
注文番号：b0111510www . s u b a r u . j p

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2013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・オーディオ等の操作をしないでください。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。●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に対応するナビは、それらの機能を利用するためにBluetooth®対応携帯電話やネット環境、パソコン、それらの通信料等が必要
になる場合があります。●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。●ハメコミ画面はイメージです。●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。

富士重工業株式会社
〒160-8316  東京都新宿区西新宿1-7-2
スバル部品用品本部 国内部品部（2013.12）

SUBARU純正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。

使用可能体重
参考身長 参考年齢

９ kg
70cm 9ヶ月

13  kg
85cm １歳半

15 kg
100cm 3歳

18kg
100cm 4歳

36 kg
150cm 12歳

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 ●ヘッドレストは外します

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可 ●ヘッドレストは外します

ISO FIXベビーシート　¥36,750
〈全車〉 F4107YA070 ［¥35,000］

ISO FIXチャイルドシート　
¥57,750
〈全車〉 F4107YA080 ［¥55,000］

お子様の体格に合わせて、チャイルドシートを固定したまま
リクライニングできるISO FIXチャイルドシート。
側面衝突にも配慮した形状を採用し、
便利なマグネット付小型バックルも装備しています。

乳幼児専用設計により、ハンドキャリーもしやすい小型・軽量デザインを
実現したISO FIXベビーシート。側面衝突にも配慮した形状を採用し、
便利なマグネット付小型バックル、ショルダーアジャスターも
装備しています。

チャイルドシート 
¥37,800
〈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。

7kg未満の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。

シートベルトで後向きに固定
●リヤ左右席に装着可 ●7kg未満は付属のインナークッション使用

シートベルトで固定でき、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。

※ご使用にあたっては取扱説明書をご参照ください。

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ベースシートを
使った装着イメージ。
チャイルドシートをより確実にサポートする
テザーベルトにも対応しています。

ロゴから縁取りまで、SUBARU専用デザインの純正チャイルドシート。
乳幼児から大きなお子様まで対応し、ISO FIX／ユニバーサルとスタイルに合わせて選べるラインアップです。

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

スバル純正ISO FIX ベースシート（テザーアンカー対応）
￥36,750
〈全車〉 F4107YA090 ［¥35,000］

SUBARU純正ISO FIX ベビーシート/チャイルドシートの装着に必要なベースシート。
簡単・確実に着脱できる設計です。

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

消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付） 
￥6,300
〈全車〉M0077YA050［¥5,500＋　￥500］簡易消火具

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。

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。

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可 ●ヘッドレストは外します

ジュニアシート  ¥33,600
〈全車〉 F4107YA350［¥32,000］

成長期のお子様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。
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。

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 ●ヘッドレストは外します

SUBARU純正用品の保証期間は、スバル特約店／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）。

消耗品など
一部商品を除く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

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”

SAAアイテムは、他にも豊富に揃えています。  www.e-saa.co.jp

※SAA（SUBARU AUTO ACCESSORIES）は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）が取り扱う商品です。
　取り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。
　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。

SAA

ナビ液晶保護フィルム
（ハードコート/ブルーライトカット） ¥2,625/¥3,675
〈ディーラーOPナビ用（ケンウッド/クラリオンナビを除く）〉
 SAA3220090/080［¥2,000/¥3,000＋　¥500］
 ※機種により若干隙間があく場合があります。

エマージェンシーサポートキット  ￥18,690
〈全車〉SAA1020010［¥17,800］

PHOTO：ブルーライトカット

ユニークなオリジナルグッズが続々登場！

あなたの「あったらいいな」を募集中。SUBARUオンラインショップの新商品アイデア投稿フォームをご利用ください。

www.subaruonline.jpSUBARUオンラインショップ

2013.12～

N A V I & A U D I O
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ウッド調パネルセット  ￥57,960　
〈全車〉J1357T1000［¥51,000＋　￥4,200］

