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　◆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2021年11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。

注文番号： b0111550

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）。

〒150-8554 　東京都渋谷区恵比寿1-20-8　エビススバルビル　（2021.11）

www.subaru.jp

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。
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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。 02_03

Exterior

いつものスタイルに
遊びゴコロをプラス

エアロパック（　+　のセット）
￥78,320→￥58,520
［￥42,000＋ ￥11,200］
08130F2007##
＊スプラッシュボード（マッドガードフロント）との共着不可。

ドアミラーカバー（レッド /パールホワイト /ブラック・マイカメタリック）
￥10,340
［￥5,000＋ ￥4,400］
レッド：08400F2215D0
パールホワイト：08400F2215A4
ブラック・マイカメタリック：08400F2215C0
〈L スマートアシスト、G スマートアシスト〉
＊カバーのみの交換となります。交換時に取外した車両部品は再使用不可。
＊レッド（08400F2215D0）はボディ色のファイアークォーツレッド・メタリック（Y5/RT）とは異なります。
パールホワイト（08400F2215A4）はボディ色シャイニングホワイト・パール（A7/WH）とは異なります。

メッキパック（　+　のセット）
￥44,880→￥33,000
［￥25,200＋ ￥4,800］
08001F2009

フロントロアスカート
￥31,680
［￥22,000＋ ￥6,800］
08151F2058##

フードガーニッシュ（メッキ）
￥22,440
［￥18,000＋ ￥2,400］
08400F2208
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サイドストーンガード
￥46,640
［￥38,000＋ ￥4,400］
08150F2040##
＊スプラッシュボード（マッドガードフロント）との共着不可。
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バックドアガーニッシュ（メッキ）
￥22,440
［￥18,000＋ ￥2,400］
08400F2209
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03 04

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。）

A7 シャイニングホワイト・パール A6 ホワイトⅢ 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 F5 レモンスカッシュクリスタル・メタリック W6
スカイブルー・
メタリック W7スプラッシュブルー・メタリック Y5 ファイアークォーツ

レッド・メタリック

ドアミラー
ガーニッシュ（メッキ）
￥10,340
［￥7,000＋ ￥2,400］
08400F2210
〈L スマートアシスト、G スマートアシスト〉
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 ドアアウターハンドル
 （メッキ）（1台分）
 ￥27,500
 ［￥13,000＋ ￥12,000］
 08440F2029
 〈G スマートアシスト〉
 ＊4個セット。 ＊標準装備のアウターハンドルと交換取付。
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アルミホイールセット（14インチ・10本スポーク）
￥87,120［￥79,200（￥15,000＋ ￥4,800）×4 本］
08960F2014×4本
※ナット16個セット（￥1,650［￥1,500］08639F9000）が別途必要となります。
＊車両標準装備のアルミホイールに装着されているナットもご使用いただけます。

アルミホイール
（14インチ・クロス4本スポーク・ダークブルークリアタイプ）
￥65,120［￥59,200（￥10,000＋ ￥4,800）×4本］
08960F2030×4本
＊タイヤ脱着料込み。センターキャップ、エアバルブ付。
※ナット（￥1,650［￥1,500］08639F9000 1台分16 個セット）が別途必要となります。

アルミホイールセット（14インチ・ミニライト）（シルバー /ガンメタ/ホワイト）
￥104,720［￥95,200（￥19,000＋ ￥4,800）×4 本］
シルバー：08960F2005×4本　ガンメタ：08960F2006×4本ホワイト：08960F2007×4本 
＊ナット付。

シルバー ガンメタ ホワイト
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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。 04_05※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。

※写真は当該車両とは異なります。

ピアノブラック調

ピアノブラック調

ファインウッド調

ファインウッド調

センタークラスターパネル
（ピアノブラック調 /ファインウッド調）
＊貼付タイプ。
＊単体での販売はいたしておりません。

落ち着いた本革調にグレードアップ。
シートカバー
（本革調×ファブリックコンビタイプ）
（シートバックポケット付）
￥32,340
［￥25,000＋ ￥4,400］
08220F2558

