
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。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2014年7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事があります。●ナビゲーションの地図データや、VICS道路情報を活用するために地図データ上に貼られたVICSリンクは、調査・作成の時期・
方法により現状と異なる場合があります。使用に際しては実際の交通規制や道路状況に従ってください。●VICSは財団法人道路交通情報通信システムの商標です。●iPod、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。●記載のデータは測定条件等により異なる場合があります。●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。●各画面は
ハメコミ合成です。●写真のナンバープレートはすべて合成です。●撮影用の小物は商品には含まれません。●掲載のイラストはイメージ図です。●インターネットやナビのネット連動機能の契約・登録はお客様のご手配となります。●商品の取付けはスバル特約店、
またはスバル特約店が指定した販売店でお願いします。●その他、詳しくは販売店にお問い合わせください。

注文番号：b0111429スバル部品用品本部 国内部品部（2014.07）

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”。

Child seat 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。

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

※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。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。

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.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

SUBARUオンラインショップ

2014.07～

N A V I & A U D I O
A C C E S S O R I E S

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

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

UNIVERSAL

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

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

ISO FIXベビーシート　¥37,800
〈全車〉 F4107YA070 ［¥35,000］

ISO FIXチャイルドシート　
¥59,400
〈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　¥38,880
〈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 ●付属のインナークッションを使用

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。

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  ¥34,560
〈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。

ISO FIX 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）
￥37,800
〈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。

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

工具＆タイヤゲージセット ￥3,024
〈全車〉SAA1031200［¥2,800］

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） ¥2,700/¥3,780
〈ディーラーOPナビ用（クラリオンナビを除く）〉
 SAA3220090/080（ケンウッド彩速ナビはSAA3220093/083）
［¥2,000/¥3,000＋　¥500］
 ※機種により若干隙間があく場合があります。

パンク応急補修キット  ￥10,800
〈全車〉SAA2130000［¥10,000］

エマージェンシーサポートキット  ￥19,224
〈全車〉SAA1020010［¥17,800］

PHOTO：ブルーライトカット



Base kit 
for CUSTOM

& more

Fullseg Navi 【P10-11】

Plating 【P6】

フロアカーペット
ブラック

パール・ホワイトⅢA4 B0 ブライトシルバー・メタリック C0 ブラック・マイカメタリック D8 プラムブラウンクリスタル・マイカW1 アーバンナイトブルークリスタル・メタリック

ベースキット 品番［税抜き価格内訳］スプラッシュボード
リヤ

ドアバイザー
（４枚）

ナンバープレート
ベース（2枚）

2WD

2WD寒冷地仕様

AWD

2WD

2WD寒冷地仕様

AWD

●

●

●

●

●

●

ナンバープレート
ロック

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

カスタム

カスタム

P0047K1110##［¥38,000＋　¥4,500］

P0047K1111##［¥38,000＋　¥4,500］

P0047K1112##［¥38,000＋　¥4,500］

P0047K1120##［¥88,000＋　¥13,500］

P0047K1121##［¥88,000＋　¥13,500］

P0047K1122##［¥88,000＋　¥13,500］

単品合計価格

¥51,300

¥51,300

¥51,300

¥125,820

¥125,820

¥125,820

キット価格

¥45,900
¥45,900
¥45,900
¥109,620
¥109,620
¥109,620

●

●

●

●

●

●

フロントバンパー
スカート

●

●

●

ルーフスポイラー
（大型）

●

●

●

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。

スタイリングのマストアイテム、
スカート＆スポイラーもお得にセット。
好評のベースキット。

ルーフスポイラー（大型） ￥41,040
〈ルーフスポイラー標準装備車〉 
E7247K1200##［¥32,000＋　¥6,000］
＊標準装備のハイマウントストップランプを流用します。
＊標準装備のルーフスポイラーとは形状が異なります。

フロントバンパースカート ￥33,480
〈カスタム〉E2447K1050##［¥28,000＋　¥3,000］

フロアカーペット（ブラック・2WD用4枚／AWD用5枚）  
￥15,120
〈全車〉 
J5047K1300BK（寒冷地仕様は J5047K1200BK、AWDは J5047K1100BK）
［¥13,500＋　￥500］ ※他のマット類と共着不可。

ナンバープレートベース ￥2,160
〈全車〉J1047K1300［¥2,000/1枚］
＊字光式ナンバーと共着不可。

ナンバープレートロック ￥3,780
〈全車〉J1077YA001［¥3,500］
＊ロックボルト４個、キー、レンチのセット。マックガード社製。
＊字光式ナンバーと共着不可。

