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注文番号： b0111255

〒150-8554  東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
部品用品本部 国内部品部（2018.05）　

　◆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 。スバル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。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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2018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。 ●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/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は財団法人道路交通情報通信システムの商標です。 ●iPod、iPhone、Apple Carplay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BluetoothSIG,Inc.USA の商標です。 ●「Android」「Android Auto」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●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。

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）。



0302_ACCESSORIES

そのコンパクトに、自分のカタチを大きく描きだそう。

｢外観のディテールに、こだわりたい｣

｢もっと、快適に乗りこなすアイテムがほしい｣

それぞれの想いをカタチにし、

充実した時間をこのクルマで過ごすためのアクセサリー。

あなたの願いを、このコンパクトで自由に叶えよう。
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グリルガーニッシュ（メッキ）　
￥30,240
［￥25,000＋ ￥3,000］
08400F1025〈カスタムR スマートアシスト、
カスタムRS スマートアシスト〉

フードガーニッシュ（スモークメッキ） 　
￥30,240
［￥25,000＋ ￥3,000］08400F1032

ロアグリルガーニッシュ（メッキ）　
￥31,320
［￥26,000＋ ￥3,000］
08400F1028〈カスタムR スマートアシスト、
カスタムRS スマートアシスト〉

ドアミラーガーニッシュ（スモークメッキ） 　
￥15,120
［￥12,000＋ ￥2,000］08400F1041
＊ドアミラーカバー（カーボン調）との共着不可。

フロントメッキパック（　 +　のセット）
￥61,560→￥58,104
［￥47,800＋ ￥6,000］
08001F1002〈カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

グリルガーニッシュ（スモークメッキ）　
￥30,240
［￥25,000＋ ￥3,000］
08400F1026
〈カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

ピラーガーニッシュ（メッキ調）　
￥22,140
［￥15,000＋ ￥5,500］08230F1018
＊ワイドバイザーと共着してください。

リヤロアスカート　
￥37,260
［￥29,000＋ ￥5,500］08152F1004C0
＊マッドガード（リヤ）との共着不可。
＊黒のみ。ボディ色には対応していません。

フォグランプガーニッシュ（メッキ）　　
￥27,000［￥23,000＋ ￥2,000］08400F1035
〈カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

＊標準装備のフォグランプガーニッシュと交換取付になります。
＊ブルー /ホワイトイルミ付LEDフォグランプキットとの共着不可。

CUSTOM STYLE

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

そ の ボ デ ィ に 、 あ な た の ス タ イ ル を 描 き だ そ う 。

フードストライプ（ライン・シルバー/ライン・ブラック）
￥11,880［￥7,500＋ ￥3,500］ 
ライン・シルバー：08230F1016　ライン・ブラック：08230F1017

ストライプパック（ライン・シルバー/ライン・ブラック） （　 +　のセット）
￥34,560→￥33,048［￥20,100＋ ￥10,500］ ライン・シルバー：08230F1020　ライン・ブラック：08230F1021　

ピンストライプ（ライン・シルバー/ライン・ブラック）
￥22,680［￥14,000＋ ￥7,000］ 
ライン・シルバー：08230F1014　ライン・ブラック：08230F1015　
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01 02 スモークメッキパック（　 +　のセット）
￥45,360→￥42,768
［￥34,600＋ ￥5,000］08001F1005
＊ドアミラーカバー（カーボン調）との共着不可。

03 04

リヤライセンスガーニッシュ 
（メッキ）  ￥29,160
［￥25,000＋ ￥2,000］
08400F1042

バックドアガーニッシュ 
（メッキ）  ￥29,160
［￥25,000＋ ￥2,000］
08400F1043

リヤリフレクターガーニッシュ
（メッキ）  ￥25,380
［￥20,000＋ ￥3,500］
08400F1044

リヤメッキパック（　 +　+　のセット）　
￥83,700→￥78,948
［￥65,600＋ ￥7,500］08001F1004

ライン・ブラックライン・シルバー

ライン・シルバー

ライン・ブラック

ベースキットでもご購入いただけます。▶P19
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ベルトラインモール（メッキ）
￥50,760
［￥43,000＋ ￥4,000］08400F1037
＊ドアエッジモール（メッキ調）、ドアエッジモールとの共着不可。

ドアハンドルガーニッシュ（メッキ調）　
￥9,720
［￥6,000＋ ￥3,000］08400F1048
＊厚さ1mm。 ＊樹脂製。

フードガーニッシュ（メッキ）　
￥30,240
［￥25,000＋ ￥3,000］08400F1031

ベルトラインモール（スモークメッキ）　
￥50,760
［￥43,000＋ ￥4,000］08400F1038
＊ドアエッジモール（メッキ調）、ドアエッジモールとの共着不可。

フォグランプガーニッシュ（メッキ）
￥27,000
［￥23,000＋ ￥2,000］08400F1033〈GSスマートアシスト〉

＊標準装備のフォグランプガーニッシュと交換取付になります。
＊ブルー /ホワイトイルミ付ＬＥＤフォグランプキットとの共着不可。

カラードアンテナ（シルバー）　　
￥19,440
［￥16,500＋ ￥1,500］08604F1001B0
＊カバー、アンテナポールのセット。 
＊シルバーはブライトシルバー・メタリックと同色になります。
＊標準装備のアンテナポールと交換取付となります。

STANDARD STYLE 思い思いの望みを叶えた姿 で 、 出 か け よ う 。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

グリルガーニッシュ（メッキ）  
￥30,240
［￥25,000＋ ￥3,000］
08400F1024〈Lスマートアシスト、Gスマート
アシスト、GSスマートアシスト〉

ロアグリルガーニッシュ（メッキ）  
￥31,320
［￥26,000＋ ￥3,000］
08400F1027〈Lスマートアシスト、Gスマート
アシスト、GSスマートアシスト〉

サイドアンダーガーニッシュ（メッキ）　
￥47,520
［￥40,000＋ ￥4,000］08400F1036
＊ドアエッジモール（メッキ調）、ドアエッジモールとの共着不可。

ドアミラーガーニッシュ（メッキ）　
￥15,120
［￥12,000＋ ￥2,000］08400F1040
＊ドアミラーカバー（カーボン調）との共着不可。

サイドデカール
￥33,480
［￥24,000＋ ￥7,000］08230F1013

フェンダーガーニッシュ（メッキ＋ブラック塗装 /
メッキ＋シルバー塗装）　
￥21,600［￥18,000＋ ￥2,000］
ブラック：08400F1029　シルバー：08400F1030

フロントメッキパック（　 +　のセット）
￥61,560→￥58,104
［￥47,800＋ ￥6,000］08001F1001
〈Lスマートアシスト、Gスマートアシスト、GSスマートアシスト〉

サイドメッキパック（　 +　のセット）
￥62,640→￥59,184
［￥48,800＋ ￥6,000］08001F1003
＊ドアエッジモール（メッキ調）、ドアエッジモール、ドアミラーカバー（カーボン調）
との共着不可。

10
12

10 12

11
13

11
13

メッキ＋シルバー塗装メッキ＋ブラック塗装
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乗降時のステップへの傷つき防止に。
スカッフプレートカバー（フロント）
￥12,420
［￥10,000＋ ￥1,500］08260F1004
＊２枚セット。  ＊貼付タイプ。

洗練されたブラックか、上質感のある木目か。
インテリアパネルセット（ピアノブラック調 /ファインウッド調 /カーボン調） ￥37,800［￥32,000＋ ￥3,000］
ピアノブラック調：08170F1022〈G スマートアシスト、GS スマートアシスト〉
ファインウッド調：08170F1021〈G スマートアシスト、GS スマートアシスト、カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉
カーボン調：08170F1025〈G スマートアシスト、GS スマートアシスト、カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

＊センタークラスターパネル、パワーウインドゥスイッチパネル（フロント左右）の2点セット。　＊貼付タイプ。

モダンなデザインで洗練された空間を。
パワーウインドゥスイッチパネル（ピアノブラック調） ￥22,140［￥19,000＋ ￥1,500］
08112F1003〈L スマートアシスト、カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉　＊フロントドア取付用。　＊貼付タイプ。

