■STI CVTシフトノブ　
¥28,820 ［¥25,000＋□¥1,200］ SG117FN000
〈本革巻シフトレバー、ピアノブラック調シフトパネル装着車用〉
●本革巻＋サテンメッキ加飾、STIロゴ刻印入り。
＊SUBARU純正保証対象。

シルバー ガンメタ ブラック

■STI フレキシブルドロースティフナー リヤ◆
¥43,120 ［¥32,000＋□¥7,200］ ST20168G2000
●リヤサイドフレーム左右間（リヤバンパー内側）に装着。

■STI パフォーマンスマフラー 
& ガーニッシュキット◆　　　　　　　　
¥165,660 ［¥135,000＋□¥15,600］ 
STPKG40G2000
●STI パフォーマンスマフラー（e-BOXER用）と
STI マフラーガーニッシュのセット。
●テールパイプ部Φ70 デュアルセンター出しレイアウト。
●STIロゴ刻印入り。●保安基準適合品。
＊取付けには他にも部品交換が必要です。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

■STI フレキシブルタワーバー（e-BOXER用）◆ 
¥36,960［¥30,000＋□¥3,600］ ST20502GH011

シルバーブラック

STI PERFORMANCE
走りを愉しむ。音を愉しむ。この空間を愉しむ。

何も諦めずに、より深みへ。

愉しみが増える、そんなSUVに乗って。

■17インチ　¥190,960 ［¥39,000＋□¥4,400］×4本
シルバー：SG217FN100×4本、ガンメタ：SG217FN110×4本、ブラック：SG217FN120×4本
〈Limitedは17インチにインチダウン可能〉
●17インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
＊SUBARU純正保証対象。

〈Touringは18インチにインチアップ可能〉
●18インチ×7.0J＋55 PCD114.3 ●センターキャップ、エアバルブ付。
●ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
＊SUBARU純正保証対象。

◆保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。



30  31表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

ナンバープレート
ベース　
¥14,300

ナンバープレート
ロックボルト
¥5,280

ホイールロック
セット 　
¥7,920

LEDアクセサリー
ライナー
¥48,620

ドアバイザー　
¥25,520

スプラッシュボード　
¥22,440

フロアカーペット 
ベーシック 
¥33,440

フロアカーペット 
アクティブ
¥33,440

トレーマット
¥22,440

トノカバー
¥18,700

4WAY
カーゴストレージ
¥31,900

PACKAGE&BASE KIT

PACKAGE
クロストレックの個性をさらに引き立てる
5つのパッケージをご用意。
［詳細はP4-P7、P18-P19をご覧ください］

BASE KIT※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。 カーライフをサポートする基本アイテムをリーズナブルにご提供するベースキットを用意しています。
［詳細はP8/P9/P12/P13/P16/P17をご覧ください］フロントフェイスパッケージ Ⅰ

通常価格 ¥75,240
▶ パッケージ価格 ¥68,640
［¥54,000＋□¥8,400］ P0017FN900

フードデカール　¥31,020

フロントフェイスパッケージ Ⅱ

通常価格 ¥71,060
▶ パッケージ価格 ¥64,790
［¥51,300＋□¥7,600］ P0017FN901

フロントグリル　¥44,220

フロントノーズガーニッシュ　¥26,840

タフネスパッケージ

通常価格 ¥89,760
▶ パッケージ価格 ¥82,280
［¥61,200＋□¥13,600］ P0017FN902

ランプガーニッシュ（ヘッドランプ）　¥25,960 ランプガーニッシュ（リヤコンビランプ）　¥25,520 ドアアンダーガーニッシュ　¥38,280

ユーティリティパッケージ ステンレス

通常価格 ¥70,840
▶ パッケージ価格 ¥64,460
［¥52,200＋□¥6,400］ P0017FN903

カーゴステップパネル ステンレス　¥16,720

ユーティリティパッケージ 樹脂

通常価格 ¥69,740
▶ パッケージ価格 ¥63,470
［¥51,300＋□¥6,400］ P0017FN904

リヤゲートライト　¥32,780 カーゴトレーマット　¥21,340

カーゴステップパネル 樹脂　¥15,620

ベースキット
ナンバープレートベース/
ナンバープレートロックボルト/
ホイールロックセット

フロアカーペット/
トレーマット

4WAYカーゴストレージ スプラッシュボードトノカバー LEDアクセサリーライナードアバイザー 通常合計価格 ［価格内訳］品番キット価格

¥102,080
¥105,160
¥128,260
¥176,220
¥102,080
¥105,160
¥128,260
¥176,220
¥104,280
¥107,360
¥130,460
¥178,420