後席パワーウィンドゥ
スイッチ部

LEDフロアイルミネーション  ￥18,900 (前席のみは ￥12,285）
〈全車〉H7057T1010［¥12,000＋　￥6,000］（前席のみは H7057T1000［¥8,700＋　￥3,000］

車内や荷物のプライバシー保護や日焼け防止、仮眠時にも便利。

カーテン  ￥33,600
〈全車〉F5257T2000［¥28,000＋　￥4,000］

＊スライドドア左右・リヤクォーター左右・リヤゲートガラス

ディアスワゴンの広さを、みんなの楽しさに。
仕立てのいい快適便利インテリア。

カーライフのマストアイテムがスタイリッシュに揃う、お得なベースキット。

スタイリッシュでユースフル。それぞれに機能性も備えた、ディアスワゴンのためのエクステリア。

イグニッションキー照明  ￥8,400 
〈全車〉H7057T1100［¥5,000＋　￥3,000］
＊バルブ部は消耗品のため純正保証対象外。

ピラースポットランプ  
￥13,125
〈全車〉
H4657T2020［¥9,000＋　￥3,500］

ナンバープレートベース
（1枚）  
￥2,100
〈全車〉J1047K1300［¥2,000］
＊字光式ナンバーと共着不可。

ドアバイザー ワイド（1台分） ￥19,950
〈全車〉E3657T1000［¥16,000＋　¥3,000］

トレーマット フロント  ￥8,925
〈全車〉J5057T2245［¥8,000＋　￥500］
＊他のマット類と共着不可。

ドアバイザー レギュラー（1台分） 
￥14,175
〈全車〉F0057T2000［¥10,500＋　￥3,000］

ナンバープレートロック
（1台分4個セット＋専用工具） 
￥3,675
〈全車〉J1077YA001［¥3,500］ 
＊字光式ナンバーと共着不可。

シートエプロン  ￥10,500 
〈全車〉F4117F2300［¥10,000］
＊洗濯はできません。 ＊フロント１脚分

シートカバー　￥26,250/1台分
〈全車〉F4157T1020[￥22,000＋   ￥3,000]
＊洗濯はできません。

 

PHOTO：RS Limited ウッド調パネルセット、シートカバー、クラリオンSDナビ、ベースキット装着車PHOTO：RS Limited ウッド調パネルセット、シートカバー、クラリオンSDナビ、ベースキット装着車
写真は撮影用に点灯しています。 ＊各パネルは交換タイプ。写真は撮影用に点灯しています。 ＊各パネルは交換タイプ。

PHOTO：RS Limited ウッド調パネルセット、シートカバー、クラリオンSDナビ、ベースキット装着車
写真は撮影用に点灯しています。 ＊各パネルは交換タイプ。

もっといいディアスワゴンになる。

ドア開閉時に、
塗装面と爪の接触をやわらげます。

メッキアウターハンドル
ガーニッシュ（１台分4個セット）　
￥16,800
〈全車〉J1057T1000［¥14,000＋　￥2,000］
＊ドアエッジモールと共着不可

フォグランプキット 
￥39,375
〈LS〉H4558T1200［￥34,000＋　￥3,500］
＊H8・35W
＊SUBARU純正保証は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
 （バルブ部は消耗品のため対象外）。

スモークスクリーンキット  ￥42,000
〈RS Limitedを除く〉F5057T2010［￥30,000＋　￥10,000]
＊UV（紫外線）約99％カット、IR（赤外線）約52％カット。
＊スライドドア左右・リヤクォーター左右・リヤゲートガラス

ドアエッジモール  ￥3,360/1セット（2本）
〈全車〉ホワイト：F0077YA000、
シルバー：F0077YA001、ブラック：F0077YA003、
レッドマイカ：F0077YA004、ブルー：F0077YA006
［¥2,200＋　￥1,000］
＊メッキアウターハンドルガーニッシュと共着不可
＊樹脂製 
＊ボディ同色ではありません。
＊１台分は2セット（４本）必要です。