前後席どちらからも使いやすい中央開き。
コンソールボックス　
￥23,220［￥18,000＋ ￥3,500］
08251F1004
＊標準装備のセンターフロアトレー、センターフロアトレーイルミと
交換取付となります。
＊センターフロアトレーイルミネーション（LED・ブルー）との共着不可。

シンプルなデザインのマットです。
抗菌・消臭機能付き。
カーペットマット（グレー）
￥18,900
［￥17,000＋ ￥500］08210F1057
＊1台分。　＊2WD・4WD用共通。
＊複数のマット類を重ねて使用しないでください。
＊マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用
ください。

濡れたり、汚れたりしてもサッと
洗える便利で縁高なマット。
オールウェザーマット
￥17,820
［￥16,000＋ ￥500］08200F1000
＊1台分。　＊2WD・4WD用共通。
＊複数のマット類を重ねて使用しないでください。
＊マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用
ください。

ベースキットでもご購入いただけます。▶P18

ベースキットでもご購入いただけます。▶P18

INTERIOR COORDINATE ディテールにこだわって、自分の 世 界 を 広 げ よ う 。

質感高く、しっくりと手になじみます。
シフトノブ（本革）　
￥7,560［￥6,000＋ ￥1,000］08466F2006
〈L スマートアシスト、G スマートアシスト、GS スマートアシスト〉
＊標準装備のシフトノブと交換取付となります。

小物の滑り止めに。
シリコンマット　
￥8,100
［￥7,500］08251F1005

目を惹くワンポイント。
スタートボタンカバー（レッド）
￥2,160
［￥1,000＋ ￥1,000］08161F2002
＊貼付タイプ。

携帯電話などが充電可能です。
AC100V電源  ￥27,324［￥19,800＋ ￥5,500］08676F1000
＊最大100W/1Aとなります。
＊アイドリングストップからの再始動時は一時的に電源が落ちます。　＊パワーコンセントから電源供給を受けなが
ら、AUX端子や外部入力端子を使用して音楽再生等を行った場合、機器類によってはノイズが発生する場合があり
ます。 ＊一部の電化製品またはご使用の環境により、消費電力が100W以下であっても、正常に作動しない機器・
場合があります。詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。 ＊USBチャージャーとの共着不可。

スマホなどの充電に便利です。
USBチャージャー  ￥7,560［￥3,000＋ ￥4,000］
フロントまたはリヤ用：08676F1001 取付位置の指定がない場合、フロントへの取付となります。
標準用・リヤ：08676F1002〈L スマートアシスト、G スマートアシスト、GS スマートアシスト〉

＊フロントまたはリヤ用はL スマートアシスト、G スマートアシスト、GS スマートアシストの場合、フロントのみ装着可。
＊フロントまたはリヤ用はカスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストの場合、フロントとリヤの共着可。　
＊2.1A､ 1口。2.1A以下であっても、機器により使用できない場合があります。 ＊AC100V電源との共着不可。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

センタークラスターパネル（ピアノブラック調）

パワーウインドゥスイッチパネル（ピアノブラック調）

センタークラスターパネル（ファインウッド調）

パワーウインドゥスイッチパネル（ファインウッド調）

センタークラスターパネル（カーボン調）

パワーウインドゥスイッチパネル（カーボン調）

フロント リヤ
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ブラック

子どもの足があたっても汚れないように。
キックガード（チョコ柄）
￥7,560［￥7,000］
08631F1000
＊１席分。  ＊運転席、助手席に取付可。 ＊撥水加工付。 ＊洗濯不可。 
＊シートバックテーブルを使用する際は取り外してください。

夏の熱さと冬の冷たさを和らげます。
ステアリングカバー
（高機能タイプ・ブラック）
￥6,912［￥5,400＋ ￥1,000］
08460F9000

カップホルダーにセットする灰皿です。
アッシュトレイ
￥972［￥900］08623F9000

CLEAN&USEFUL
CHOCOLATE STYLE

撥水加工付きでレジャーなどに活躍します。
シートエプロン（前席用）
￥10,800［￥10,000］　
08220F1090
＊１席分。 ＊撥水加工付。 ＊運転席、助手席に取付可。

飲み物などをこぼしたときも安心です。
防水シートエプロン（フロント）
￥8,640［￥8,000］　
08223F5006
＊１席分。 ＊運転席、助手席に取付可。

レース網模様で清潔感のあるデザインです。
ハーフシートカバー
￥13,500［￥11,000＋ ￥1,500］　
08220F1093
＊1台分。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

ベージュ

ポケット部

チョコ柄

閉 開

ブラック

水がしみこみにくいシートカバーです。
シートカバー（ブラック/ベージュ） ￥30,780［￥25,000＋ ￥3,500］
フロントセンターアームレスト（運転席）装着車用：

ブラック08220F1094、ベージュ 08220F1095
フロントセンターアームレスト（運転席）非装着車用：

ブラック08220F1099、ベージュ 08220F1100
＊1台分。 ＊撥水加工付。 ＊洗濯不可。

簡単に取り外しでき、汚れても手洗いできます。
簡単脱着＆洗えるシートクロス（ブラック/ベージュ） 
￥36,720［￥34,000］
ブラック08220F1105、
ベージュ 08220F1106
＊1台分｡ 　
＊保護材を使用すれば弱水流での洗濯機洗いが可能｡

上質な風合いです。
シートカバー（本革調・ブラック/本革調・ベージュ）
￥56,160［￥45,000＋ ￥7,000］
フロントセンターアームレスト（運転席）装着車用：

ブラック08220F1091、ベージュ 08220F1092
フロントセンターアームレスト（運転席）非装着車用：

ブラック08220F1097、ベージュ 08220F1098
＊1台分。 ＊洗濯不可。

ベージュブラック

お 気 に 入 り の 空 間 を つ く っ て 、楽しい 時 間 を 過 ご そ う 。

ベージュ

キックガードとコーディネートも楽しめます。
シートエプロン（後席用・チョコ柄）
￥18,360
［￥17,000］08220F1096
＊２席分。  ＊撥水加工付。 ＊洗濯不可。
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ヘッドランプスイッチに連動して点灯。
センターフロアトレーイルミネーション
（LED･ブルー）￥11,340
［￥7,000＋ ￥3,500］08521F1001
〈G スマートアシストのコンフォートパッケージ装着車、
GS スマートアシストのコンフォートパッケージ装着車、
カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉 

＊専用スイッチ付。 ＊センターフロアトレーイルミが標準装備の
場合、交換取付となります。 ＊コンソールボックスとの共着不可。

ヘッドランプスイッチに連動して点灯。
インパネアッパートレーイルミネーション
（LED･ブルー）￥10,260
［￥6,000＋ ￥3,500］08521F1000
〈G スマートアシストのコンフォートパッケージ装着車、
GS スマートアシストのコンフォートパッケージ装着車、
カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉 

＊専用スイッチ付。 ＊インパネアッパートレーイルミ（助手
席）が標準装備の場合、交換取付となります。

■：商品部位 ■：商品部位

■：商品部位 ■：商品部位

華 や か な 光 を ま と い 、 輝 く 時 間 を 楽 し も う 。ILLUMINATION

ドアを開けると点灯し、運転席、助手席、リヤシートの足もとを照らします。
フロアイルミネーション（２モードタイプ）（ＬＥＤ・ブルー /ＬＥＤ・ホワイト）
￥24,840［￥15,000＋ ￥8,000］
ブルー：08520F1004　ホワイト：08520F1005
＊１台分（フロント＋リヤ）セット。
注）イルミネーションパッケージの室内照明とは色味が異なります。

フォグランプの外周を彩るブルーの光。
ブルーイルミ付LEDフォグランプキット
（ベゼル付）　￥60,480
［￥48,000＋ ￥8,000］08580F1006
〈カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

洗練された表情を生む上品な白い光。
ホワイトイルミ付LEDフォグランプキット
（ベゼル付）　￥60,480
［￥48,000＋ ￥8,000］08580F1007
〈カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

フォグランプの外周を彩るブルーの光。
ブルーイルミ付LEDフォグランプキット
（ベゼル付）　￥60,480
［￥48,000＋ ￥8,000］08580F1008
〈L スマートアシスト、G スマートアシスト、GS スマートアシスト〉

洗練された表情を生む上品な白い光。
ホワイトイルミ付LEDフォグランプキット
（ベゼル付）　￥60,480
［￥48,000＋ ￥8,000］08580F1009
〈L スマートアシスト、G スマートアシスト、GS スマートアシスト〉