¥92,290
¥95,150
¥116,600
¥152,460
¥92,290
¥95,150
¥116,600
¥152,460
¥94,490
¥97,350
¥118,800
¥154,660

Touring

/

Limited

[¥79,900 ＋□ ¥ 4,000] P0017FN000
[¥81,700 ＋□ ¥ 4,800] P0017FN001
[¥95,200 ＋□ ¥10,800] P0017FN002
[¥122,200 ＋□ ¥16,400] P0017FN003
[¥79,900  ＋□ ¥ 4,000] P0017FN004
[¥81,700 ＋□ ¥ 4,800] P0017FN005
[¥95,200  ＋□ ¥10,800] P0017FN006
[¥122,200 ＋□ ¥16,400] P0017FN007
[¥79,900 ＋□ ¥ 6,000] P0017FN008
[¥81,700 ＋□ ¥ 6,800] P0017FN009
[¥95,200 ＋□ ¥12,800] P0017FN010
[¥122,200 ＋□ ¥18,400] P0017FN011
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SUBARUオンラインショップ
ユニークなSUBARU/STIオリジナルグッズが続々登場！

https://onlineshop.subaru.jp

お客様センター受付時間：9:00～17:00（土日祝は12:00～13:00を除く）
①インフォメーションサービス（ご意見/ご感想/カタログ、販売店、転居お手続き等のご案内） ②お問い合わせ/ご相談（平日の12:00～13:00と土日祝を除く）
SUBARUコール

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
尚、新車装着時以外で装着する場合は、作業内容に応じ別途追加工賃がかかる場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2022年12月現在。予告なく変更または販売を中止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。●商品によって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ナビ・オーディオ等を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
ことがあります。●ナビゲーションの位置情報は衛星側の技術的、運営的事情により、精度が落ちたり電波を利用できなくなることがあります。●ナビの地図データや、VICS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。●オンデマンドVICS、プローブ渋滞情報、ネット連動スポット探索は、
Bluetooth®対応携帯電話やネット環境、パソコン、通信料等が必要になる場合があります。また契約・登録はお客様のご手配となります。●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。
●ナビに記録した目的地登録・音楽・映像などのデータが、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。●各AVメディアはデータ形式・バージョンや著作権ガードにより使用できない
場合があります。●iPod/iPhone対応機能は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。●VICSは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの商標です。●iPod、
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。●SD/SDHC/SDXCメモリーカードはSDアソシエーションの登録商標です。●Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.USAの商標です。
●NaviConは株式会社デンソーの登録商標です。●Blu-ray Disc™、Blu-ray™、BD-Live™、BDXL™、AVCREC™及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●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。●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
のイラストやハメコミ画面はイメージです。●商品の取付けはSUBARU特約店、またはSUBARU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。

※クロストレックのフロントバンパー裏、フロントドア内にはそれぞれ、歩行者保護エアバッグ、カーテンエアバッグの各センサーが装着されています。これらセンサーの誤検知等の恐れが
あるため、フロントバンパー周辺、フロントドア内に装着されるスピーカー等は、純正指定部品以外を装着しないでください。詳しくはSUBARU販売店にお問い合わせください。

＊SUBARUオンラインショップ取扱い商品は通常のアクセサリーカタログ商品とは注文方法が異なりますのでご注意ください。予告なくモデルチェンジおよび販売終了
する場合があります。SUBARU純正保証や車両クレーム保証は対象外。品番、ラインナップ等、詳しくはSUBARUオンラインショップ公式サイトをご覧ください。

