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注文番号：b0111212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（2011.5）

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2011年5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。●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事があります。●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。●VICSは財団法人道路交通情報通信システムの商標です。●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。●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。●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以内のいずれかを超えるまでとなります。
●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。

インターネットでもＤＥＸのアクセサリーを紹介しています。 
「ＳＵＢＡＲＵお客様センター」 SUBARUコール 受付時間：9:00～17:00（平日）　土日祝は9:00～12:00、13:00～17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き 他）
②お問い合わせ／ご相談
※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www. s u b a r u . j p / a c c e s s o r y

※掲載商品の他にも豊富に取揃えていますので、スバル用品ホームページをご覧ください。 www.e-saa.co.jp

見ているだけで楽しい、欲しかったものが見つかる。多彩な個性派アイテム“ＳＡＡ”。スバル純正アクセサリーを共同開発しているスバル用品（株）がお届けしています。

※ＳＡＡ（SUBARU AUTO ACCESSORIES）のアイテムはスバル用品（株）が取扱う商品です。取付けによる直接的または間接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。またその保証期間・内容等については、付属の保証書の規定に基づきます。

カクテルカラーエアバルブ  ￥3,150
オーストリアのスワロフスキー社製
クリスタルをはめこんだエアバルブ。
色はブルーとゴールドの2色。4個セット。
〈全車〉ブルー：SAA3195100IU  
ゴールド：SAA3195100GH［￥3,000］

ソーラーアシュトレー  ￥2,625
夜間に便利なイルミネーション

（ソーラー電池式）と、火消し口が
灰でつまりにくい清掃機能付。
エアダクトに取り付けられます。
〈全車〉SAA1060002［¥2,500］

アシュトレー  ￥1,575
カップホルダーにぴったりと
収まる灰皿です。
〈全車〉SAA1060000［¥1,500］

ACCESSORIES/NAVI & AUDIO

写真はイメージ

ＳＷＲＴライトジャケット  ¥26,250
軽い着心地にくわえ、ＳＴＩ独自のドライビングカットデザインが長時間の
運転にも疲労を軽減。SWRTソフトシェルフリースジャケットとの重ね着も
想定した設計で、幅広い季節・気候に快適に対応できる防風・保温
ジャケットです。

ＳＷＲＴウォームジャケット  ¥34,650
裏地の防水透湿ファブリックと中綿の組み合わせで、高度な保温性を
発揮。重ね着の多い冬にも軽快な運転操作ができるドライビングカット
デザインを採用し、すぐれた透湿性とともに冬季の積極的な活動をサポ
ートします。

ＳＷＲＴソフトシェルフリースジャケット  ¥18,900
しっとり柔らかい肌触りの新素材「ソフトシェル」に保温用フリースを
接着したオリジナル生地は、適度な伸縮性とインナーにも使える細身の
シェイプで程よく体にフィット。ドライビングカットデザインとともに快適な
運転姿勢をサポートします。

ＳＷＲＴチームシャツ  
¥8,400
極細マイクロファイバーを高密度に織り込んだ
生地は、シルクのような軽くしなやかな着心地に
くわえ、適度な耐水・透湿性も確保。高温多湿
シーズンや昼夜の寒暖差が大きいエリアでも、
快適に活動できます。

ＳＷＲＴドライメッシュTシャツ　
¥5,250
フレキシブルで吸湿発散性に優れたドライメッシュを
メインに、運動量の多い肩甲骨から肩にかけては
伸縮性の高いメッシュを採用。背面部のメッシュは
縦方向に伸縮率が高く、シートに接した背中の
発汗を抑える効果があります。トップドライバーの
トレーニングを想定し、袖部の取付け製法に至る
まで動きやすさを徹底的に追求しています。

もうひとつの集大成。
19年にわたり、世界ラリーの最前線を走り続けてきたSUBARUワールドラリーチーム。
地球を駆けめぐる極限の闘いが進化させたのは、クルマだけではなかった。
あらゆるコンディションで、最高のフィジカルパフォーマンスを発揮するために、
09チームウェアとして開発されていた「SWRTメモリアルコレクション」。
STIモータースポーツ・テクノロジーの、もうひとつの集大成がここにある。