スプラッシュボードリヤ ￥7,560
〈カスタム〉 J1047K1604##［¥6,000＋　￥1,000］

ドアバイザー（4枚） ￥20,520
〈全車〉 F0047K1200［¥16,000＋　￥3,000］

サイドドアモール ￥39,960 メッキドアミラーカバー ￥16,200

オーバーヘッド＆センターコンソール
イルミネーション ￥48,600

Panel 【P7】

インパネパネル（カーボンタイプ） ￥39,960

カロッツェリア楽ナビ（ワイド）  ￥167,400 ＋ 別売取付品 ￥5,724（オーディオレス車以外は ￥8,155）

運転中に細かいアイコンに
タッチしなくても、したいこと
が手振りで伝わるノータッチ
操作の楽ナビが、ワイド化で
本体スイッチも使いやすく。
AV機能やかんたん地図更新
も魅力の人気モデルです。

品番末尾の##は、このカラーコードに対応しています。

llumination 【P7】

ベースキット

ベースキット
コンプリート

Rearview camera 【P8】 

リヤビューカメラ（C-MOS） 
￥28,080
クラリオンナビは ￥30,240

ケンウッド彩速ナビ ￥183,600 ＋ 別売取付品 ￥6,070（オーディオレス車以外は ￥8,500）

スマホ&ナビの音声操作やコードレ
ス映像再生、SDXCビデオにも対
応。タブレット感覚のクイックな操
作性に、鮮やか画質や音響性能も
魅力の"彩速ナビ"最上級モデル。

2 3



Base kit 
for L / L Special

& more

Oneseg Navi【P10-11】

Roof spoiler 【P6】 Fog Iamp 【P9】 

フロアカーペット
アイボリー 品番［税抜き価格内訳］スプラッシュボードナンバープレート

ベース（2枚）
ドアバイザー
（４枚）

2WD

2WD寒冷地仕様

AWD

●

●

●

ナンバープレート
ロック

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ｌ／L Special
P0047K1100##［¥43,000＋　¥6,500］

P0047K1101##［¥43,000＋　¥6,500］

P0047K1102##［¥43,000＋　¥6,500］

単品合計価格

¥59,940

¥59,940

¥59,940

キット価格

¥53,460
¥53,460
¥53,460

●

●

●

カーライフのマストアイテムを、
スタイリッシュに装う。
お得なベースキット。

フロアカーペット（アイボリー・2WD用4枚／AWD用5枚）  
￥15,120
〈全車〉J5047K1300IV（寒冷地仕様は J5047K1200IV、AWDは J5047K1100IV）
［¥13,500＋　￥500］ 
※他のマット類と共着不可。

ナンバープレートベース ￥2,160
〈全車〉J1047K1300［¥2,000/1枚］
＊字光式ナンバーと共着不可。

ナンバープレートロック ￥3,780
〈全車〉J1077YA001［¥3,500］
＊ロックボルト４個、キー、レンチのセット。マックガード社製。
＊字光式ナンバーと共着不可。

スプラッシュボード ￥16,200
〈Ｌ／L Special〉 J1047K1600##［¥12,000＋　￥3,000］

ドアバイザー（4枚） ￥20,520
〈全車〉 F0047K1200［¥16,000＋　￥3,000］

ルーフスポイラーキット（大型） ￥45,360 フォグランプキット ￥50,220
＊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保証対象外）。

Seat cover 【P7】

シートカバー（アイボリー） ￥28,080

Panel 【P7】

インパネパネル（ウッドタイプ） ￥39,960

ナンバーのエッジをしっかりガードし、
スタイリングのアクセントにも。
盗難防止ボルトも用意しています。

走行中のタイヤの泥はねを抑え、
自分のクルマを汚さないだけでなく、
歩行者や後ろのクルマにも迷惑を
掛けにくいクルマのエチケットです。

丈夫で汚れにくいカーペット。
運転席はヒールパッドと
ズレにくい固定フック付で、
ペダル操作も安心です。

雨の日でも窓を少し開けて、
こもりがちなクルマの空気をサッと入れ替え。
快適な室内を保ちます。

E7 ライトローズ・マイカメタリックパール・ホワイトⅢA4 B0 ブライトシルバー・メタリック C0 ブラック・マイカメタリック D8 プラムブラウンクリスタル・マイカ