日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に、
このロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

SUBARU純正用品の保証期間は、SUBARU特約店／指定販売店での取付け後、3年間か走行6万ｋｍ
（一部商品は1年間か走行2万ｋｍ）のいずれかを超えるまでとなります（消耗品など一部商品を除く）。

◆SAAの記載がある商品は、SUBARU AUTO ACCESSORIES（スバル用品株式会社）製商品の略称。SUBARU純正アイテムとは保証が異なり、1年間か走行
2万キロのいずれかを超えるまでとなります（一部商品を除く）。商品の不具合により二次的に発生しうる車両等の不具合は車両クレーム保証の対象外となります。

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIパーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、（株）SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外と
なります。◆印はSTI独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016年10月以降にSTI指定ショップでの取付け後、1年間か走行2万kmのい
ずれかを超えるまでとなります。STI指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。

▶
▶
▶
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▶
▶ 



30  31表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

ナンバープレート
ベース　
¥14,300

ナンバープレート
ロックボルト
¥5,280

ホイールロック
セット 　
¥7,920

LEDアクセサリー
ライナー
¥48,620

ドアバイザー　
¥25,520

スプラッシュボード　
¥22,440

フロアカーペット 
ベーシック 
¥33,440

フロアカーペット 
アクティブ
¥33,440

トレーマット
¥22,440

トノカバー
¥18,700

4WAY
カーゴストレージ
¥31,900

PACKAGE&BASE KIT

PACKAGE
クロストレックの個性をさらに引き立てる
5つのパッケージをご用意。
［詳細はP4-P7、P18-P19をご覧ください］

BASE KIT※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。 カーライフをサポートする基本アイテムをリーズナブルにご提供するベースキットを用意しています。
［詳細はP8/P9/P12/P13/P16/P17をご覧ください］フロントフェイスパッケージ Ⅰ

通常価格 ¥75,240
▶ パッケージ価格 ¥68,640
［¥54,000＋□¥8,400］ P0017FN900

フードデカール　¥31,020

フロントフェイスパッケージ Ⅱ

通常価格 ¥71,060
▶ パッケージ価格 ¥64,790
［¥51,300＋□¥7,600］ P0017FN901

フロントグリル　¥44,220

フロントノーズガーニッシュ　¥26,840

タフネスパッケージ

通常価格 ¥89,760
▶ パッケージ価格 ¥82,280
［¥61,200＋□¥13,600］ P0017FN902

ランプガーニッシュ（ヘッドランプ）　¥25,960 ランプガーニッシュ（リヤコンビランプ）　¥25,520 ドアアンダーガーニッシュ　¥38,280

ユーティリティパッケージ ステンレス

通常価格 ¥70,840
▶ パッケージ価格 ¥64,460
［¥52,200＋□¥6,400］ P0017FN903

カーゴステップパネル ステンレス　¥16,720

ユーティリティパッケージ 樹脂

通常価格 ¥69,740
▶ パッケージ価格 ¥63,470
［¥51,300＋□¥6,400］ P0017FN904

リヤゲートライト　¥32,780 カーゴトレーマット　¥21,340

カーゴステップパネル 樹脂　¥15,620

ベースキット
ナンバープレートベース/
ナンバープレートロックボルト/
ホイールロックセット

フロアカーペット/
トレーマット

4WAYカーゴストレージ スプラッシュボードトノカバー LEDアクセサリーライナードアバイザー 通常合計価格 ［価格内訳］品番キット価格

¥102,080
¥105,160
¥128,260
¥176,220
¥102,080
¥105,160
¥128,260
¥176,220
¥104,280
¥107,360
¥130,460
¥178,420

¥92,290
¥95,150
¥116,600
¥152,460
¥92,290
¥95,150
¥116,600
¥152,460
¥94,490
¥97,350
¥118,800
¥154,660