 SWRT memorial collection

●詳しくはホームページをご覧いただくか、最寄りの販売店にお気軽にお問い合わせください。STIでは、この頁で紹介した商品のほかにもウェア、グッズ／スポーツパーツを取揃えております。
■お問い合わせ　発売元：スバルテクニカインターナショナル株式会社 STIコレクション係 営業部 TEL0422‐33‐7848 受付時間：10：00～17：00（平日）



ＤＥＸ専用チューンの
オーディオや、
地デジ＆リヤビューカメラ
対応ナビもラインアップ。

乗る人すべてが心地よく、
ＤＥＸとの時間をもっと豊かに。

カーライフの必須アイテムを、
スタイリッシュに装う。

あらゆるシーンで頼もしく、
行きたい所へ心おきなく走る。

D EXを  
コンプリートする。

2 3

■イメージ写真装着アイテム（1.3 i -S）■

ベースキット

パナソニックＳＤストラーダ

メタル調パネル

カーゴトレーマット

シートカバー

【p13】

【p9】

【p 4】

【p 5】



ベースキットは、単品でお求めいただくより、お得な価格となっています。●##（カラーコード）はボディ色に合わせてお選びください。

スプラッシュボードセット  ￥16,800
〈1.3i-Sを除く〉 J1017F1000##［¥13,000＋　￥3,000］

〈全車＊字光式ナンバーと共着不可〉 J1017FG000［¥3,000］
ドアバイザー  ￥24,150 
 〈全車〉 E3617F1000 ［¥20,000＋　￥3,000］

〈全車＊他のマット類と共着不可〉
J5017F1000［¥ 27,000＋　 ￥500］

カ ラ ー コ ー ド

1.3i-S

1.3i、1.3i-L

パール・ホワイトA1 ダークレッド・マイカD2 ブライトシルバー・
メタリックB0 グレー・メタリックB4（品番末尾の♯♯が以下の

カラーコードに対応しています）

カーライフの必須アイテムを、スタイリッシュに装う。
お得なベースキット。

ナンバープレートベース ￥3,150／1枚

フロアカーペット  ￥28,875/1台分6枚セット 

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。

■イメージ写真装着アイテム（1.3 i -S）■

ベースキット

メタル調パネル

カーゴトレーマット

シートカバー

4 5

P0017F1001
[￥49,500＋    ￥3,500]￥62,475 → ￥55,650

品番[税抜き価格内訳]単品合計価格 → キット価格ドアバイザー ナンバープレート
ベース（２枚）

ナンバープレート
ロック

スプラッシュ
ボードセット フロアカーペット

P0017F1000## 
[￥60,500＋    ￥6,500]￥79,275 → ￥70,350

〈全車＊字光式ナンバーと共着不可〉 J1077YA003［¥3,000］

ナンバープレートロック  
￥3,150／封印部除く3個セット＆専用キー

ブラック・
マイカメタリックC0

■ ベ ー ス キ ット 表

フロント

リヤ

plus

DRIVING



■感知長約6０ｃｍ、感知範囲約130°

6 7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。
◆RH 印の商品をサイドエアバッグ付車に装着する場合 クリップRH H0017F1900 ¥525［¥500］が別途必要。ただし◆RH 印の商品を同時作業で複数装着する場合、２個目以降は不要です。
◆LH 印の商品をサイドエアバッグ付車に装着する場合 クリップLH H0017F1901 ¥525［¥500］が別途必要。ただし◆LH 印の商品を同時作業で複数装着する場合、２個目以降は不要です。

〈全車〉H4817F1010［¥32,000＋   ¥7,000］

フロント左右のセンサーが障害物までの距離を測り、インジ
ケーターの点滅間隔の変化で知らせます。インジケーターは
インパネ両端にあり、フロント左右を目視確認しながらチェック
できます。

コーナーセンサー（フロント2コーナー） ¥40,950
■感知長約6０ｃｍ、感知範囲約130°

前方をセンサー、後方をカメラでチェックしながら、車庫入れや縦列駐車もスマートにこなせる
ドライブアシストパッケージ。自在に停められる安心感が、フットワークも軽快にします。

このカタログのナビとセットで装着。バックギアに入れると、
自動的に後方をナビ画面に映します。画像反転機能により、
バックミラーと同じ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。