＊標準装備のＬＥＤフォグランプと交換取付となります。 ＊12V13Ｗ（フォグ）。 ＊フォグランプ点灯時は、フォグランプのイルミ照明は消灯します。　
＊コーナーセンサー、フォグランプガーニッシュ（メッキ）との共着不可。　注）法規分類上「その他の灯火」になります。

＊L スマートアシスト、G スマートアシストは、フロントLEDライナー（ブルー /ホワイト）とスイッチキット（￥3,780［￥3,500］08584K2013）が別途必要になります。
＊GSスマートアシストは、標準のLEDライナーの使用、またはフロントLEDライナー（ブルー）が必要になります。
＊12V13Ｗ（フォグ）。 ＊フォグランプ点灯時は、フォグランプのイルミ照明は消灯します。　
＊コーナーセンサー、フォグランプガーニッシュ（メッキ）との共着不可。　注）法規分類上「その他の灯火」になります。

ドアを開けると点灯し、
リヤシートの足もとを照らします。
フロアイルミネーション
（リヤ・2モードタイプ）（LED・ホワイト）
￥21,600［￥12,000＋ ￥8,000］08525F1000
注）イルミネーションパッケージの室内照明とは色味が異
なります。

ブルーの個性的な輝きを放ちます。
フロントLEDライナー（ブルー）　
￥33,480［￥26,000＋ ￥5,000］08563F1001
〈カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

＊標準装備のLEDライナーと交換取付となります。　
注）法規分類上「その他の灯火」になります。

頭上をやさしい光で照らします。
センターピラーイルミネーション（２モードタイプ）
（ＬＥＤ・ブルー /ＬＥＤ・ホワイト）　￥23,760 
［￥14,000＋ ￥8,000］ 
ブルー：08528F1001　ホワイト：08528F1002
〈ブルー、ホワイトとも、メーカー装着オプションのＳＲＳカーテンエアバッグ非装着車〉  

＊左右セット。  ＊専用スイッチ付。 
注）イルミネーションパッケージの室内照明とは色味が異なります。

個性的なブルーと上品なホワイトの2色をご用意。
フロントLEDライナー（ブルー /ホワイト）　￥33,480
［￥26,000＋ ￥5,000］ 
ブルー：08563F1000〈L スマートアシスト、G スマートアシスト、GS スマートアシスト〉
ホワイト：08563F1000〈L スマートアシスト、G スマートアシスト、GS スマートアシスト〉

＊L スマートアシスト、G スマートアシストはブルー／ホワイトイルミ付LEDフォグ
ランプキットとスイッチキット（￥3,780［￥3,500］08584K2013）が別途必要にな
ります。 ＊GS スマートアシストは、標準装備のLEDライナーと交換取付になります。
注）法規分類上「その他の灯火」になります。

運転席・助手席のドアハンドルと
ドアポケット部を明るく照らします。
ドアハンドル＆ポケット一体式イルミ
（ＬＥＤ・ブルー/ＬＥＤ・ホワイト）　￥25,920
［￥14,000＋ ￥10,000］　
ブルー：08526F1003　ホワイト：08526F1004
＊フロントドア2枚分。  ＊リヤドアには取付不可。
注）イルミネーションパッケージの室内照明とは色味が異なります。

ドアオープン時に足もとを明るく照らします。
エントリーライト
￥25,380
［￥14,500＋ ￥9,000］08560F1001
〈メーカー装着オプションのSRSカーテンエアバッグ非装着車〉

＊フロントピラー左右の照明。

ホワイト

ホワイト ホワイト

ブルー ホワイト ブルー

ブルー ブルー

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。※写真は装着用品の点灯状態を示すためのイメージです。実際の点灯状態を示すものではありません。写真の色、照度は実際と異なる場合があります。

CUSTOM STYLE

STANDARD STYLE
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BIG RELAX しっかり準備を整えて、おで か け を 楽 し も う 。

天井部分に収納スペースをつくれます。
ルーフネット
￥15,120［￥14,000］08287F1001
＊耐荷重：1kg。
＊9インチ メモリーナビセット（後席モニター）との同時使用不可。

日差しや車外からの視線を遮ります。
カーテン（遮光タイプ）　　
￥50,760［￥35,000＋ ￥12,000］08280F1000 
〈メーカー装着オプションのSRSカーテンエアバッグ非装着車〉

＊リヤドア＋リヤクォーター＋バックドア（左右２分割）のセット。　
＊サンシェード（クォーターウインドゥ /バックドア）との共着不可。

車内で仮眠をとるときなどに便利。
プライバシーシェード（フロント・遮光タイプ）
￥15,120［￥14,000］08288F1000
＊フロントドアガラス（左右）・フロントガラス用のセット。　
＊プライバシーシェード（フロント）を装着した状態で、窓ガラスの開閉操
作は行わないでください。　＊走行中は使用不可。

隙間からの光もれもしっかりガード。
サンシェード（クォーターウインドゥ）
￥11,880
［￥9,000＋ ￥2,000］08287F1000
＊左右セット。　＊カーテン（遮光タイプ）との共着不可。

後方からの外光を低減。隙間からの光も
れもガードします。
サンシェード（バックドア）
￥15,120［￥12,000＋ ￥2,000］08286F1000
＊カーテン（遮光タイプ）との共着不可。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

汚れや傷からラゲージを
守ります。
ラゲージカーペットマット
￥7,560
［￥7,000］　
08240F1005
＊ラゲージトレー、ロングラゲージマットと
の共着不可。

荷室全体をカバーできる
ロングサイズ。
ロングラゲージマット
￥14,580
［￥13,000＋ ￥500］　
08242F1000
＊ラゲージトレー、ラゲージカーペットマッ
ト、ラゲージソフトトレーとの共着不可。

荷物の積み降ろし時の、
リヤバンパー上部への傷
つきを防止します。
リヤバンパーステップガード
￥17,820
［￥15,000＋ ￥1,500］　

08400F1023

荷室への視線を遮ります。
トノカバー
￥22,140
［￥15,000＋ ￥5,500］　
08201F1014

＊トノカバーの上に物を載せないでください。

バックドアをラクに閉じ
ることができます。
バックドアストラップ
￥8,748
［￥4,100＋ ￥4,000］　
08636F1000
注）バックドア開閉補助としてのみご使用
ください。

ベースキットでもご購入いただけます。
▶P19

ベースキットでもご購入いただけます。
▶P19

防水タイプで、濡れた物も気軽に載せられます。
ラゲージトレー
￥10,800 ［￥10,000］08241F1010
＊ラゲージカーペットマット、ラゲージソフトトレー、ロングラゲージマットとの共着不可。

防水機能＋水滴を
車内にこぼさない外周縁付。
ラゲージソフトトレー
￥9,720
［￥9,000］　
08241F1009
＊ラゲージトレー、ロングラゲージマットと
の共着不可。

ベースキットでもご購入いただけます。▶P19
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約20cmで
ピー（連続音）

20～

50
cm 20c
m

20～

50
c m

20
c m

約20～50cmで
ピッピッピッ（断続音）
「左後ろです」

警告ステッカー※

キーフリーシステムで施錠すると
自動的に盗難警報装置が作動します。
盗難警報アラーム　￥55,620
［￥42,500＋ ￥9,000］08194F1006
＊リモコンエンジンスターターとの共着不可。
＊装置作動中は ｢LED威嚇インジケーター｣が点滅し、
警報時はハザードランプ点滅とホーン吹鳴で異常を知らせます。

雪や霜の降る季節のワイパー凍結防止に。
ウインターブレード 
運転席￥4,320 ［￥4,000］85291B2250  L=517mm

助手席￥4,212［￥3,900］ 85291B1080  L=458mm

リヤ￥3,240［￥3,000］85291B1090  L=325mm

＊SUBARU純正保証は適用されません。

左右前後方向の障害物をブザーとインジケーターでお知らせします。
コーナーセンサー （フロント＋リヤセット）  ￥66,960 ［￥47,000＋ ￥15,000］  
ホワイト： ボイス4センサー車載キット 08501F1013＋センサー（ホワイト） 08501F1003×2セット
シルバー： ボイス4センサー車載キット 08501F1013＋センサー（シルバー） 08501F1011×2セット
ブラック： ボイス4センサー車載キット 08501F1013＋センサー（ブラック） 08501F1001×2セット
＊ボイス4センサー車載キット［￥23,000＋ ￥15,000］＋センサー（各色）［￥12,000］×2セット の組合せが必要。
＊音声＋インジケーター表示タイプ。 ＊どのセンサーが障害物を検知したかを音声（ボイス）でお知らせします。 ＊センサー部はボディ色に対応していません。 
＊周囲の環境により検知エリアは異なります。 ＊コーナーコントロール（電動リモコン伸縮式）、ブルー /ホワイトイルミ付ＬＥＤフォグランプキットとの共着不可。