Touring

/

Limited

[¥79,900 ＋□ ¥ 4,000] P0017FN000
[¥81,700 ＋□ ¥ 4,800] P0017FN001
[¥95,200 ＋□ ¥10,800] P0017FN002
[¥122,200 ＋□ ¥16,400] P0017FN003
[¥79,900  ＋□ ¥ 4,000] P0017FN004
[¥81,700 ＋□ ¥ 4,800] P0017FN005
[¥95,200  ＋□ ¥10,800] P0017FN006
[¥122,200 ＋□ ¥16,400] P0017FN007
[¥79,900 ＋□ ¥ 6,000] P0017FN008
[¥81,700 ＋□ ¥ 6,800] P0017FN009
[¥95,200 ＋□ ¥12,800] P0017FN010
[¥122,200 ＋□ ¥18,400] P0017FN011
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SUBARUオンラインショップ
ユニークなSUBARU/STIオリジナルグッズが続々登場！

https://onlineshop.subaru.jp

お客様センター受付時間：9:00～17:00（土日祝は12:00～13:00を除く）
①インフォメーションサービス（ご意見/ご感想/カタログ、販売店、転居お手続き等のご案内） ②お問い合わせ/ご相談（平日の12:00～13:00と土日祝を除く）
SUBARUコール

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
尚、新車装着時以外で装着する場合は、作業内容に応じ別途追加工賃がかかる場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2023年4月現在。予告なく変更または販売を中止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。●商品によって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ナビ・オーディオ等を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
ことがあります。●ナビゲーションの位置情報は衛星側の技術的、運営的事情により、精度が落ちたり電波を利用できなくなることがあります。●ナビの地図データや、VICS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。●オンデマンドVICS、プローブ渋滞情報、ネット連動スポット探索は、
Bluetooth®対応携帯電話やネット環境、パソコン、通信料等が必要になる場合があります。また契約・登録はお客様のご手配となります。●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。
●ナビに記録した目的地登録・音楽・映像などのデータが、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。●各AVメディアはデータ形式・バージョンや著作権ガードにより使用できない
場合があります。●iPod/iPhone対応機能は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。●VICSは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの商標です。●iPod、
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。●SD/SDHC/SDXCメモリーカードはSDアソシエーションの登録商標です。●Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.USAの商標です。
●NaviConは株式会社デンソーの登録商標です。●Blu-ray Disc™、Blu-ray™、BD-Live™、BDXL™、AVCREC™及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●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。●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
のイラストやハメコミ画面はイメージです。●商品の取付けはSUBARU特約店、またはSUBARU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。

※クロストレックのフロントバンパー裏、フロントドア内にはそれぞれ、歩行者保護エアバッグ、カーテンエアバッグの各センサーが装着されています。これらセンサーの誤検知等の恐れが
あるため、フロントバンパー周辺、フロントドア内に装着されるスピーカー等は、純正指定部品以外を装着しないでください。詳しくはSUBARU販売店にお問い合わせください。

＊SUBARUオンラインショップ取扱い商品は通常のアクセサリーカタログ商品とは注文方法が異なりますのでご注意ください。予告なくモデルチェンジおよび販売終了
する場合があります。SUBARU純正保証や車両クレーム保証は対象外。品番、ラインナップ等、詳しくはSUBARUオンラインショップ公式サイトをご覧ください。

日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に、
このロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

SUBARU純正用品の保証期間は、SUBARU特約店／指定販売店での取付け後、3年間か走行6万ｋｍ
（一部商品は1年間か走行2万ｋｍ）のいずれかを超えるまでとなります（消耗品など一部商品を除く）。

◆SAAの記載がある商品は、SUBARU AUTO ACCESSORIES（スバル用品株式会社）製商品の略称。SUBARU純正アイテムとは保証が異なり、1年間か走行
2万キロのいずれかを超えるまでとなります（一部商品を除く）。商品の不具合により二次的に発生しうる車両等の不具合は車両クレーム保証の対象外となります。

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIパーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、（株）SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外と
なります。◆印はSTI独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016年10月以降にSTI指定ショップでの取付け後、1年間か走行2万kmのい
ずれかを超えるまでとなります。STI指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。
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www.subaru.jp

〒150-8554 　東京都渋谷区恵比寿1-20-8　エビススバルビル
（2023.04）

2023.04～