リヤビューカメラ（C-MOS）  ¥23,625
■水平約120°×垂直約90°。 
■約30万画素の解像度で、後方もしっかり確認。 

＊別売でブザー H4817FE014 ￥4,200［￥4,000］もご用意して
います。〔ブザーはコーナーセンサー（リヤ2コーナー）と共着不可〕

ドライブアシストパッケージ 縦列駐車イメージ

インジケーター

センサー

ターンランプ付ドアミラー  
￥34,650 
〈全車〉
J2717F1100##［¥31,000＋　 ￥2,000］
＊鏡面はブルーとなります。
＊格納時、ドアからのミラー突出量は左右で異なります。

フロントガラス周囲の
明るさに応じて、
自動でライト点灯／消灯。
 

周囲の明るさに応じて作動するオートライトと、被視認性の高いターンランプ付ドアミラーを
セット。視界性能とともに快適な運転にも貢献する、ぜひ装着しておきたいパッケージです。

コーナーセンサー（フロント2コーナー） リヤビューカメラ（C-MOS）＋

単品合計価格 ¥64,050 → 

パッケージ価格 ¥58,800＊

＋

〈全車〉P0017F1610##［¥48,000＋ ￥8,000］ ＊サイドエアバッグ装着車は別売取付品が必要になる場合があります。詳しくはオートライトの欄をご覧ください。

オートライト ターンランプ付ドアミラー

オートライト  ￥29,400◆RH
センサーが周囲の明るさを感知して、ライト
を自動的に点灯・消灯するシステム。一度
オートにセットすれば、ライト操作がほぼ
不要となります。

〈全車〉
H5317F1000［¥22,000＋ ￥6,000］ 
※通常のライト操作はオートライトOFFが
　必要です。

単品合計価格 ¥64,575 → 

パッケージ価格 ¥59,850
〈ディーラーOPナビ装着車〉P0017F1605##［¥43,000＋   ￥14,000］ 

※センサー部の中央はシルバー、
　枠はグレー色です。
　ボディ色対応はしていません。

※センサー類は、感知距離/角度内でも各種条件により障害物を感知できない場合があります。 ※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。

＊＃＃（カラーコード）【p4】はボディ色に合わせてお選びください。

＊＃＃（カラーコード）【p4】はボディ色に合わせてお選びください。

解除方法作動時

通常時作動時

作動方法

〈全車〉H2717F1000［¥10,000＋    ￥3,000］
＊キーをさし込んでのドアロック時は動作しません。 ＊格納のキャンセル機能はありません。
＊車内のミラースイッチが格納位置の時と、キーがＡＣＣ－ＯＮの時は連動しません。

ドアミラーオートシステム  ￥13,650
キーレスアクセス＆スタートのリモコン機能でロックすると、自動的にドアミラー
を格納。アンロックまたはイグニッションＯＮで自動復帰。後方からクルマが来な
いか確認しながら降りられる安心・便利アイテムです。

 〈全車〉H4817F1020［¥28,000＋   ¥5,000］
※後退時は必ず後方を目視してください。
※センサー部のデザインは、コーナーセンサー（フロント2コーナー）と同様です。

コーナーセンサー（リヤ2コーナー） ¥34,650 
ギヤをバックに入れると自動的に作動し、リヤの２つのセンサーが
後方の障害物を感知。後方を目視確認しながら、ブザー音の間隔の変化で
接近距離を知ることができます。

リバースミラーコントローラー  
￥19,950

〈全車〉J2717F1010［¥15,000＋   ￥4,000］

〈全車〉H4417F1000［¥12,000＋　¥4,000］

駐車でバックする時、死角になりがちな
左後方の地面の縁石や白線などが確認
しやすくなります。

シフトレバーをＲ（バック）に入れると、助手席のドアミラー鏡面が下を
向き、左リヤタイヤ付近を映します。

シフトレバーをＲ（バック）から解除すると、ドアミラー鏡面は通常の角度
に戻ります。

※ナビ画面はイメージ（ハメコミ合成）です。自車の車体の映りこみ、画質、マーカーや注意文など画面表示の内容・有無は、ナビや車種により異なります。※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。 ※カメラ位置の関係で、アングルは完全な真後ろ正面ではありません。※車両進行方向ガイド機能はありません。

●純正ボディーカバー【p8】以外のボディカバーや、洗車機を使う時は
　ポールを外してください。
●ポールを外した際はキャップ（別売）を装着できます。

フェンダーコントロール（固定式） ¥16,800
左前方の障害物との距離がつかみやすく、縦列駐車もスムース。
スモールランプと連動して光るので、夜間の駐車にも便利です。