フロアカーペット
（ベージュ） 品番［税込価格＋工賃］ナンバープレート

ベース（2枚）
ドアバイザー

レギュラー ワイド

ディアスワゴン

●
●
●
●

ナンバープレート
ロック

●
●
●
●

●
●

●
●

P0057T1050［¥25,500＋　￥3,500］
P0057T1051［¥28,000＋　￥3,500］
P0057T1060［¥30,000＋　￥3,500］
P0057T1061［¥32,500＋　￥3,500］

単品合計価格

¥33,600  
¥36,750  
¥39,375  
¥42,525  

キット価格

¥30,450  
¥33,075  
¥35,175  
¥37,800  

●
　
●

ラバーマット

●

●

ベースキット

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。 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。

ナンバーのエッジを優しくガードし、
スタイリングも引き締めます。
盗難防止ボルトも用意。

車内をサッと換気できるドアバイザー。
お手頃なレギュラーと、
より直射日光をやわらげるワイドが選べます。

シート本体の保護にもなる撥水カバー。
乗降の多い前席には、防水性をより高め１脚分から購入できるシートエプロンも用意しました。

手もとをしっかり照らせて地図等も見やすい、
運転席の角度調整式3連LEDスポットランプ。

暗がりで見えにくいフロアやキーシリンダーを、ドアを開けると自動で照明。
ドアを閉めてもしばらく照らし続け、乗降時の確認がしっかりできます。

ウィンタースポーツに欠かせない、
水がこぼれにくい縁付き防水マット。
ラバーマット リヤも共着できます。

直射日光や後続車のライトをやわらげ、
プライバシーも保護。
お肌を守り室度上昇も抑える
UV&IR カットです。

ラバーマット フロント ￥6,825／リヤ ￥4,725
〈全車〉フロント：J5057T2201［¥6,000＋　￥500］

リヤ：J5057T2220［¥4,500］ 
＊他のマット類と共着不可。＊後席格納時は後席のマットを外します。

＊フロントとリヤの柄は若干異なります。

写真はサンバー

ドアを開けて、何かにぶつけた時もやさしくガード。

ACCESSORIES / NAVI & AUDIO

Exterior

Interior

Base kit

フットワークのいいコンパクトボディに、

贅沢な広さと、破格の収納スペース。

軽ワンボックスならではの、快適便利な趣味生活のために、

ラインナップを一新したディアスワゴン純正アクセサリー。

カーゴアイテムやアウトドアツールを充実させて、

多様化するレジャースタイルに全身で応えます。

フロアカーペット（ベージュ）（１台分） ￥14,700
〈全車〉J5057T1150［¥13,500＋　￥500］
＊他のマット類と共着不可。＊後席格納時は後席のフロアカーペットを外します。
＊運転席ヒールパッド付。

シティユースに最適なフロアカーペットはオリジナル柄を採用。
釣りやマリンスポーツにも対応するラバーマットは、
フロアにぴったりの形状でしっかり防水します。
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Bluetooth
対応！

スマートフォン
連携！

CD-Rにも
対応！

シンメトリカル
デザイン！
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軽快なフットワークを支える、安心の純正ドライブアシスト・ラインナップ。

新しいタウンスポットから、未知のアウトドアフィールドまで。
多彩な趣味生活をナビゲート。

※ナビ等の移設作業を記載の標準工賃で行うことはできません。 ※地図データ日付はナビ＆オーディオ総合カタログをご覧ください。 
※地図データ更新、ネット連動スポット探索、プローブ渋滞情報は、ナビメーカー各社の運営となります。各種サービスにはパソコンやネット環境が必要です。 ※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。

シャープな描画、クイックな動作。ダウンロード動画対応やiPhoneコントロールにも磨きをかけた高感度インターフェイス。

■H0049K3003TT［￥113,000＋　￥15,000］
●ナビ取付キット H0048T1950［￥4,200］ ●ワイヤーナビゲーション 08668K9000［￥1,000］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］