ベースキット

品番末尾の##は、このカラーコードに対応しています。

Rearview camera 【P8】 

リヤビューカメラ（C-MOS） 
￥28,080
クラリオンナビは ￥30,240

クラリオンSDナビ ￥95,040 ＋ 別売取付品 ￥4,450（オーディオレス車以外は ￥6,880）

多彩なiPhone/Android連携
アプリをインストールでき、
DVDやmicroSDの前面ス
ロットも便利。パネル操作も
スマホ感覚の新世代エント
リーナビです。

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。4 5



MORE STYLISH MORE COMFORT

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。

PHOTO:旧型車

靴などをしまっておける、助手席下の防水トレー。

シートアンダートレー  ￥7,560
〈カスタムには標準装備〉
 J2048K1000［¥4,000＋　¥3,000］
＊ハイヒールやブーツなど背の高い靴は収納できません。
＊積載は2kgまで。内寸：縦300×横230×深さ90mm
＊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。

部分撥水加工のフルカバーで、子供とのレジャーやお買い物も安心。

シートカバー（アイボリー／ブラック） ￥28,080
〈全車〉 アイボリー：F4147K1211IV（リヤアームレスト車は F4147K1201IV）、
ブラック：F4147K1211BK（リヤアームレスト車は F4147K1201BK）［¥23,000＋　¥3,000］

落ちついた風あいの合成皮革カバー。

本革調シートカバー ￥51,840
〈全車〉 F4147K1321（リヤアームレスト車は F4147K1311）
［¥45,000＋　¥3,000］

ルクラの大きなシートが、さらにポカポカ快適に。
快適温度が違う女性やお年寄りにもうれしい。

シートヒータークッション（アイボリー／ブラック） 
￥27,000
〈全車〉アイボリー：F4147K1500IV、ブラック：F4147K1500BK
［¥25,000／1席分］
＊前席1席分のみ使用可。 ＊合成皮革製、汎用色。
＊サーモスタットは30℃を下回るとON、40℃を超えると
　OFFに設定されています。

フロアカーペット【p3、p5】とおそろいで。
ラゲッジカーペット（アイボリー／ブラック） ￥6,696
〈全車〉 アイボリー：J5047K1400IV、ブラック：J5047K1400BK［¥6,200］

髪がふれる所だけカバー。
手軽に外せて
クリーニングにも出しやすい。

ハーフカバー ￥16,200
〈全車〉F4147K1400（リヤアームレスト車は
  F4147K1410）［¥14,000＋　¥1,000］
＊シート上部だけをカバーするため、
　アームレストカバーは付きません。

３色から選べて使い方いろいろ。インパネ下の着脱式ソフトトレー。

クリーンボックストレー  ￥3,132
〈全車〉 ピンク：J2047K1000、ブルー：J2047K1010、ネイビー：J2047K1020［¥2,900］

８つの発光色を楽しめる、上下コンソールのイルミネーション。自動切替も2モード付。

オーバーヘッド＆センターコンソールイルミネーション ￥48,600
〈オーバーヘッド＆センターフロアコンソール装着車〉 H2047K1010［¥36,000＋　¥9,000］
＊走行中の自動切替モード使用は控えてください。 
＊センターフロアコンソールに付属する後席側の発光部は、標準仕様の青色発光のままです。

オフディレイ（残照）付きで夜間降車時も便利。

ドアハンドルイルミネーション（2個） ￥12,420
〈全車〉 H2047K1000［¥7,500＋　¥4,000］
＊２セット４個買い揃えて前後席に付ける事もできます。
＊パワーウインドゥスイッチ照明と連動。
  イグニッションＯＮで点灯し、ＯＦＦにしてしばらくすると消灯します。 
＊発光色は青色のみ。

　 オーバーヘッド＆センターコンソール ￥30,240
〈オーバーヘッド＆センターフロアコンソール装着車〉
ウッドタイプ：J1347K1300、カーボンタイプ：J1347K1310、
ピアノブラック：J1347K1320［¥26,000＋　¥2,000］
＊オーバーヘッド＆センターコンソールイルミネーションと共着する場合、
  このパネルは最後に取り付けてください。

ウッディなバーズアイメイプル、クールなカーボンメッシュ、そして艶やかな光沢のピアノブラック。キャビンの雰囲気が劇的に変わる、3つの樹脂パネル。

ウッドタイプパネル／カーボンタイプパネル／ピアノブラックパネル

 　ドア ￥36,720
〈全車〉 
ウッドタイプ：J1347K1200、
カーボンタイプ：J1347K1210、
ピアノブラック：J1347K1220
［¥32,000＋　¥2,000］