キャップ ¥525

消灯時

PHOTO：コーナーセンサー（フロント2コーナー）装着車

PHOTO：ステラ点灯時
〈フェンダーコントロール装着車〉
H4447KG003［¥500］

感

知
範囲約

130°

画角
  水平約120°
（垂直約90°）

感知長
約60cm

DRIVE ASSIST P A C K A G E

DRIVE SAFE P A C K A G E

〈ディーラーＯＰナビ装着車〉 
H0017F1300［¥13,500＋ ¥7,000］＋カメラケース H0017F1250##［¥2,000］



8 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。 9

■イメージ写真装着アイテム（1.3 i -S）■

ベースキット

パナソニックSDストラーダ

メタル調パネル

オーバーヘッドコンソール

アシュトレー（ビルトインタイプ）

シートカバー

PHOTO：15インチ（14インチはデザインが異なります）

簡易消火具
フロントフードの隙間から
も消火が可能。粉末、泡な
どの消火剤を使っていな
いので清掃も容易です。

ホルダー

炭酸ガスボンベ

ガラス破砕先端部

シートベルトカッター

〈全車〉 M0077YA050［￥5,500＋　¥500］

２ステップで操作できる簡易消火具に、緊急時の
脱出をサポートするシートベルト切断用カッターと、
ドアウインドゥ破砕用ハンマー機能を装着。いざと
いうとき心強い３つの機能を、コンパクトに集約
した車載ツールです。なお、取付位置は運転席側
ドアポケット後方に横置きです。

消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）
￥6,300

1.3i-Sに標準装備のルーフスポイラーを  
1.3i、1.3i-Lにも装着可能。

純正ならではのスマートなデザインバランスで走る。

ルーフスポイラー ￥37,800 

１７５/６５Ｒ１４インチタイヤ用：B3177F1000[￥ 7,000]
１８５/５５Ｒ１５インチタイヤ用：B3177F1010 [￥16,800]
＊冬用タイヤには装着できない場合があります。
＊ホイールに傷が付くことがありますので注意してご使用ください。

plus

LIVING

〈全車〉H0017F1100［¥25,000＋ ￥6,000］

セキュリティアラーム（侵入センサー付） ￥32,550 
キーレスアクセスのリモコン以外でドアを開けられたり、ガラスが割られる
等で大きな音を感知すると、車両のホーンを鳴らして警告。標準装備の
イモビライザーとともに防犯性を高めます。

ボディカバー（防炎タイプ）　￥13,650
専用デザインでボディにぴったりフィットする純正ボディカバー。
（財）日本防炎協会認定の生地を使用しています。

タイヤチェーン  
14インチ ¥7,350／15インチ ¥17,640

〈全車〉
運転席 H6577F1000 ［¥3,000］、
助手席 H6577F1010［¥4,200］、
リヤ H6577F1100［¥2,300］

ウインターブレード 
運転席 ￥3,150／
助手席 ￥4,410／リヤ ￥2,415

ウインタースポーツを、信頼の純正クオリティで楽しむ。
降雪時も安心の冬用ワイパーと、
確実にフィッティングするタイヤチェーン。

〈全車＊1.3i-Sには標準装備〉E7217F1000##［¥30,000＋　 ￥6,000］
＊＃＃（カラーコード）【p4】はボディ色に合わせてお選びください。

〈全車〉M0017F1000［¥13,000］
＊フェンダーコントロール（固定式）【p7】のポールを外すことなく
  使用可能です。



①メタル調パネル・レジスターセット  ￥19,110
〈全車〉J1317F1000［¥17,000＋　￥1,200］ ＊ドアミラーに映り込んで見える事があります。

②メタル調パネル・パワーウインドゥスイッチセット  ￥25,620 
〈全車〉J1317F1010［¥22,000＋　￥2,400］

ハーフカバー　￥9,450

個性的なインテリアデザインを、
フィッティングとデザインバランスに優れた
メタリックな質感のパネルが引きたてる。

ISO FIX
アンカーバー

テザーアンカー

テザーベルト

ISO FIXベースシート

ISO FIXチャイルドシートテザーアンカー対応
（前向き/後向き装着に対応）：
ISO FIX対応に加え、
テザーベルトとテザーアンカーが
チャイルドシート上部をしっかり固定。
衝突時の2次的な揺れや
衝撃をやわらげます。