側面衝突にも配慮した形状です。
ユニバーサル チャイルドシート
￥38,880［￥36,000］F4107YA310
＊体重約18kgまで使用可能です。　　
＊後向き装着時に使う乳児用のクッションも付属しています。

イグニッションのスイッチON/OFFにより
自動的に伸縮。イルミネーションも点灯します。
コーナーコントロール（電動リモコン伸縮式）
￥35,640［￥25,000＋ ￥8,000］
08510F1019〈L スマートアシスト、G スマートアシスト、
GS スマートアシスト〉　08510F1020〈カスタムR 
スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

＊ボイス4センサー車載キットとの共着不可。
＊夜間走行時、前照灯の光でポール部が影となります。
＊写真の色、照度は実際と異なる場合があります。

ドアの傷つきを防ぐ8色の
ドアエッジモール。
ドアエッジモール  ￥3,456/ドア2枚分
［￥2,200＋ ￥1,000］F0077YA00♯
＊樹脂製。 ＊２本組。 ＊1台分は2セット（4本）必要。 
＊品番末尾の♯には以降のモール色番号が入ります。（ホ
ワイト：0、シルバー：1、ダークシルバー：2、ブラック：3、レッ
ドマイカ：4、ダークグリーン：5、ブルー：6、ダークブルー：7） 
＊ボディ色とは異なります。 ＊ベルトラインモール、サイド
アンダーガーニッシュ、サイドメッキパックとの共着不可。

ドアミラーにアクセント。
ドアミラーカバー（シルバー /ブラック）
￥9,180［￥5,000＋ ￥3,500］
シルバー：08400F1045Ｂ0　
ブラック：08400F1045C0　
＊標準装備のドアミラーカバーと交換取付となりま
す。交換時に取外した車両部品は再使用不可。　
＊ブラックはボディカラーのブラック・マイカメタリッ
クと同じ。シルバーはボディカラーのブライトシル
バー・メタリックと同じ。

サイドビューに個性をプラス。
ドアミラーカバー（カーボン調）
￥26,460［￥21,000＋ ￥3,500］
08400F2222　
＊カバーのみ交換、交換時に取り外した標準カバー
は再使用不可。
＊ドアミラーガーニッシュ（メッキ /ダークメッキ）、
スモーク/サイドメッキパックとの共着不可。

収納や持ち運びに便利な折りたたみ機構も採用。
ユニバーサル ジュニアシート
￥34,560［￥32,000］F4107YA350
＊約15～ 36kgまで成長したお子様にも対応しています。
＊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しています。
＊側面衝突にも配慮した形状で、収納や持ち運びに便利な機構も
採用しています。

便利なマグネット付小型バックルを装備。
ISOFIXチャイルドシート（テザー）
￥59,400［￥55,000］F4107YA080
＊ISOFIXベースシート（テザー）￥37,800［￥35,000］が別途
必要になります。
＊体重約18kgまで使用可能です。　

紫外線（UV）を約99％カット。
IRカットフィルムセット（クリアタイプ/スモークタイプ）　
￥29,700［￥15,500＋ ￥12,000］
クリアタイプ：08230F1011　スモークタイプ：08230F1012
＊リヤドア左右＋リヤクォーター左右＋バックドア（2分割）、合計6枚セット。　
＊赤外線をクリアタイプは約74％カット、スモークタイプは約52％カット。
＊推奨はクリアタイプ。

雨滴を膜のように広げ水滴をなく
します。
レインクリアリングミラー（ブルー）
￥14,580［￥12,000＋ ￥1,500］
ヒーテッドドアミラー非装着車用：08640F1005
ヒーテッドドアミラー装着車用：08640F1008
＊鏡面のみの交換となります。 ＊親水性は日光が当たると
回復し、効果は持続します。 ＊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になります。

シートベルト切断カッターとドア
ウインドゥ破砕ハンマーを一体化。
消棒RESCUE（簡易消火具 /ホルダー付）
￥6,480
［￥5,500＋ ￥500］M0077YA050

雨風を防ぐだけでなく、いたずらや
盗難防止にも。
ボディカバー（防炎タイプ）
￥17,280
［￥16,000］08390F1004
＊（財）日本防炎協会認定。　
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれか
を超えるまでになります。

乗降時のドアの傷つきを防ぎます。
ドアエッジモール（メッキ調）
￥11,664
［￥7,800＋ ￥3,000］08400F1046
＊１台分４本セット。 
＊ベルトラインモール、サイドアンダーガーニッシュ、サイドメッキパック
との共着不可。

離れた場所からエンジン始動 /停止が可能。
リモコンエンジンスターター
￥52,920
［￥43,000＋ ￥6,000］08180F1010
＊オートエアコンをセットしておけば、乗車前に快適な車内
環境をつくることができます。
＊盗難警報アラームと共着不可。

後続車からの被視認性を高めます。
リヤフォグランプ
￥31,860
［￥22,000＋ ￥7,500］08580F1010
〈4WD車〉
＊中央取付タイプ。

DRIVING SUPPORT SECURITY&SAFETY運転がもっと楽しくなる、あると便利な装備の数々。 いざというときに心強い、安心・安全装備。

ブラック

インジケーター部
※写真は当該車両とは異なります。

シルバーホワイト

収納時

取付後 シルバー

取付前 ブラック

使用時

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

注意事項（必ずお読みください）■コーナーセンサー：コーナーセンサー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。必ず前後左右を目視確認してください。
■ IRカットフィルム：※有害な紫外線（UV） を 99% 以上カット。※赤外線（IR）をカットするので、日射によるジリジリ感を和らげます。※赤外線（IR）の輻射熱による車内温度の上昇を抑ます。

■リモコンエンジンスターター：※閉めきった車庫や一般公道での使用はおやめください。※エンジン始動時は周囲の安全を十分にご確認ください。※車両停車中にみだりにエンジンを稼働させた場合、法令等に触れ、罰則を受け
ることがありますのでご注意ください。（ご購入の際は地方自治体の条例などをご確認ください。）

インジケーター
（運転席インパネ上）
※写真は当該車両
とは異なります。

クルマの移動やジャッキアップ無しで取り
付けできます。
ワンタッチチェーン
￥15,552
［￥14,400］08324F1000
＊165/65R14、175/55R15共用。 ＊合金鋼製。 ＊ホイールが傷つく
ことがあります。 ＊SUBARU純正保証は適用されません。
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ナンバー
プレート

ベース×2枚

ナンバー
プレート

ロック
カーペット

マット
オール

ウェザー
マット

フォグランプ
ガーニッシュ

ワイド
バイザー

マッドガード
（フロント＆

リヤ）
トノカバー

ラゲージ
カーペット

マット
ラゲージ

トレー 通常合計価格 キット価格 価格内訳 品番

カスタム R 
スマートアシスト、

カスタム RS 
スマートアシスト

● ● ● ● ● ● ● ￥105,840 ￥96,120 ［￥78,000＋ ￥11,000］ P0018K3010

● ● ● ● ● ● ● ￥108,000 ￥98,280 ［￥80,000＋ ￥11,000］ P0018K3011

● ● ● ● ● ● ￥78,840 ￥71,280 ［￥57,000＋ ￥9,000］ P0018K3012

● ● ● ● ● ● ￥81,000 ￥73,440 ［￥59,000＋ ￥9,000］ P0018K3013
L スマートアシスト、
G スマートアシスト、
GS スマートアシスト