　  インパネ ￥39,960
〈全車〉 ウッドタイプ：J1347K1100、カーボンタイプ：J1347K1110、
 ピアノブラック：J1347K1120［¥35,000＋　¥2,000］
＊オーバーヘッド＆センターコンソールイルミネーション、
  ETC、フォグランプキット、ボイスコーナーセンサーと共着する場合、
  このパネルは最後に取り付けてください。
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白はエントリー
イルミネーション

PHOTO 左下：Ｌ シートカバー（アイボリー）、ウッドタイプパネル（インパネ・ドア）、ドアハンドルイルミネーション、クラリオンSDナビ、ベースキット装着車
右下：R Limited カーボンタイプパネル（インパネ・ドア・オーバーヘッド＆センターコンソール）、ドアハンドルイルミネーション、フットランプ、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。 ＊各パネルは貼付タイプ。

サイドショルダーモール  ￥25,920
〈全車〉 J1047K1000［¥20,000＋　¥4,000］ ＊PVC製

サイドドアモール  ￥39,960
〈全車〉 J1047K1020［¥34,000＋　¥3,000］ ＊樹脂製

メッキドアミラーカバー  ￥16,200
〈カスタム〉 J1047K1050［¥14,000＋　¥1,000］ ＊樹脂製

サイドシルプレートセット（1台分4枚） ￥16,200
〈全車〉 E1047K1300［¥13,000＋　¥2,000］

ドアを開けると現れる、
ステンレス製保護プレート。
前席左右にSUBARUオーナメント付き。

フロント

リヤ

リヤショルダーモール  ￥9,180
〈全車〉 J1047K1015［¥7,000＋　¥1,500］ ＊PVC製

あなたのルクラは、もっと快適。ほんとうのルクラは、もっとグラマラス。

ルーフスポイラーキット（大型） ￥45,360
（ルーフスポイラー標準装備車は 
  ルーフスポイラー（大型） ￥41,040）
〈全車〉E7248K1500##［¥36,000＋　¥6,000］
（ルーフスポイラー標準装備車は E7247K1200##［¥32,000＋　¥6,000］）
＊ルーフスポイラー標準装備車は標準装備のハイマウントストップランプを流用します。
＊品番末尾の##にはカラーコード【p2・p4】が入ります。
＊標準装備のルーフスポイラーとは形状が異なります。

フロントバンパースカート  
￥33,480
〈カスタム〉E2447K1050##［¥28,000＋　¥3,000］
＊品番末尾の##にはカラーコード【p2】が入ります。

PHOTO 左：Ｌ 2WD車 サイドショルダー／サイドドア／リヤショルダーモール、ルーフスポイラーキット（大型）、ベースキット装着車
　　　　右：ＲＳ メッキドアミラーカバー、サイドショルダー／サイドドアモール、ベースキットコンプリート装着車

PHOTO：カーボンタイプ
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いつでも快適に走りだす。

天気も季節も、選ばない。

エアクリーンフィルター　￥4,752
〈全車〉G3045K1000［¥3,900＋　￥500］

●標準装備のクリーン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。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

停めてた
クルマの中って、夏

は

暑いし冬は寒いし
…そんな時

にうれしいのがリ
モコンエンジンス

ターター。クルマか
ら離れた家の中か

らも

エンジンを掛けら
れるので、エアコ

ンが

設定されていれば
乗りこむ頃には快

適温

度に。エンジンの
暖気運転にもなり

、人も

クルマも快調に走
りだせます。エアコ

ンの

嫌なニオイを抑え
るフィルターも、定

期

的に交換しておき
たいアイテム。花

粉やホコリも効果
的に防いで、

いつでも快適な
車内を

保ってくれます。

晴れた日

だけじゃないから・
・・・

夜、雨、霧、雪、そん
な時も安心して

走れるアイテムを揃
えておけば、行動範

囲も広がります。霧
や山道に強いフォグ

ランプ

（カスタムは標準装
備）は、被視認性を高

めスタイ

リングのアクセントに
もなる、ぜひ装着して

おきたい

アイテム。濡れても
見やすい親水ドアミ

ラーなら、

おろそかになりがち
な雨の後方確認も

バッチリ。

ワイパーが凍りにくい
ウィンターブレードも

、冬に

備えて用意しておき
たいですね。さらに

防水

マット類も揃えま
した。季節や天気

を

選ばない軽やかな
フットワークで、

四季のカーライフを
思い切り

楽しんでください
。

エンジン＆エアコンを
あらかじめＯＮ！

リモコンエンジンスターター ¥49,248
（キーレスアクセス＆スタート装着車は ¥63,504） 
〈2WDの寒冷地仕様車とAWD車〉 H0047K1100［¥36,000＋   ¥9,600］
（キーレスアクセス＆スタート装着車は H0047K1000［¥48,000＋   ¥10,800］）