〈全車〉 
F4107YA050［¥4,500］

スバル純正ISO FIX
チャイルドシートを
装着する際に必要です。
スバル純正
ISO FIXベースシート
（テザーアンカー対応）
￥15,750

〈全車〉F4107YA031［¥15,000］
＊装着できるのはスバル純正
　ISO FIXチャイルドシートのみです。

10 11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。

PHOTO：1.3i-S ツインフットランプ、パナソニックSDストラーダ、ベースキット装着車

①①

②
②

②リヤ用

ツインフットランプ フロント＆リヤ  ￥16,800
〈全車〉H7017F1000［¥10,000＋　￥6,000］ ＊写真の色、照明は実際と異なる場合があります。

シートカバー  ￥26,250
〈全車〉F4117F1000 ［￥22,000＋　￥3,000］  ＊難燃対応

シックな風合いのシートカバーと、フォーマルなハーフカバー。
シート生地を保護する効果もあり、サイドエアバッグ装着車にも対応。

トレーマットセット（ラバー）  
￥14,700
〈全車〉J5017F1020 ［￥13,500＋　￥500］  
＊一台分4枚セット ＊他のマット類と共着不可

マリンスポーツもウィンタースポーツも自在に楽しむ。
雪国でも欠かせない防水マット。

〈全車〉F4117F1010［¥7,800＋　 ￥1,200］  ＊難燃対応

ILLUST：前向き装着時

ISO FIX対応：
車体側のアンカーバーと直接連結された
スバル純正ISO FIXベースシートに、スバル
純正ISO FIXチャイルドシートを機械的に
固定。クルマやお子様の動きでチャイルド
シートがズレにくく、着脱もスムースです。

PHOTO：前向き装着時

前後席の足もとを
ブルーLEDとアンバーのカクテル照明で照らし、
夜の乗り降りにも便利。ドアを開けると点灯し、
閉じると約10秒後に消灯する残照式です。

CHILD SEAT DEX用チャイルドシートは、常に新しい安全技術の
開発を目指す、乗員拘束装置メーカー「タカタ」製です。

※チャイルドシートの装着については、取扱説明書をご参照ください。

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

お子様の体がぐらつかないように、胸、腰をしっかりサポート。新生児～4歳頃まで使えます。通気性のいい
シートは、いつでも清潔・快適にお使いいただけます。
スバル純正ISO FIXチャイルドシート（テザーアンカー対応） ￥38,640

スバル純正ISO FIXチャイ
ルドシートを後向きで装
着する場合に使用。新生児
から９ヶ月頃までの乳児
も快適にサポートするクッ
ションです。
ネストクッション  
￥4,725

〈全車〉 F4107YA026［¥36,800］  ＊ご使用にはスバル純正ISO FIXベースシートが必要です。

シートベルトで固定できるユニバーサル・チャイルドシート。
より大きなお子様に対応するジュニアシートも用意しています。UNIVERSAL

国際標準化機構（ISO）準拠の固定方式を採用した、SUBARU純正ISO FIXチャイルドシート。
車両側に固定された専用ベースシートにチャイルドシートをしっかり装着でき、簡単に着脱できることが誤装着の防止にもつながります。ISO FIX

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可 
●ピローは外して使用

大きなお子様にも対応する、
サポートグリップ＆６段バックレスト
調整のジュニアシート。
側面衝突にも配慮した形状で、
収納や持ち運びに便利な
折りたたみ機構も
採用しています。
ジュニアシート　
¥26,250

シートベルトで後向きに固定
●リヤ左右席に装着可 
●インナークッション（付属）を使用

〈全車〉 
F4107YA320
［¥25,000］

〈全車〉 F4107YA310［¥36,000］ ＊インナークッション付属

シートベルトで簡単・確実に固定するために、様々な工夫を凝らした
ユニバーサル・チャイルドシート。側面衝突にも配慮した形状に加え、
乳幼児をしっかりサポートするインナークッションが付属し、
後向き取付け時の安定性も確保。お子様の成長に合わせて長期間の
使用が可能です。小型軽量バックル付き。
チャイルドシート　¥37,800