● ● ● ● ● ● ● ￥95,040 ￥86,400 ［￥69,000＋ ￥11,000］P0018K3000♯♯

● ● ● ● ● ● ● ￥97,200 ￥88,560 ［￥71,000＋ ￥11,000］P0018K3001♯♯

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

シンプルなデザインのマットです。抗菌・消臭機能付き。
カーペットマット ￥18,900
［￥17,000＋ ￥500］08210F1057

濡れたり、汚れたりしてもサッと洗える便利な縁高マット。
オールウェザーマット ￥17,820
［￥16,000＋ ￥500］08200F1000
＊1台分。　＊2WD・4WD用共通。　＊複数のマット類を重ねて使用しないでください。
＊マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用ください。

ナンバーのエッジをガード。盗難防止用のボルトもご用意しています。
ナンバープレートベース ￥2,160/1枚
［￥2,000/1枚］J1047K1300
＊字光式ナンバーとの共着不可。 ＊樹脂製。 ＊1台分は2枚必要。

ナンバープレートロック ￥3,240
［￥3,000］J1077YA003
＊字光式ナンバーとの共着不可。 ＊1台分ロックナット3個＆専用キー＆レンチ。 ＊マックガード社製。

BASE KIT J U S T Y のベーシックなアイテムを リ ー ズ ナ ブ ル に 。

存在感を際立たせるメッキの輝き。
フォグランプガーニッシュ（メッキ）　　
￥27,000
［￥23,000＋ ￥2,000］08400F1035
〈カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト〉

＊標準装備のフォグランプガーニッシュと交換取付になります。
＊ブルー /ホワイトイルミ付LEDフォグランプキットとの共着不可。

汚れや傷からラゲージを守ります。
ラゲージカーペットマット
￥7,560［￥7,000］　08240F1005
＊ラゲージトレー、ロングラゲージマットとの共着不可。

天気がいい日の日差しをやわらげます。
ワイドバイザー
￥22,680
［￥18,000＋ ￥3,000］08610F1012

防水タイプで、濡れた物も気軽に
載せられます。
ラゲージトレー
￥10,800 ［￥10,000］08241F1010
＊ラゲージカーペットマット、ラゲージソフトトレー、
ロングラゲージマットとの共着不可。

小石や泥水などの跳ね上げによる
傷や汚れを防止。
マッドガード（フロント）
￥7,020［￥5,500＋ ￥1,000］08411F1008♯♯
マッドガード（リヤ）
￥9,180［￥7,500＋ ￥1,000］08412F1009♯♯
＊マッドガード（リヤ）は、リヤロアスカートとの共着不可。
＊カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシスト
は、リヤマッドガードの取り付け部はブラックになります。

荷室への視線を遮ります。
トノカバー 
￥22,140
［￥15,000＋ ￥5,500］08201F1014
＊トノカバーの上に物を載せないでください。

カラーコード（品番末尾の♯♯が
カラーコードに対応しています。）

F6
インペリアルゴールドクリスタル・メタリック

W5
レーザーブルークリスタルシャイン

Y8
マゼンタベリー・マイカメタリック

Q1
フレッシュグリーン・メタリック

H8
ファインブルー・マイカメタリック

D8
プラムブラウンクリスタル・マイカ

C0
ブラック・マイカメタリック

B0
ブライトシルバー・メタリック

A4
パール・ホワイトⅢ

リヤフロント

オールウェザー
マット

カーペット
マット
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SD/32GB
iPod（iPhone）

接続
※7 ※8

Bluetooth®
対応

オーディオ※3

無償地図
更新※1

スマートフォン
連携※2

テレビ
チューナー

（フルセグ＋ワンセグ）

Bluetooth®

対応ハンズ
フリー※3

ワイド FM
チューナー

モーション
スクロール
操作

DVD再生
（R/RW）※9

CD録音※10
約 1,000曲 /
最大 8倍速

通信情報
取得機能
※1 ※3

VICS WIDE
対応
※4 ※5

専用
イコライザー
（車型別）※11

クラウド型
音声認識※6

CD再生（R/RW）※9
MP3、WMA、

AAC対応

文字拡大
表示

タイム
アライメント
※12

タッチパネル

SDカード付属
（8GB/SDHC）

VGA/LED
バックライト

SD、USB音楽※9
MP3、WMA、AAC、
FLAC、WAV対応

高速道路
逆走注意喚起

SD、USB動画※9
MPEG4/H.264、

WMV対応

ステアリング
スイッチ 対応

車両連携

バックモニター
（リヤビューカメラ）

※13
AM/FM

eco機能

ETC・ETC2.0
（ナビ連動）

セキュリティ
機能

ドライブ
レコーダー
（ナビ連動）

従来の 7インチサイズ

7インチサイズ比

1.7倍

メモリ/
32GB

AM/FM

Bluetooth®
対応

オーディオ  ※2

無償地図
更新  ※1

ネット連動
スポット検索

Bluetooth®
対応ハンズ
フリー  ※2

テレビチューナー
（フルセグ） /

4アンテナ

ワイド FM
チューナー

DVD再生
（R/RW）

（VR対応）※5

CD録音
約 1,000曲 /
最大 6倍速 ※6

eco機能 セキュリティ機能VICS WIDE
対応  ※3※4

タッチパネル

オープニング
SUBARU画面

ETC
（ナビ連動）

デジタル
音響演出

CD再生（R/RW）※5
WMA、MP3、

AAC対応

SDカード付属
（4GB/SDHC）

文字拡大表示

HDMI入力
※7

後席モニター最大出力
50W×4

専用
チューニング

バックモニター
（リヤビューカメラ）

※8

ステアリング
スイッチ 対応

9型WXGA/
LED

デジタル・アナログ
映像入力※7※9

USB
オーディオ※10

3点セット

※1.お客様登録が必要となります。 ※2.Bluetooth®対応携帯電話が必要な場合があります。 ※3.電波状態などにより、VICSの受信が出来ない場合があります。 ※4.FM多重放送の伝送容量が現行の約2倍に拡大。渋滞回避ルートを自動探索。緊急
規制情報も表示可能。 ※5.メディアの状態（録音環境・データ内容）により、再生できない場合があります。（DVDにおいてはファイナライズされていないメディアは再生できません）  ※6.録音時間や録音音質によって作成可能なアルバム数や録音可能なトラッ
ク数は異なります。ナビの使用状況により、録音速度が低下する場合があります。 ※7.デジタル・アナログ映像入力および iPhone/iPodビデオ入力には、別途市販のケーブル類が必要な場合があります。 ※8.カメラはバックドア内に装着となります。ナビアッ
プグレードパッケージのバックカメラと同じ場所に取り付けます。字光式ナンバープレート付車には装着不可。 ※9.機種により接続できない場合があります。 ※10.USBケーブル（H0016F3900）¥2,700［￥1,500＋ ￥1,000］が別途必要。

● iPod（iPhone）は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　※1.インターネット接続環境及びWeb登録が必要な場合があります。　※2.アプリケーションによっては別途接続ケーブルが必要となる場合があります。　※3.Bluetooth®対応携帯電話が必要な場合があります。　※4.電波状態
などにより、VICSの受信が出来ない場合があります。　※5.FM多重放送の伝送容量が現行の約2倍に拡大。渋滞回避ルートを自動探索。緊急規制情報も表示可能。　※6.Bluetooth®対応スマートフォン及びアプリが必要です。iPhoneもしくはスマートフォンのインターネット共有/テザリング機能のご利用が必要
です。（ご利用には別途、通信費用が必要な場合があります）　※7.別途市販のケーブルが必要な場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。　※8.機種により接続できない場合があります。 ※9.メディアの状態（録音環境・データ内容）により、再生できない場合があります。（DVDにおいてはファイナライズ
されていないメディアは再生できません）走行中、DVD再生は音声のみとなります。　※10.付属SDカードへ録音する場合です。録音時間や録音音質によって作成可能なアルバム数や録音可能なトラック数は異なります。ナビの使用状況により、録音速度が低下する場合があります。　※11.一部対応していない車種も
あります。　※12.車型別イコライザー適用時（初期設定にて詳細車型選択を適用時）はタイムアライメント機能を操作することはできません。　※13.カメラはバックドア内に装着となります。ナビアップグレードパッケージのバックカメラと同じ場所に取り付けます。字光式ナンバープレート付車には装着不可。