7型ワイド
VGA＋LED

オープニング
SUBARU画面

タッチ
パネル

AM/FM DVDビデオ
-R/RW

ＵＳＢ
ビデオ

本体SSD
8GB

DVD-VR
地デジ番組

高画質VGA＋LED液晶に、大きな日本語と判りやすい表示。誰でも、すぐ使えるという価値を磨きあげたワンセグナビ。

■H0043K3001TT［￥84,000＋　￥9,000］
●ナビ取付キット H0048T1950［¥4,200］ ●ワイヤーナビゲーション 08668K9000［¥1,000］

7型ワイド
VGA＋LED

オープニング
SUBARU画面

タッチ
パネル

VICS
ＦＭ多重VICS

ＦＭ多重

ネット連動
スポット探索 ワンセグ AM/FM 48W×4

50W×4

本体ＳＤ
8GB

＊2CD
-R/RW

＊1iPod
オーディオ

＊1USB
オーディオ

SDビデオ
～32GB

iPod
ビデオ

＊2

ナビ連動
ETC

VICS
ＦＭ多重

ケンウッドSSDナビ ￥１34,400 ＋ 別売取付品 ￥7,035

イクリプスSDナビ  ￥97,650 ＋ 別売取付品 ￥5,460

さらに洗練された革新のノータッチ操作「エアージェスチャー」。独自の操作性やAV機能を磨いてきた人気モデル。

■H0018SG000TT［¥140,000＋　¥15,000］
●ナビ取付キット H0048T1951［¥4,000］ ●ワイヤーナビゲーション 08668K9000［¥1,000］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］ 

タッチ
パネル

Bluetooth
ハンズフリー電話

ナビ連動
ETC

プローブ
渋滞情報

ネット連動
スポット探索

AM/FM ＵＳＢ
オーディオ

SDビデオ
～32GB

DVDビデオ
-R/RW

DVD-VR
地デジ番組

デジタル
音響演出 50W×4

本体メモリー
16GB

アナログ
映像入力

Bluetooth
オーディオ

カロッツェリア楽ナビ（ワイド）  ￥162,750 ＋ 別売取付品 ￥6,825

最新のAV対応力と多彩なアプリ。スマートフォン感覚で使える新世代エントリーモデル。

■H0041K3002TT［¥79,000＋　¥9,000］ 
●ナビ取付キット H0048T1950［¥4,200］ ●ワイヤーナビゲーション 08668K9000［¥1,000］

7型ワイド
VGA＋LED

クラリオンSDナビ￥92,400 ＋ 別売取付品 ￥5,460

＊1：ご購入時期に関わらず、地図データ無料更新の期間は2016年10月までとなります。WindowsPC＆ネット環境と取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。 ＊2：CD本体録音には市販SDHCカード（32GBまで）が必要です。 ＊3：ディアスワゴンにはカロッツェリアVICS光・
電波ビーコンは装着できません。 ＊4：VTR接続ケーブル H0048K3910 ¥2,625［￥2,500］と ミニジャック延長ケーブル（iPod用USB変換ケーブル H0018AJ920【＊5】には付属）H0018AJ922 ¥3,150［￥2,000＋　¥1,000］が別途必要です。 
＊5：iPodオーディオ・ビデオを使うには iPod用USB変換ケーブル H0018AJ920 ￥4,725［￥3,500＋　￥1,000］が、USBを同時に接続するには USB接続ケーブル H0018AJ921 ￥4,200［￥3,000＋　￥1,000］が別途必要です。
※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等への適応条件は、カロッツェリア製ナビ AVIC-MRZ099W と共通です。

＊4

＊2

＊1：：ディアスワゴンにはケンウッドVICS光・電波ビーコンは装着できません。 ＊2：iPodオーディオ・ビデオを使うには iPod接続ケーブル（ビデオ）H0049K3900 ¥3,675［￥2,500＋　￥1,000］が、iPodオーディオのみ使うには iPodケーブル（オーディオ）
H0049KJ903 ¥2,100［￥2,000］が別途必要です。 ＊3：CD本体録音には市販SDHCカード（32GBまで）が必要です。 ※iPod、携帯電話、パソコン、AVデータ形式等への適応条件は、ケンウッド製ナビ MDV-L500 と共通です。