使用可能体重
参考身長 参考年齢

９kg
70cm 9ヶ月

９kg
70cm 9ヶ月

15kg
95cm 3歳

18kg
100cm 4歳

使用可能体重
参考身長 参考年齢

18kg
100cm 4歳

36kg
150cm12歳

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可

ベースシート&テザーベルトで後向きに固定
●リヤ左右席に装着可 
●ネストクッション（別売）を使用
●ピローは外します

ベースシート＆テザーベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可
●ピローは外します

小さなお子様をしっかり快適にサポートするために。
チャイルドシート後向き装着時に使用するインナークッション。
ユニバーサル・チャイルドシートに標準で付属しています。



〈全車〉F6017F1000［¥1,400＋　 ￥1,000］
＊標準装備のコインボックスと交換取付

〈全車〉J2017F1000［¥6,500＋　￥1,000］
＊フロントコンソールボックス助手席側に穴開け加工が必要です。

いつもすがすがしい空気を。花粉やホコリを効果的に除去し、脱臭機能も備えたエアコンフィルター。

エアクリーンフィルター  ￥5,775
〈全車〉G3015F1000［¥5,500］
＊標準装備のクリーンエアフィルターと交換取付
＊走行条件にもよりますが12ヶ月を目安に交換をおすすめします。

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。12 13

収納スペースの追加やラゲッジの防水など、荷物の積みやすさを追求。
毎日のカーライフからアウトドアまで役に立つ、おすすめパッケージです。

UTILITY P A C K A G E
オーバーヘッドコンソール カーゴトレーマット クリーンボックス＋ ＋

単品合計価格 ¥45,675 → 

パッケージ価格 ¥42,000
〈全車〉P0017F1620［¥35,000＋   ￥5,000］ 

オーバーヘッドコンソール  ￥27,300
〈全車〉J2017F1010［¥22,000＋　 ￥4,000］
＊ルーフトリムに穴あけ加工が必要です。
＊標準装備のフロントマップランプは使用できなくなります。
＊長さ652×幅278×高さ104mm ＊耐荷重500g
＊ティッシュボックスはスリムケース（55mm）まで収納可。

コンパクトなキャビンを使いこなす。
みんなで使うものを入れておける便利な大容量コンソール。

濡れた物も気がねなく積みこめる、カーゴルームの防水トレー。

カーゴトレーマット ￥10,500
〈全車〉J5017F1010 ［¥10,000］
＊リヤシートスライド時にカーゴトレーマットがずれる事があります。

助手席足もとの多目的ボックス。ゴミ捨て等にも便利な着脱式。

クリーンボックス ￥7,875

インパネにスマートにビルトイン収納できる灰皿。

アシュトレー（ビルトインタイプ）  ￥2,520 

plus

NAVI & AUDIO

■イメージ写真装着アイテム（1.3 i -S）■

ベースキット

パナソニックSDストラーダ

 メタル調パネル

アシュトレー（ビルトインタイプ）

シートカバー



PHOTO：レガシィ

■H6249K1500［¥16,500＋　¥3,000］  ●エスカッション H0017F1920［¥300］  ●1DINポケット H0017F1910［¥1,500］  ●タッピングスクリュー H0017F1902［¥200/4個セット］

照明付のアナログAUX端子、ダイヤル選曲など、シンプルで使いやすいCDプレーヤー。

SUBARU純正ナビ＆オーディオ

1年間2万km保証

大切なナビ＆オーディオを守る、防犯用ロックボルト。
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ナビは別売取付品に含まれます。
　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。
　事後装着に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。
※盗難補償は付帯しておりません。

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

■H0012AJ004FF［¥249,000＋ ¥15,000］ ●ナビ変換ハーネス H0012F1900［¥12,000］ ●エスカッション H0017F1920［¥300］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］ 