NAVI & AUDIO

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

パノラミックビューモニターに対応するSUBARUのカーナビ。 

車両を上から見るような映像でクルマの周囲を確認できます。

テレビやDVD、地図が大画面で見える9インチナビと
ETC・後席モニターがセットになって、さらにお得に。

操作性と実用性を追求したハイエンドモデル。

4つのカメラで全方位をサポート。
【パノラミックビューモニター】
フロントカメラ、サイドカメラ（左右）、バックカメラからの情報を合
成し、クルマの上方から見下ろしたような映像をナビ画面に映し
出します。それにより、ドライバーの死角になる車両周囲の状況
を確認でき、駐車や発進など低速時の運転をアシストします。

圧倒的な美しさ、超高精細WXGA液晶。
従来比（WVGA比）2.4倍の高精細となる、WXGA液晶を搭載した9インチディスプレイで、より繊細な映
像表現が可能になりました。地図も、地デジも、メニュー画面も、WXGA高解像度データに対応。滑らかな階
調で、きめ細かな色彩を実現しています。メニュー画面も見やすくデザインされ、直感的に分かりやすく、見や
すいグラフィカルユーザーインターフェイスを採用しました。触ったときの動きや音、ボタンの位置までも細か
く計算し、快適な操作感を追求。少ない手順でストレスなく操作でき、使うのが楽しくなるメニュー画面です。

高速道路逆走注意喚起
高速道路で逆走しないよう、入口に近づいた時（ルート設定時）、ランプに進入した時（ルート未
設定時）、SA・PAでの駐車後の発進時などに注意喚起します。

スマート地図更新
スマホのWi-Fi機能を利用して､道路や地点などの差分データを手軽にバージョンアップできま
す。更新方法の詳細につきましては販売店にお問い合わせください。

スーパールート探索
高度な演算処理をサーバー上で行う独自の「ルートアルゴリズム」により、柔軟で的確な次世代
のルート探索を実現。スマホ等でのWi-Fi通信が必要です。

【フロントワイドビュー】
路地から出るとき、左右の確認
ができるから安心。

【トップ＆リヤビュー】
上から全体を見れるので駐車が
ラク。

【レフト＆ライトサイドビュー】
狭い道で、すれ違うとき安心。

【レフトサイド＆リヤビュー】
左側面、後方の障害物を確認する。

【トップ＆フロントビュー】
前方の障害物を確認する。

【リヤワイドビュー】
後方の障害物を確認する。

フロントカメラ

注）カメラが映し出す範囲は限られています。後方距離および車幅の補助ラインはあくまで目安です。車両後方上部は、バックモニターに映らない部分があります。車を後退させるときは目視により周囲を確認してください。
ナビ画面に映し出されるバックモニター映像の障害物までの距離は、実際とは異なる場合があります。

※パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパックパッケージ非装着車用のナビゲーションの取扱いにつきましては、詳しくは販売店におたずねください。

サイドカメラ

バックカメラ ※画像はイメージです。

●スマホアプリ
　からの更新 
  （最大35回）

●Webからの
　更新 
  （最大35回）　

●ＳＤカードの送付による全更新
   （2019年6月末日までにおハガキで申し込みいただくと、
　2021年度版と2023年度版の2回）

●スマホなどのWi-Fi機器からの更新 ●「Wi-Fi環境がない」
  「Wi-Fi難しそう」
　という方にはDVD発送

①「モバイルナビオフィス」を 
　インストールする。

①SDカードに最新地図データを
　ダウンロードする。

①ユーザー登録。 ②送付されてきた 
 “地図用ＳＤカード”を
　ナビへ差し込む。

②アプリを使って最新地図データを 
　ダウンロードする。

②地図の更新。③ナビに最新地図データを 
　転送する。

①アルパインホームページの
　お客様登録ページから
　DVDディスク発送を希望。 ②ご自宅まで郵送。

9インチ メモリーナビセット （9インチ メモリーナビ＋ETC車載器＋後席モニター）

￥331,884 （パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ装着車） 

9インチ メモリーナビ
￥260,604 （パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ装着車） 

ワイド ハイエンド メモリーナビ 
￥180,468 （パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ装着車） 

●必要　▲オプション　ー設定なし
ナビアップグレードパッケージ
装着車 非装着車

本体 ￥146,880［￥128,000＋ ￥8,000］ 08545F9117LL ● ●
ナビ・オーディオ取付キット ￥2,160［￥2,000］ 08606F1003 ● ●
アンテナ（DTV&GPS） ￥14,040［￥6,000＋ ￥7,000］ 08540F9011 ● ●
ナビゲーションロックボルト ￥3,240［￥3,000］ H0077YA000 ● ●
USBアダプター ￥10,584［￥4,800＋ ￥5,000］ 08541F9047 ● ●
ディスプレイ変換ケーブル ￥3,564［￥3,300］ 08543F1001 ● ー
バックモニター（リヤビューカメラ） ￥13,500［￥10,500＋ ￥2,000］ 08634F1004 ー ▲
バックモニター変換ケーブル ￥1,080［￥1,000］ 08541F1002 ー ▲

区分 内容 更新頻度 スマホアプリからの更新 Webからの更新 最大更新回数

道路
道路データ 1回 /2ヶ月 ◯ ◯ 35回
案内画像、音声案内 1回 /6ヶ月 ◯ ◯ 11回

索引
電話番号、施設検索データ 1回 /2ヶ月 ◯ ◯ 35回
上記以外（住所、駐車場、検索アイコン等） 1回 /6ヶ月 × ◯ 11回

市街地 詳細市街地図 1回 /6ヶ月 × ◯ 11回

“安心・安全”をサポートする、S U B A R U のパノラミックビューモニター対応ナビ。

【その他のオプション】

ETC2.0 車載器（パイオニアナビ連動専用）　￥34,020 ［￥27,500＋ ￥4,000］08687F9007
ETC2.0 車載器通信ケーブル P3　￥4,428 ［￥4,100］08290F9021
ETC取付キット　￥702 ［¥650］08689F1000

ETC 車載器（ナビ連動モデル）　￥20,520 ［￥15,000＋ ￥4,000］H5012K6000
ETC 車載器通信ケーブル P2　￥4,644 ［￥4,300］08290F9018
ETC取付キット　￥702 ［￥650］08689F1000

ドライブレコーダー（パイオニアナビ連動専用） ￥35,640 ［￥26,000＋ ￥7,000］08671F9010
ドライブレコーダー接続ケーブル P1￥1,674 ［￥1,550］ 08672F9003

16cmスピーカー（ハイグレード）（パイオニア）￥28,080［￥21,000＋ ￥5,000］ 08601F9016

無償地図更新方法　下記の【スマホアプリからの更新】【Webからの更新】【SDカードの送付による全更新】のいずれかの方法をお選びください。

無償地図更新方法　下記の【Wi-Fi機器を利用した更新】【DVD送付による更新】のどちらかの方法をお選びください。

Wi-Fi

最新の地図データ

地図更新DVD

スマホ

2018年度版／2019年度版／2020年度版の
地図更新データが無料 ※お客様登録が必要となります。

パソコン／スマートフォン／お客様登録FAX用紙からご登録
※詳しくは右のQRコードから専用サイトをご確認ください。

お客様
登録方法

ALPINE NAVI

ナビ標準装備

オプション

ナビ標準装備 オプション

2020年度版まで
無償地図更新

2024 年 4月まで
無償地図更新

 

年
度
更
新
版 

地
図
無
償
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス 

登
録
ハ
ガ
キ

後席モニター（天井吊り下げ式）ETC 車載器（ナビ連動モデル）

9インチ メモリーナビ

●必要　▲オプション　ー設定なし
ナビアップグレードパッケージ
装着車 非装着車

9インチ メモリーナビセット＊ ￥325,080［￥273,000＋ ￥28,000］ H0016F3520LL ● ●

ナビゲーションロックボルト ￥3,240［￥3,000］ H0077YA000 ● ●
ディスプレイ変換ケーブル ￥3,564［￥3,300］ 08543F1001 ● ー
バックモニター（リヤビューカメラ）￥13,500［￥10,500＋ ￥2,000］ 08634F1004 ー ▲
バックモニター変換ケーブル　￥1,080［￥1,000］ 08541F1002 ー ▲