●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
＊販売店でのセッティングが必要　＊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キーレスアクセス等の
　作動範囲が狭くなることがあります。
＊エンジンの始動/停止を専用リモコンで確認可。
＊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。

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。

フロント リヤ

インジケーター

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。

ガラス破砕先端部

シートベルトカッター

炭酸ガスボンベ

ホルダー

乗る人のフットワークも軽くなる。

停めたあとも安心。

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。 消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）   
￥6,480
〈全車〉 M0077YA050［￥5,500＋　¥500］

ボディカバー　￥17,280
〈全車〉 M0047K1000［¥16,000］

●フェンダーコントロールは収納してご使用ください。
●（財）日本防炎協会認定の生地を使用。

ナンバープレートロック　￥3,780
〈全車〉 J1077YA001［¥3,500］

●ロックボルト４個、キー、レンチのセット。マックガード社製。
●字光式ナンバーと共着不可。

ホイールロックセット　￥7,560
〈アルミホイール装着車〉 B3277YA005［¥6,000＋　￥1,000］

●ロックナット４個、キーのセット。マックガード社製。

カーロック  ￥48,600
〈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。

ナビゲーションロックボルト　￥3,240
〈ディーラーOPオーディオ装着車〉 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かかります。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。

ボイスコーナーセンサー（4コーナー）
￥70,200
〈全車〉 H4842K1010［¥52,000＋　￥13,000］

●時速10km以下になると、四方の障害物への接近距離をブザー（音量調整可）と
　インパネ上面右側のインジケーター（ブザー音と同じ間隔で点滅/点灯）で知らせます。
●どの方向に接近しているかは音声（「左前です」「右側です」「後方です」「周辺です」等）と
　インジケーターで知らせます。
●OFFスイッチ付。パーキングブレーキ使用中もOFFになります。

イグニッションキー照明  
￥8,640
〈全車〉 H7047K1100［¥5,000＋　￥3,000］

●ルームランプ連動。ドアを開けるとキー挿し込み口が
　点灯し、ドアを閉めてもしばらく点灯し続けます。
＊バルブ部は消耗品のため純正保証対象外。

ドアミラーオートシステム  
￥16,200
〈全車〉 H2747K1000［¥12,000＋　¥3,000］

●キーレスアクセスまたはリモコンキーでドアを
　施錠するとミラーを畳み、解錠するとミラーが開きます。
●ドアミラーで後方確認しながら降車でき、キーレスの
　作動確認にもなります。

フェンダーコントロール（マニュアル）  ￥11,880
〈全車〉 H4447K1000（カスタムは H4447K1002）［¥8,000＋　￥3,000］

●縦列駐車などの際に、左前方の障害物との距離がつかみやすくなります。
●夜間はライトと連動して先端のブルーLEDが点灯します。
●手動伸縮式

コーナーセンサーリヤ ￥36,720
〈全車〉 H4842K1050［¥28,000＋　￥6,000］

●ギヤをリバース（Ｒ）に入れると、リヤ左右の障害物への接近距離をブザー（音量調整可）で知らせます。

ステッカー

駐車の時だけ、

運転かわって欲し
い・・・

そんな時、見え
にくい後方に

カメラが、距離感の
つかみにくい左前

に

ポールが、そして
四方の障害物に対

する

センサーがあれば
、ニガテな駐車が楽

しくなる

かも。停めたクルマ
から降りるときは、

ドアロック

すると自動で畳め
るドアミラーがあ

れば、ミラー

で後方を確認しな
がら降りて、ミラー

の動きで

ロック忘れも確認
できます。帰りは

夜になる

かも知れないけ
れど、ドアを開

けると

足もとやキー挿し込
み口を照らすランプ

も

用意。駐車と乗り
降りがラクだと、

ドライバーのフッ
トワークも

軽くなります ね
。

クルマって、

停めてる時間のほ
うが

長いよね・・・夜間や
買いもの中

など、クルマに目の
とどかない時間は

けっこう長いもの。
車両に装備された

防犯

装置にくわえ、ナン
バープレート・ホイ

ール・

ナビ＆オーディオに
、付属の専用キーが

ないと

外すのが困難な防
犯ボルト/ナットを

付けて

おけばパーツまで
安心。アルミホイー

ル装着

車用のカーロックも
用意しています。ル

クラ

専用のボディカバー
はデザインもサイズ

もぴったりで、雨
ざらしの駐車場

でも大丈夫。安心
しておや

すみなさいz z z

＊1：コーナーセンサーリヤは約60～40cm。
※表の接近距離は目安。障害物の形状や大きさ、材質のほか各種条件により、
　感知距離／角度内でも感知できない場合があります。
※後退時は必ず後方を目視してください。
※センサー色はブラックのみ。ボディ同色ではありません。 