パナソニックHDDストラーダ
￥277,200 ＋ 別売取付品 ￥16,065 ◆RH◆LH

自分にあわせてチューン、みんなとネットワーク。誰もが使いこなせる熟成の高機能ナビ。

※インパネ上面への取付けとなります。

■H0012AJ200［¥14,000＋　¥4,000］
●コードETC（ナビと連動しない場合は不要）H0012AJ950［¥3,620］

ETCキット（音声ガイド） ￥22,701◆RH 
パナソニックナビと連動可（HDDストラーダのみ）

VICS光・電波ビーコン ￥30,450◆LH 
パナソニックナビ用

■H0012AG201［¥26,000＋　¥3,000］

ETCキット（音声ガイド） ￥18,060◆RH 
単独装着用

■H5012AJ001［¥13,200＋　¥4,000］

スピーカー２個セット（ハイグレード） 
￥24,675＊
■H6318F1000 ［￥20,000＋    ￥3,500］

スピーカー２個セット（スタンダード）
￥14,175＊
■H6318F1020 ［￥10,000＋    ￥3,500］

リモコン（オプション） 
￥4,200
■H0012AJ900［¥4,000］

ケンウッド 1ＤＩＮ CDレシーバー  
￥20,475 ＋ 別売取付品 ￥2,100

■H0012AJ005FF［¥169,000＋ ¥14,000］ ●ナビ変換ハーネス H0012F1900［¥12,000］ ●エスカッション H0017F1920［¥300］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］ 

＊1：2012年2月末日までにユーザー登録された方に、2012/2013年度版いずれかの地図データを提供します（ダウンロード方式を予定）。＊2：本体地図SD（8GB）とは別に、本体録音SD（8GBカード付属）を使用。
＊3：VICS FM多重には標準対応。 ※iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等への適応条件は、パナソニック製ナビ CN-MW250D と共通です。

＊1：2011年10月末日までにユーザー登録された方に、2012/2013年度版いずれかの地図データDVD・SDカードを後日お送りします。 ＊2：VICS FM多重には標準対応。
※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等への適応条件は、パナソニック製ナビ CN-HW890D と共通です。

SUBARU純正ナビ＆オーディオ

３年間６万km保証

パナソニックＳDストラーダ  
￥192,150 ＋ 別売取付品 ￥16,065 ◆RH◆LH

ストラーダの高機能を、ＳＤナビで軽快オペレート。フルセグ、本体ＳＤ録音、そしてエコ機能も充実。

SUBARU純正ナビ＆オーディオ

３年間６万km保証

14 15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。
◆RH 印の商品をサイドエアバッグ付車に装着する場合 クリップRH H0017F1900 ¥525［¥500］が別途必要。ただし◆RH 印の商品を同時作業で複数装着する場合、２個目以降は不要です。
◆LH 印の商品をサイドエアバッグ付車に装着する場合 クリップLH H0017F1901 ¥525［¥500］が別途必要。ただし◆LH 印の商品を同時作業で複数装着する場合、２個目以降は不要です。

NAVI & AUDIO

※本体はコンソール運転席右下のポケットに、アンテナはフロントガラス上部に取付けます。
※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。

ナビ/オーディオ標準装備 オプション【右ページおよびp6参照】

地図データ更新地図データ更新

1回分付回分付
地図データ更新

1回分付
＊1

＊スピーカー２個セットをフロントドアに取付ける場合、インストルメントパネルに標準装備のフロントツイーターは機能しなくなります。同時に、フロントドア取付用のスピーカー取付キット H6318F1500 ￥4,725［¥4,500］が別途必要になります。

50W×4

本体ＳＤ
8+8GB

QＶＧＡ
7型モニター

オープニング
SUBARU画面

タッチ
パネル

VICS
光・電波ビーコン

ネット連動
スポット探索

リヤビュー
カメラ

フルセグ
4アンテナ AM/FM USB

オーディオ
iPod

オーディオ
DVDビデオ
-R/RW

DVD-VR
地デジ番組

ＳＤビデオ
～32ＧＢ

＊3

50W×4

本体ＨＤＤ
60GB

高画質ＶＧＡ
7型モニター

オープニング
SUBARU画面

タッチ
パネル リモコン Bluetooth

ハンズフリー電話
ナビ連動
ETC

VICS
光・電波ビーコン

ネット連動
スポット探索

リヤビュー
カメラ

フルセグ
4アンテナ AM/FM Bluetooth

オーディオ
iPod

オーディオ
DVDビデオ
-R/RW

DVD-VR
地デジ番組

ＳＤオーディオ
～32ＧＢ

本体HDD録音
CD・SD

デジタル
音響演出

＊2

AM/FM CD
-R/RW

アナログ音声
入力端子 50W×4

デジタル
音響演出

本体SD録音
CD ＊2

＊2

＊1
地図データ更新地図データ更新

1回分付回分付
地図データ更新

1回分付

※地図データ日付はwww.subaru.jp/accessory のナビページをご覧ください。 ※地図データ更新、ネット連動スポット探索は、ナビメーカー各社の運営となります。 ※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。
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