【その他のオプション】
ナビゲーション用HDMIケーブル　￥5,940［￥4,500＋ ￥1,000］ H0016F3910

ナビゲーション用MHLケーブル　￥8,100［￥6,500＋ ￥1,000］ H0016F3920

USBケーブル　¥2,700［￥1,500＋ ￥1,000］H0016F3900

16cmスピーカー（ハイグレード）（パイオニア）¥28,080［￥21,000＋ ￥5,000］08601F9016

＊9インチ メモリーナビ ￥253,800［￥220,000＋ ￥15,000］H0016F3010LLを単品でもご用意しています。



2322_

●Webからの部分更新/
　全更新 （最大4回/1回） 
  （2019年3月～3年間）　

●ＳＤカードの送付による全更新
   （2019年6月末日までにおハガキで申し込みいただくと、
　2020年度秋版を1回のみ）

①パソコンでMap Fanの Web
　サイトにアクセスし、 ユーザー
　登録をします。

③パソコンに専用 
　アプリケーションを 
　ダウンロードし、
 　インストールします。

④パソコンに作成した
 　地図更新用SDカードを 挿入し、
　更新地図データ を
　ダウンロードします。

⑤地図更新用SDカードを 
　ナビ本体へ挿入し、 
　アップデートします。

①ユーザー登録。 ②送付されてきた 
 “地図更新用ＳＤカード”を
　ナビへ差し替える。

②ナビ本体にSDカード 
  （別売の市販品）を挿入し、 
　地図更新用SDカードを 
　作成します。

区分 内容 更新頻度 部分地図更新 全地図更新 最大更新回数（3年間）
道路 道路データ（有料 /一般）、音声案内など 3回 /1年 ◯ ◯ 4回
索引 住所、電話番号などの地点検索データ 1回 /1年 × ◯ 1回
市街地 詳細市街地図 1回 /1年 × ◯ 1回

ドライブレコーダー（パイオニアナビ連動専用） ドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動専用） ドライブレコーダー（単独使用専用）

画像

有効画素数 約 200万画素 CMOS 1/2.7インチ 約 300万画素 CMOS 1/3インチ
動画サイズ（最大）/録画時間 FULL HD（1920 × 1080）/190分 3M（2304 × 1296）/50分
HDR ※1 ◯ ◯（FULL HD/HDのみ）
記録 フレーム数 28fps 27fps
画角 水平115° 垂直 65° 水平117° 垂直 63°
静止画 ◯ ◯

出力
メディア microSD（16GB）付属 microSD（8GB）付属
表示画面 ◯（ナビ） ◯（ナビ） ×

録画
自動 /手動 ◯ ◯
音声 録音（ON/OFF可） 録音（ON/OFF可）

付加機能

Gセンサー録画 ◯ ◯
駐車時監視機能 ◯ ◯
GPS ◯（ナビよりデータ受信） ◯（ナビよりデータ受信） ◯
高感度カメラ ◯ ×

信頼性 動作温度範囲 -10～ 60℃ -20～ 65℃
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NAVI & AUDIO

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税 8%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。

NAVI & AUDIO 安心と快適をお届けする数々の装備。

ドライブレコーダー

AUDIO

ETC2.0車載器、ETC車載器

バックモニター スピーカー

運転時に、前方の映像を記録する車載カメラです。万が一事故が発生した時でも、映像として記録が残ります。

進行方向の情報をナビゲートにも活用できる「ETC2.0」をはじめ、多彩なラインアップをご用意。

後方チェック時に、安心の定番アイテム。

大好きな音楽にあふれたドライブへ。

＊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ことを確認のうえ料金所ETC
ゲートを走行してください。

＊ナビ画面にETCの料金を表示し音声で案内。
※１.ドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動
専用）との共着不可。

注）ガイドライン表示可。ただし、ステアリングとは連動しません。カメラが映し出す範
囲は限られています。後方距離および車幅の補助ラインはあくまでも目安です。車両後
方上部は、バックモニターには映らない部分があります。車を後退させるときは目視に
より周囲を確認してください。ナビ画面に映し出されるバックモニター映像の障害物
までの距離感は、実際とは異なる場合があります。

ドライブレコーダー（パイオニアナビ連動専用）
￥37,314

ドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動専用）
￥35,640

ドライブレコーダー（単独使用専用）
￥34,560 

ワイド シンプル CD/USBチューナー（ケンウッド） 
￥23,760

ワイド DVD/USBチューナー（ケンウッド） 
￥64,368  （パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ装着車）

ワイド シンプル CDチューナー（クラリオン） 
￥18,360

16cmスピーカー（ハイグレード） （パイオニア）  ￥28,080

＊USBメモリ/iPod（iPhone）の音楽再生が可能なフロントUSB端子付です。 ＊iPod
（iPhone）接続：別途市販のケーブルが必要な場合があります。iPod接続時は iPod本
体での直接操作不可。オーディオからの操作となります。 ＊機種により別途ケーブルが
必要な場合があります。 ＊AUX端子：接続には別途市販のステレオミニプラグケーブ
ルが必要です。 注）CD-R/RWはディスクの特性・傷・汚れなどにより、再生できない
場合があります。

＊日本語対応：日本語タイトルの表示に対応しているソフトについてはディスプレイに表示します。 ＊機種により別途ケー
ブルが必要な場合があります。 ＊DVD-R/RW、CD-R/RWはディスクの特性・傷・汚れなどにより、再生できない場合
があります。 ＊走行中、DVD再生は音声のみとなります。 ＊TV機能はありません。 ※1. カメラはバックドア内に装着
となります。ナビアップグレードパッケージのバックカメラと同じ場所に取り付けます。字光式ナンバープレート付車には装
着不可。 ※2. ナビアップグレードパッケージ装着車用。　※3. ナビアップグレードパッケージ非装着車用。

●AUX端子：接続には別途市販のステレオミニプラグケーブルが必要です。
注）CD-R/RWはディスクの特性・傷・汚れなどにより、再生できない場合があります。
＊音質調整はオートラウドネスのみになります。
＊ナビアップグレードパッケージ車に標準装着のステアリングスイッチと連動しません。

＊フロントドアまたはデッキサイドに装着。
＊スピーカーがある場合は交換。  ＊２個セット。

ETC2.0 車載器
￥39,150
（パイオニアナビ連動専用）

ETC2.0 車載器
￥42,930
（ケンウッドナビ連動専用）

ETC 車載器（ナビ連動モデル）
￥25,866（ケンウッドナビは ¥24,786）
（パイオニア／ケンウッドナビ連動専用）

ETC 車載器（単独使用専用）
￥15,174
（音声案内）

写真は装着イメージです。

写真は装着イメージです。

バックモニター（リヤビューカメラ）
￥14,580

＊ナビアップグレードパッケージ装着車には装着不可。
＊カメラはバックドア内に装着となります。字光式ナンバープレート付車には装着不可。
（ナビアップグレードパッケージのバックカメラと同じ取付位置となります）

迫力あるサウンドを響かせる。

iPod/iPhone接続可能なCD/USBオーディオ。

バックモニターをオプションで選択できる、7インチ液晶画面のDVD/USBオーディオ。

CD/AM/FM対応のシンプルオーディオ。

本体 ¥21,600［￥17,000+ ￥3,000］ 08600F9031
ナビ・オーディオ取付キット ¥2,160［￥2,000］ 08606F1003

本体 ¥48,060［¥39,500＋ ￥5,000］ 08607F9002
USBアダプター ¥10,584［¥4,800＋ ￥5,000］ 08541F9047
ナビ・オーディオ取付キット ¥2,160［¥2,000］ 08606F1003
ディスプレイ変換ケーブル ¥3,564［￥3,300］ 08543F1001※2

本体 ¥16,200［￥12,000+ ￥3,000］ 08600F9032
ナビ・オーディオ取付キット ¥2,160［￥2,000］ 08606F1003

オプション
 16cmスピーカー（ハイグレード）（パイオニア）
　 ￥28,080 ［￥21,000+ ￥5,000］ 08601F9016

 ナビゲーションロックボルト ￥3,240［￥3,000］ H0077YA000

オプション

 バックモニター（リヤビューカメラ） 本体 ￥13,500［￥10,500＋ ￥2,000］08634F1004※3
 バックモニター変換ケーブル ￥1,080［￥1,000］ 08541F1002
 16cmスピーカー（ハイグレード）（パイオニア）　¥28,080［¥21,000＋ ￥5,000］ 08601F9016
 ナビゲーションロックボルト ¥3,240［¥3,000］ H0077YA000