フットランプ  ￥17,280
〈全車〉 H7047K1000［¥12,000＋　¥4,000］

●スモールランプに連動し、走行中の前席足もとを
　柔らかく照らします。
●ドアを開けると明るさを増し、夜間の乗り降りをサポート。
●ブルーLED照明
＊フロアイルミネーション装着車は交換取付。

PHOTO：キーレスアクセス＆スタート装着車動作イメージ

誤発進警告ロゴ付
カーロックケース

PHOTO：フォレスター PHOTO：インプレッサ

※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。

接近距離
約50～40cm
約40～20cm
約20cm以下

ブザー音
ピッピッピッ
ピピピ

ピー（連続音）

＊1

＊写真の発光色はイメージ。実際の見た目とは異なる場合があります。

※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。

リヤビューカメラ（C-MOS） 
￥28,080（クラリオンナビは ￥30,240）
〈ディーラーOPナビ装着車〉 
H0047K3200［¥17,000＋　￥5,000］＋カメラカバー H0047K3201##［￥3,000＋　￥1,000］
（クラリオンナビは カメラ接続ケーブル SAA3220113［￥2,000］が必要です）

●ギヤをリバース（R）に入れると、死角になりやすい後方を自動でナビ画面に表示。
●画像反転機能によりバックミラーに近い感覚で後方確認ができます。 
●約30万画素C-MOSカメラ。画角：水平約133°／垂直約100°

＊品番末尾の##にはカラーコード【p2,p4】が入ります。
※バックギヤに入れた時のみ作動します。※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。 ※ガイドライン表示可（ステアリング
連動ガイド機能はありません）。 ※画面はハメコミ合成イメージです。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、
接続するナビ等や車種/共着オプションにより異なります。 ※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。泥等で汚れた場合は拭いて
ください。※カメラの映し出す範囲は限られています。必ず前後左右を目視確認してください。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。 ※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。 ※SUBARU純正ナビ・オーディオ・
運転支援カメラの本体保証は、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）。
　

フェンダーコントロール

MORE USEFUL

ウィンターブレード 
運転席 ￥2,808／助手席 ￥2,376／リヤ ￥2,484
〈全車〉 運転席：H6542K1001［¥2,600］、
助手席：H6552T1011［¥2,200］、リヤ：H6577F1100［¥2,300］

●ゴムが凍結硬化しにくく、フロントガラスにしなやかにフィット。
●降雪時の作動がスムーズなグラファイトコーティング。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

フォグランプキット ￥50,220
〈カスタムは専用フォグランプ標準装備〉 
H4548K1100##［¥38,000＋　￥8,500］
＊H8・12V/35Wハロゲンフォグランプ
＊品番末尾の##にはカラーコード【p4】が入ります。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万ｋｍのいずれかを
  超えるまでとなります（バルブ部は消耗品のため対象外）。 親水ドアミラー ￥12,960

（ヒーテッドドアミラー付車は ￥13,716）
〈全車〉 J2747K1000［¥11,000＋　￥1,000］

（ヒーテッドドアミラー付車は J2747K1010［¥11,700＋　￥1,000］）

●雨滴を膜のように鏡面になじませて、視界を妨げる水滴を目立たなくします。
＊ホルダー部から交換取付。

水がこぼれにくいトレー形状。

取付前

PHOTO：プレオ

※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。

トレーマットセット ￥13,500
〈全車〉 J5047K1520（寒冷地仕様は 
 J5047K1510、AWDは J5047K1500）
［¥12,000＋　¥500］ ※他のマット類と共着不可。

ラゲッジトレーマット　￥8,640
〈全車〉 J5047K1000［¥8,000］

●防水性の高い縁高トレー形状。 ＊樹脂製。
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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。

最新の地デジ対応ナビから、インテリアの印象も変わる個性派オーディオまで。 ３年６万km保証の純正ナビ＆オーディオ・ラインナップ。

クラリオン 2DIN USB/CDレシーバー
￥30,240 ＋ 別売取付品 ￥1,210（オーディオレス車以外は ￥3,640）

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） ￥25,380
〈６スピーカー車を除く。フロントドア用〉
■ H6318F1000［￥20,000＋    ￥3,500］