＊1：USBを使うには USB接続ケーブル H0013YC912 ￥3,150［￥2,000＋　￥1,000］が、iPodを使うにはさらに iPod接続ケーブル H0043KJ901 ￥3,150［￥3,000］が別途必要です。
＊2：CD-R/RWは市販音楽CDから記録されファイナライズされた物を使用可。MP3等には非対応。
※ケータイリンクはモクテキチネットのみ。助手席リモコン、Pic-CLIP、FLIP MOBILEには対応していません。 
※iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等の適応条件は、イクリプス製ナビ AVN112M と共通です。

ETCキット（音声ガイド） 
￥23,625
ケンウッドナビと連動専用
■H5012AJ003［¥17,000＋　¥4,000］
●拡張ケーブル H0049KJ902［¥1,500］

料金所もノンストップ＆キャッシュレス。 料金表示など便利な、純正ナビ連動ＥＴＣを用意しています。

ETCキット（音声ガイド） ￥17,745＊
単独装着用
■H5012AJ004［¥12,900＋　¥4,000］
＊ETC接続コードB ¥1,575［¥1,500］H0077YA140 
  が別途必要（カロッツェリア/ケンウッド/クラリオンナビ、
  ケンウッドオーディオ装着車は不要）。

ETCキット（音声ガイド） ￥17,745＊
カロッツェリアナビと連動可
■H0014AJ210［¥12,900＋　￥4,000］
＊ナビと連動する場合は ETC接続コード ¥5,250［¥5,000］H0018AJ950 が別途必要。
＊ETC接続コードB ¥1,575［¥1,500］H0077YA140 が別途必要
（カロッツェリア/ケンウッド/クラリオンナビ、ケンウッドオーディオ装着車は不要）。

iPod
ビデオ

＊5フルセグ
4アンテナ

フルセグ
4アンテナ

ネット連動
スポット探索

＊3

本体SD録音
CD ＊2

デジタル
音響演出

本体SD録音
CD ＊3

ナビ/オーディオ標準装備 オプション

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

50W×4アナログ
音声入力AM/FM CD

-R/RW

ミツビシ 1DIN CDレシーバー  ￥16,590 ＋ 別売取付品 ￥3,150  

■H6244K3501［￥12,800＋　￥3,000］ 
●オーディオ取付キット H0048T1952［￥1,500］ ●1DINポケット H6248K1910［￥1,500］

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。 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。

アナログ
音声入力AM/FM USB

オーディオ
CD
-R/RW 50W×4iPod

オーディオ

＊1

■H6219AJ580［￥19,000＋　￥3,000］ ●オーディオ取付キット H0048T1952［￥1,500］ 
●1DINポケット H6248K1910［￥1,500］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］
※エアコンの風向きや風量によって送風が本体マイクに干渉し、ハンズフリー通話が困難になる場合があります。 

■H6219AJ590［￥14,000＋　￥3,000］ ●オーディオ取付キット H0048T1952［￥1,500］ 
●1DINポケット H6248K1910［￥1,500］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］ 

■H6241K3500［￥25,000＋　￥3,000］ ●オーディオ取付キット H0048T1952［￥1,500］

アナログ
音声入力AM/FM USB

オーディオ
CD
-R/RW 50W×4iPod

オーディオ

ケンウッド 1DIN BT/USB/CDレシーバー  ￥23,100 ＋ 別売取付品 ￥4,725

＊1：iPodケーブル H0049KJ903 ￥2,100［￥2,000］が別途必要。 ※前面USBスロットは安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,100［￥2,000］でお使いください。

ケンウッド 1DIN USB/CDレシーバー  ￥17,850 ＋ 別売取付品 ￥4,725 クラリオン 2DIN USB/CDレシーバー  
￥29,400 ＋ 別売取付品 ￥1,575