オプション
 16cmスピーカー（ハイグレード）（パイオニア）
　 ￥28,080［￥21,000+ ￥5,000］  08601F9016

 ナビゲーションロックボルト ￥3,240［￥3,000］ H0077YA000

日本語対応

iPod 接続

CD-R/RW

WMA

MP3

35W×4OUT

イコライザー

AUX 端子 ステアリングスイッチ対応

ステアリングスイッチ対応

ステアリングスイッチ対応

iPod接続

CD-R/RW

WMA

MP3

AM/FM

AUX 端子

50W×4OUT

バックモニター（リヤビューカメラ）※1

CD-R/RW

USB 音楽

MP3

USB 音楽

WMA

AM/FM

AAC

イコライザー

AM/FM

50W×4OUT

DVD

基本性能の充実！ スムーズな操作性にこだわったフルセグ＆ＤＶＤ対応モデル。

● iPod（iPhone）は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　※1.インターネット接続環境及びWeb登録が必要な場合があります。　※2.アプリケーションによっては別途接続ケーブルが必要となる場合があります。　※3.Bluetooth®
対応携帯電話が必要な場合があります。　※4.電波状態などにより、VICSの受信が出来ない場合があります。　※5.FM多重放送の伝送容量が現行の約2倍に拡大。渋滞回避ルートを自動探索。緊急規制情報も表示可能。 ※6.別途市販のケーブルが必要
な場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。　※7.機種により接続できない場合があります。 ※8.メディアの状態（録音環境・データ内容）により、再生できない場合があります。（DVDにおいてはファイナライズされていないメディアは再生できま
せん）走行中、DVD再生は音声のみとなります。 ※9.カメラはバックドア内に装着となります。ナビアップグレードパッケージのバックカメラと同じ場所に取り付けます。字光式ナンバープレート付車には装着不可。

※1.HDR：トンネル出口や夜間のランプ反射などで見える映像での
白とびを低減します。 ●Gセンサーにより衝撃を判定しますが、イベ
ントファイルに移行できない場合があります。 ●すべての状況にお
いて録画することを保証するものではありません。本機および車体の
損傷や水没などで、記録機能が正常に作動しない場合があります。 
●LED灯火類は点滅したり光っていないように映る事があります。ま
た距離によってカメラの焦点が合わない場合があります。 ●夜間に
ナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映
り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が
変化します。 ●本機の故障、記録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。 ●録画した映像を事故時の
示談交渉や法的手続きに使用する場合、必ずしも直接的証拠として
の効力を保証するものではありません。 ●記録した映像等は、プライ
バシーや著作権など法や条例に抵触しないようご使用ください。

＊1. ETC車載器 (ナビ連動モデル）とドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動専用）との共着不可。

ワイド エントリー メモリーナビ 　
￥128,628 （パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ装着車） 

●必要　▲オプション　ー設定なし
ナビアップグレードパッケージ
装着車 非装着車

本体 ￥95,040［￥80,000＋ ￥8,000］ 08545F9119LL ● ●
ナビ・オーディオ取付キット ￥2,160［￥2,000］ 08606F1003 ● ●
アンテナ（DTV&GPS） ￥14,040［￥6,000＋ ￥7,000］ 08540F9011 ● ●
ナビゲーションロックボルト ￥3,240［￥3,000］ H0077YA000 ● ●
USBアダプター ￥10,584［￥4,800＋ ￥5,000］ 08541F9047 ● ●
ディスプレイ変換ケーブル ￥3,564［￥3,300］ 08543F1001 ● ー
バックモニター（リヤビューカメラ） ￥13,500 ［￥10,500＋ ￥2,000］ 08634F1004 ー ▲
バックモニター変換ケーブル ￥1,080［￥1,000］ 08541F1002 ー ▲

無償地図更新方法　下記の【Webからの部分更新/全更新】と【ＳＤカードの送付による全更新】のどちらかの方法をお選びください。

※パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパックパッケージ非装着車用のナビゲーションの取扱いにつきましては、詳しくは販売店におたずねください。

2022 年 2月まで
無償地図更新

基本機能充実の純正ナビ
DVD再生、フルセグ対応、Bluetooth®対応の嬉しい基本機能を充実。デュアルコアCPU採
用で複数のプロセスを同時並行で処理できるため、ナビゲーションしながら動画再生といった
高い負荷のかかるシーンでも、スムーズに処理します。タッチパネルの操作もサクサク快適でス
トレスフリーな操作感を実現しています。

高速道路逆走注意喚起
高速道路で逆走しないよう、入口に近づいた時（ルート設定時）、ランプに進入した時（ルート未
設定時）、SA・PAでの駐車後の発進時などに注意喚起します。

メモリー /8GB
テレビ
チューナー

（フルセグ＋ワンセグ）

ワイド FM
チューナー

無償地図
更新※1

スマートフォン
連携※2

DVD再生
（R/RW）※8

Bluetooth®

対応ハンズ
フリー※3

CD再生（R/RW）※9
MP3、WMA、AAC、
WAV、FLAC、Vorbis対応

モーション
スクロール
操作

タイム
アライメント

SD、USB音楽※8
MP3、WMA、AAC、
WAV、FLAC、Vorbis対応

VICS WIDE
対応
※4 ※5

文字拡大
表示

SD、USB動画※8
MPEG4-AVC/

H.264、WMV対応

タッチパネル

ステアリング
スイッチ 対応

VGA/LED
バックライト

高速道路
逆走注意喚起 車両連携 eco機能 セキュリティ

機能

バックモニター
（リヤビューカメラ）

※9
AM/FM

iPod（iPhone）
接続
※6 ※7

ETC・ETC2.0
（ナビ連動）

Bluetooth®
対応

オーディオ※3

ドライブ
レコーダー
（ナビ連動）

【その他のオプション】

ETC2.0 車載器（ケンウッドナビ連動専用）　￥37,800 ［￥31,000＋ ￥4,000］08687F9002
ETC2.0 車載器通信ケーブル K1　￥4,428 ［￥4,100］08290F9017
ETC取付キット　￥702 ［￥650］08689F1000

ETC 車載器（ナビ連動モデル）　￥20,520 ［￥15,000＋ ￥4,000］H5012K6000＊1
ETC 車載器通信ケーブル K1　￥3,564 ［￥3,300］08290F9016
ETC取付キット　￥702 ［￥650］08689F1000

ドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動専用） ￥35,640 ［￥26,000＋ ￥7,000］08671F9008＊1
16cmスピーカー（ハイグレード）（パイオニア）￥28,080［￥21,000+ ￥5,000］ 08601F9016

本体 ¥34,020
［¥27,500＋ ￥4,000］ 08687F9007

ETC2.0 車載器通信ケーブルP3
¥4,428［¥4,100］ 08290F9021

ETC取付キット¥702［¥650］ 08689F1000

本体 ¥37,800
［¥31,000＋ ￥4,000］ 08687F9002

ETC2.0車載器通信ケーブルK1
¥4,428［¥4,100］ 08290F9017

ETC取付キット¥702［¥650］ 08689F1000

本体 ¥20,520
［¥15,000＋ ￥4,000］ H5012K6000

ETC車載器通信ケーブルP2
▲パイオニアナビのみ必要
¥4,644［¥4,300］

08290F9018

ETC車載器通信ケーブルK1※1
▲ケンウッドナビのみ必要
¥3,564［¥3,300］

08290F9016

ETC取付キット¥702［¥650］ 08689F1000

本体 ¥13,500［¥10,500＋ ￥2,000］ 08634F1004
バックモニター変換ケーブル
▲バックモニターを接続するのに必要
¥1,080［¥1,000］

08541F1002

本体 ¥28,080［¥21,000＋ ￥5,000］ 08601F9016

本体 ¥14,472
［¥9,400＋ ￥4,000］ 08685F9029

ETC取付キット¥702［¥650］ 08689F1000

本体 ¥35,640［¥26,000＋ ￥7,000］ 08671F9010
ドライブレコーダー接続ケーブルP1　¥1,674［¥1,550］ 08672F9003

本体¥35,640［¥26,000+ ￥7,000］ 08671F9008 本体¥34,560［¥25,000+ ￥7,000］ 08671F9009

＊GPS付。

＊GPS付。 ＊ETC車載器（ナビ連動モデル）との共着不可。 ＊GPS付。

ドライブレコーダー機能一覧
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