スピーカー2個セット（スタンダード） ￥12,420
〈６スピーカー車を除く。フロントドア用〉
■ H6341K1000［￥8,500＋    ￥3,000］

アナログ
音声入力AM/FM 35W×4

SUBARU AUDIO インテグレーテッドCDプレーヤー ￥21,600 ＋ 別売取付品 ￥1,080 
〈Lにはオーディオレス車を除き標準装備〉

■H6247K1501［￥17,000＋　￥3,000］  
●オーディオ取付キット H6248K1900［¥1,000］

スピーカー2個セット（スタンダード） ￥12,420
〈６スピーカー車を除く。リヤ用〉
■ H6341K1010［￥8,500＋    ￥3,000］

CD
-R/RW

ケンウッド 1DIN USB/CDレシーバー 
￥18,360 ＋ 別売取付品 ￥4,450（オーディオレス車以外は ￥6,880）

■H6219VA000［¥14,000＋　¥3,000］ ●ポケット H6248K1910［￥1,500］ 
●ナビ・オーディオブラケット 08606K2011［¥800］ ●エスカッション 86221B5010［¥160］×2個   
●ＡＶパネル（オーディオレス車は不要）55405B2120B0［¥2,250］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］

＊：iPodを接続するには iPodケーブル H0049KJ903 ￥2,160［￥2,000］が別途必要です。
※前面USBスロットは安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,160［￥2,000］でお使いください。

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

＊

■H6241K3500［￥25,000＋　￥3,000］ ●ナビ・オーディオブラケット 08606K2011［¥800］
●エスカッション 86221B5010［¥160］×2個  ●ＡＶパネル（オーディオレス車は不要）55405B2120B0［¥2,250］

※前面USBスロットは安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,160［￥2,000］でお使いください。

※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。

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
￥28,080 ＋ 別売取付品 ￥4,450（オーディオレス車以外は ￥6,880）

■H6219VA010［¥22,000＋　¥4,000］ ●ポケット H6248K1910［￥1,500］ 
●ナビ・オーディオブラケット 08606K2011［¥800］ ●エスカッション 86221B5010［¥160］×2個   
●ＡＶパネル（オーディオレス車は不要）55405B2120B0［¥2,250］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］

＊：iPodを接続するには iPodケーブル H0049KJ903 ￥2,160［￥2,000］が別途必要です。
※ケーブルUSBはグローブボックス内。 ※前面USBスロットは安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,160［￥2,000］でお使いください。
※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。

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

＊

7型ワイド
VGA＋LED

オープニング
SUBARU画面

タッチ
パネル

ボイス
コントロール

Bluetooth
ハンズフリー電話

ナビ連動
ETC

VICS
光・電波ビーコン

フルセグ
4アンテナ

Bluetooth
オーディオAM/FM

本体SSD
16GB

DVDビデオ
-R/RW

ＵＳＢ
ビデオ

DVD-VR
地デジ番組

SDビデオ
～2TB 50W×4本体SSD録音

CD
デジタル
音響演出

iPod
ビデオ

＊6
デジタル
映像入力

＊5

＊2

＊2

リヤビュー
カメラ

7型ワイド
VGA＋LED

タッチ
パネル

DVDビデオ
-R/RW

本体メモリー
16GB

ナビ連動
ETC

iPod
ビデオ

ＵＳＢ
オーディオ

＊5

Bluetooth
ハンズフリー電話

プローブ
渋滞情報

ネット連動
スポット探索

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 50W×4SDビデオ

～32GB
DVD-VR
地デジ番組

デジタル
音響演出

Bluetooth
オーディオ

アナログ
映像入力

＊4

＊2

カロッツェリア楽ナビ（ワイド）
￥167,400 ＋ 別売取付品 ￥5,724（オーディオレス車以外は ￥8,154）

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。
地図データ更新地図データ更新

2016年10月年10月までまで
地図データ更新

2016年10月まで

＊1

地図データ更新地図データ更新

3回分付回分付
地図データ更新

3回分付
＊1

ケンウッド彩速ナビ
￥183,600 ＋ 別売取付品 ￥6,070（オーディオレス車以外は ￥8,500）

■H0019VA001RR［¥155,000＋　¥15,000］ ●ナビ・オーディオブラケット 08606K2011［¥800］ ●エスカッション 86221B5010［¥160］×2個   
●ＡＶパネル（オーディオレス車は不要）55405B2120B0［¥2,250］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］