＊1：フロントVTR接続ケーブル H0041K3920 ￥2,100［￥2,000］が別途必要です。 ＊2：iPodオーディオには標準対応。iPodビデオを使うには iPodケーブル H0011AJ902［￥9,000＋　￥1,000］と、VTRコード H0011SA912［￥2,000］計¥12,600が別途必
要。HDMI端子搭載/HDMI変換ケーブル対応のAndroid用に、HDMIマイクロケーブル H0041K3900￥4,200［￥3,000＋　￥1,000］/ MHLケーブル H0041K3910 ￥4,200［￥3,000＋　￥1,000］もご用意しています。
※スマートアクセス（iPhone5未対応）には【＊2】の各種接続ケーブルが必要です。 ※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等への適応条件は、クラリオン製ナビ NX513 と共通です。

ワンタッチチェーン ￥12,810
〈全車〉B3177T2020［¥12,200］
＊165/65R13用。
※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。
※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事があります。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

ドアミラーオートシステム  
￥16,800
〈全車〉 
H2757T1000［¥12,000＋　￥4,000］

ボディカバー
￥18,900
〈全車〉 
M0057T1000［¥18,000］
＊リアアンダーミラー、
　システムキャリアベース、
　ルーフキャリアと共着不可。
＊SUBARU純正保証は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。

ウィンターブレード
運転席 ￥3,150／
助手席 ￥2,310／
リヤ ￥2,625
〈全車〉
運転席：H6552T1001［¥3,000］
助手席：H6552T1011［¥2,200］
リヤ：H6577T1100［¥2,500］
＊消耗品のためSUBARU純正保証は
   ありません。

ナビ＆オーディオ取付け時に使用。付属の専用キーが無いと外すのが困難です。
ナビゲーションロックボルト  ￥3,150  H0077YA000［¥3,000］
※ロックボルト２個、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。

リモコンエンジンスターター　¥49,350
●暖機運転時間は調整可（ターボタイマーではありません）
●約10日間クルマを使わないと、機能を停止しバッテリーを保護します
●無人暴走の防止に配慮したセーフティー機能付

〈全車〉H0057T1000［¥40,000＋   ¥7,000］
＊販売店でのセッティングが必要です。 
＊単方向タイプ
※リモコンエンジンスターターでエンジン作動中は
　リモコンキー等の作動範囲が狭くなることがあります。
※リモコンエンジンスターターの使用にあたっては、
　各自治体の条例等を遵守してください。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。 

※本体はヒーターコントロールパネル左側に、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。

ドアミラーで後方確認しながら降りて、
外からドアロックするとミラーを格納。
リモコンドアロックの作動確認にもなります。

リヤアンダーミラー  
￥10,500
〈全車〉
J2757T1001［¥7,500＋　￥2,500］
＊ボディカバーと共着不可

死角になりがちなリヤ下方をミラーで確認。
駐車や狭い道でのバックも安心です。

乗る前にエンジン＆エアコンをかけておけるから、
快適温度で乗車できます。

手軽に使えて大きな安心。
車両の持ちさりを防ぐ、アルミホイール車用のカーロック。

純正だから、気になるスキ間や
バタつきもなくジャストフィット。

着脱もしやすい
信頼の純正チェーン。

ワイパーの凍結を防ぎ、
降雪時もスムースに動く
グラファイトコーティング。

誤発進警告ロゴ付カーロックケース

※カーロックを装着したまま発進すると、車両を破損したり事故につながる恐れがあります。使用時は付属の
　誤発進警告ロゴ付カーロックケースを必ずステアリングに装着し、乗車時はカーロックを外した事を必ずご確認ください。
※使用時にホイールが傷付く事がありますのでご注意ください。