ナビ&スマートフォンを声で操り＊3、音楽・映像もワイヤレス。視認、操作、データ転送、すべてが小気味よい彩速ナビ。 Bluetoothでコードレス・ハンズフリー電話&音楽再生。前面とケーブル、2つのUSBも使える防塵デザインの多機能1DIN機。

iPhoneコントロールやAndroid楽曲再生など、スマートフォン対応も充実したコンパクトUSB/CD-Rデッキ。

印象的なシンメトリカルデザイン＆728色イルミ。前面USB/iPod/AUX端子、大型ノブなど操作性も抜群。

ルクラ専用のシンメトリカルなデザイン。CD-R/RW対応のインパネ一体オーディオ。

■H0018SG000RR［¥140,000＋　¥15,000］ ●ナビ・オーディオブラケット 08606K2011［¥800］ ●電源変換コードＢ H0077YA110［￥1,500］ 
●ＡＶパネル（オーディオレス車は不要）55405B2120B0［¥2,250］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］

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

本体SD録音
CD ＊2

VICS
光・電波ビーコン

＊3

リヤビュー
カメラ

クラリオンSDナビ 
￥95,040 ＋ 別売取付品 ￥4,450（オーディオレス車以外は ￥6,880）

■H0041K3002RR［¥79,000＋　¥9,000］ ●ナビ・オーディオブラケット 08606K2011［¥800］ ●エスカッション 86221B5010［¥160］×2個
●ＡＶパネル（オーディオレス車は不要）55405B2120B0［¥2,250］ ●ナビゲーションロックボルト H0077YA000［¥3,000］
＊1：フロントVTR接続ケーブル H0041K3920 ￥2,160［￥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¥12,960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￥4,320［￥3,000＋　￥1,000］/
 　MHLケーブル H0041K3910 ￥4,320［￥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。

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。

ETCキット（音声ガイド） 
￥18,252＊ 
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 ¥5,400［¥5,000］H0018AJ950 が別途必要。
＊ETC接続コードB ¥1,620［¥1,500］H0077YA140 が別途必要
 （ディーラーOP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） 
￥24,300
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］

ETCキット（音声ガイド） 
￥18,252＊ 
単独装着用
■H5012AJ004［¥12,900＋　¥4,000］
＊ETC接続コードB ¥1,620［¥1,500］H0077YA140 が別途必要
（ディーラーOPナビ、ケンウッドオーディオ装着車は不要）。

※インパネ上面に取付けます。

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

＊4＊3

※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。
※本体はステアリング右下の小物入れに、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。

VICS光・電波ビーコン ￥30,240
ケンウッド彩速ナビ用
■H0019AJ280［¥25,000＋　¥3,000］

VICS光・電波ビーコン ￥24,840
カロッツェリアナビ用
■H0018AG202［¥20,000＋　¥3,000］

＊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：VICS FM多重には標準対応。 
＊4：VTR接続ケーブル H0048K3910 ¥2,700［￥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 ¥3,240［￥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 ￥4,860［￥3,500＋　￥1,000］が、
     USBを同時に接続するには USB接続ケーブル H0018AJ921 ￥4,320［￥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。

＊1：2016年3月～2019年2月末日までの期間内に、ユーザー登録および2015/2016/2017年度版地図データのダウンロードが可能です。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：取扱説明書で指定の市販SDカードへも録音可。＊3：ナビ付属マイクでiPhone/Androidの音声操作機能の一部が使用可。Androidと専用
アプリでナビ本体の目的地設定も可能。 ＊4：VICS FM多重には標準対応。＊5：デジタル映像入力には HDMI接続ケーブル￥3,240［¥2,000＋　¥1,000］H0019VA900 または
MHL接続ケーブル¥4,320［¥3,000＋　¥1,000］H0019VA910 が機種に応じて別途必要です。＊6：iPodオーディオ・ビデオを使うには iPod接続ケーブル（ビデオ）¥3,780［￥2,500
＋　￥1,000］H0049K3900 が、iPodオーディオのみ使うには iPodケーブル（オーディオ）¥2,160［￥2,000］H0049KJ903 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、ケンウッド製ナビ MDV-Z701 と同様です（スマートループ、一部アプリ等には非対応）。

SUBARU純正ナビ・オーディオ・運転支援カメラの本体保証は、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）。

画面サイズは7型です。

画面サイズは7型です。

画面サイズは7型です。

AUDIO

SPEAKER

NAVI
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