カーロック  ￥47,250
〈アルミホイール装着車〉B3277YA011［¥45,000］
＊カーロック、誤発進警告ロゴ付カーロックケース。

＊1

＊1

地図データ更新地図データ更新

2016年10月2016年10月までまで
地図データ更新

2016年10月まで

SUBARU純正ナビ・オーディオの本体保証は、スバル特約店/指定販売店での取付け後、
3年間か走行6万kmのいずれかを超えるまでとなります（一部別売品を除く）。

アナログ
音声入力

Bluetooth
オーディオ

Bluetooth
ハンズフリー電話 AM/FM USB

オーディオ
CD
-R/RW 50W×4iPod

オーディオ

＊1

6.2型ワイド
VGA＋LED

オープニング
SUBARU画面

タッチ
パネル

ネット連動
スポット探索

VICS
ＦＭ多重

Bluetooth
ハンズフリー電話

ワンセグ AM/FM 47W×4

本体microSD
8GB

Bluetooth
オーディオ

DVDビデオ
-R/RW

USB
オーディオ

DVD-VR
地デジ番組

microSDオーディオ
～32GB

デジタル
音響演出

iPod
ビデオ

＊2
アナログ
映像入力

＊1

Drive assist
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ディアスワゴンの広さを活かせる、積載アイテムが続々登場。
自由自在のカスタマイズで、趣味やお仕事の幅も大きく広がります。

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。 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。

フロアカーペットと同じ柄で揃えられ、荷物にもやさしい荷室カーペット。

ラゲッジカーペット  ￥11,550
〈全車〉J5057T1000［¥11,000］
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

滑りにくい面を上にすれば荷物が安定し、滑りやすい面なら荷室の奥まで
積み降ろしが容易に。１枚で使い分けられます。可倒リヤシート背面までカバー。

ラゲッジマットリバーシブル(5mm) ￥14,700
〈全車〉J5057T2350［¥14,000］
＊リヤシートと同時使用はできません。
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

多様な荷室からフロアを守る塩ビマット。可倒リヤシートの背面までカバーし、
積み降ろしの衝撃にも強い5mm厚も選べます。

ラゲッジマット（5mm ¥12,600/3mm ¥8,400）
〈全車〉5mm：J5057T2330［¥12,000］、3mm：J5057T2310［¥8,000］
＊リヤシートと同時使用はできません。
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

ネットラック(マルチレール用) ￥28,350
〈全車〉L0057T1310［¥25,000＋　￥2,000］
＊マルチレールが別途必要です。 ＊最大積載重量 左右計15kg 
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

ハンガーバー(マルチレール用) ￥19,425
〈全車〉L0057T2330［¥16,500＋　¥2,000］
＊マルチレールが別途必要です。 ＊最大積載重量 左右計15kg 
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

オーバーヘッドネット(マルチレール用) ￥23,100
〈全車〉L0057T1320［¥20,500＋　￥1,500］
＊マルチレールが別途必要です。 ＊最大積載重量 5kg 
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

●ユースフルナット  ●ユースフルホール

ルーフからサイド、フロアまで、
計16点のナット/ ホール（後席アシストグリップ部含む）を備えた
ディアスワゴンのカーゴルーム。
多彩な積載アイテムをしっかり装着でき、
アイテムの付替えにも対応しやすくなります。

マルチレール  ￥9,450
〈全車〉L0057T1300［¥7,000＋　￥2,000］
＊後席アシストグリップは外します。
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

荷崩れ防止の基本。
カーゴフロアに最大4個装着でき、
耐荷重は30kg/1個を確保しています。

荷室フック ￥1,470/1個
〈全車〉F5558T1000［￥900＋　￥500］
＊耐荷重30kg/1個
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。
＊SUBARU純正保証は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。

システムキャリアベース  ￥23,625
〈全車〉E3657T1500［¥20,500＋　￥2,000］
＊ルーフキャリア、ボディカバーと共着不可。 
＊ステー高さ：235mm。本体バーサイズ：長さ1,270×幅32×高さ23mm
※本カタログ掲載のアタッチメント以外は装着可否を確認しておりませんので、共着できない場合があります。

スキー＆スノーボードアタッチメント（平積み） ￥13,965
〈全車〉E3657T1560［¥12,300＋　￥1,000］
＊システムキャリアベースが別途必要です。
＊スキー4人分または、スノーボード4台積載用。サイズ（外寸）：長さ810×幅80×高さ130mm 
＊最大積載重量 26.3kg　重量 3.7kg

●アタッチメントを装着した状態での車両の高さ
キャリアベースとアタッチメントの全高の合計に、車両の全高をプラスすると装着時の高さがでます。
（アタッチメントの全高はキャリアベースにプラスとなる分を表わしています。）
〈注〉スキーやスノーボードの積載数の表記は標準的な目安で、種類やビンディングの形状によっては積載数が減ったり、積載できないことがあります。
　　また、システムキャリアベースの最大積載重量内でご使用ください。
※装着により車内音が悪化する場合があります。

キャリアベース有効幅：1,000mm

アタッチメントの全幅

キャリアベースの最大積載重量：30kg（キャリアベース重量含まず）

アタッチメントの全高

キャリアベースの全高：75mm

カーゴルーム中段に、システムバーを最大2本装着可。

システムバー（ロア） ￥7,350/1本
〈全車〉L0057T1000［¥6,500＋　￥500］
＊耐荷重7.5kg/1本×最大2本装着可　
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

ルーフ両脇にマルチレールを装着し、3種類のアタッチメントを選択。
軽いボード類や長尺物に便利なオーバーヘッドネット、左右計15kg積載のネットラック、スライドドアからも出し入れしやすい2列のハンガーバーが選べます。

ハンガーや布類等を掛けられる天井のバー。
最大4本装着できます。

システムバー（アッパー） 
￥5,145/1本
〈全車〉L0057T2000［￥4,400＋　￥500］
＊1本につきユーティリティフック2個が別途必要です。　
＊後席装着時は後席アシストグリップは外します。　
＊耐荷重3kg/1本×最大4本装着可　
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

カーゴルームが2階建てに。
荷物が多くても、整理整頓と積み降ろしがしやすくなります。

荷室ボード  ￥19,950
〈全車〉L0057T2100［￥18,000＋　￥1,000］
＊システムバー（ロア）2本が別途必要です。 ＊最大積載重量 7kg
＊リヤシートスライド&リクライニング機能が制限されます。　
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

最大で後席～カーゴルーフに8ヶ所、
カーゴサイドに4ヶ所付けられるリング式のフック。

ユーティリティフックA/B/C ￥1,680/1個
〈全車〉A ：L0057T2010、

B ：L0057T2015、
C ：L0057T2020［¥1,600］

＊後席ルーフ装着時は後席アシストグリップは外します。
＊耐荷重1.5kg/1個 
＊装着場所および共着不可品は販売店にお問い合わせください。

写真はサンバー

写真はサンバー写真はサンバー（床面形状は異なります）（床面形状は異なります）写真はサンバー（床面形状は異なります）

写真はサンバー写真はサンバー（床面形状は異なります）（床面形状は異なります）写真はサンバー（床面形状は異なります）

写真はサンバー

30kg積み
（写真は長尺物用の
取付け方をした場合）

50kg積み

ルーフキャリア（50kg積み ￥53,550 / 30kg積み ￥43,050 / 20kg積み ￥35,700）
〈全車〉50kg積み：E3657T2510［¥45,000＋　¥6,000］＊装着時車両全高 2,065mm ＊外寸長1,609×幅1,144mm、30kg積み：E3657T2500［¥36,000＋　¥5,000］＊装着時車両全高 2,059mm ＊外寸長1,609×幅1,144mm、
         20kg積み：E3657T2520［¥30,000＋　¥4,000］＊装着時車両全高 2,059mm ＊外寸長 980×幅1,144mm 
＊システムキャリアベース、ボディカバーは共着不可
＊SUBARU純正保証は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。

最大積載重量50/30/20kg から選べるルーフキャリア。
積載力アップだけでなく、急に乗員が増えた時など後席の荷物をサイドスライドドアからルーフ上に移せます。50kg積みは頑丈な10点支持。30kg積みは長尺物用の取付け方もできます。

Cargo & Carrier
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