撥水加工で、飲み物をこぼしても安心。
シートカバー（ダークグレー）
（ファブリック・撥水加工・シートバックポケット付）
全席分￥23,540
［￥17,000＋ ￥4,400］
08220F2552

Interior

インテリアを着替えて
室内もグレードアップ

ピアノブラック調

ファインウッド調
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リヤドアハンドルパネル
＊リヤドア取付用。　＊貼付タイプ。
＊単体での販売はいたしておりません。

09

インテリアパネルパック
フロント・リヤ
（07 + 08 + 09のセット）
￥41,140
［￥33,000＋ ￥4,400］
ピアノブラック調：
08170F2144〈L スマートアシスト〉
08170F2142〈G スマートアシスト〉
ファインウッド調：
08170F2145〈L スマートアシスト〉
08170F2143〈G スマートアシスト〉
＊貼付タイプ。
＊単体での販売はいたしておりません。

シート汚れキャッチマット
￥5,280 
［￥4,800］
08792F9000
＊1脚分。
＊チャイルドシート類の下に装着し、装着時の
汚れやキズ付きを防止する為のものです。

清潔感のあるデザイン。
ハーフカバー（レース）
￥10,780
［￥7,800＋ ￥2,000］
08220F2561

ドアオープンで点灯。
キー照明（LED・ブルー）
￥12,100
［￥5,000＋ ￥6,000］
08530F2012
〈F、F スマートアシスト、L スマートアシスト〉

撥水加工で、
飲み物をこぼしても安心。
防水シートエプロン
（フロント）（1脚分）
￥8,800
［￥8,000］
08223F5006
＊運転席のみ装着可。
＊写真は当該車両とは異なります。

パワーウインドゥスイッチパネル
（ピアノブラック調 /ファインウッド調）
＊フロントドア取付用。 ＊貼付タイプ。
＊単体での販売はいたしておりません。

08

ピアノブラック調 ファインウッド調



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。※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。 06_07

乗る人を光でお出迎え。
エントリーライト
￥21,120
［￥12,000＋ ￥7,200］
08560F2021
＊フロントピラー（運転席＋助手席）に取付。

スタイルのアクセントにも。
LEDフォグランプキット
￥37,400
［￥22,000＋ ￥12,000］
08580F2056
＊12V 5.4W。

ホワイトの光で
クールな顔つきに。
LEDホワイトバルブ
（ポジションランプ用）
￥7,700
［￥5,000＋ ￥2,000］
08569F9011〈F、F スマートアシスト〉
＊ウェッジ球タイプ 2個。
＊標準装備のポジションランプバルブ
と交換取付となります。

ホワイトの光で視認性を向上。
SRホワイトバルブⅢ
（ヘッドランプ用）
￥7,260
［￥4,600＋ ￥2,000］
08569F9005〈F、F スマートアシスト〉
＊H4 12V 60W/55W。 ＊標準装備のヘッドランプ
バルブと交換取付となります。 ＊標準バルブと比べ
て寿命は短くなります。
＊SUBARU純正保証はありません。

SRホワイトバルブⅢ

通常のバルブ

Illumination

夜のドライブに
もっと愉しい彩りを

12

夜間、足もとをブルーの光で演出。
フロアイルミネーション（2モードタイプ）
￥20,680
［￥12,000＋ ￥6,800］
08521F2020
＊照明色ブルー。

ブルーの光で室内をコーディネート。
カップホルダー＆センターフロアトレー
イルミネーション
￥20,130
［￥7,500＋ ￥10,800］
08521F2021
＊照明色ブルー。

手元をブルーに照らします。
ドアハンドルイルミネーション
￥14,850
［￥7,500＋ ￥6,000］
08526F2017
＊照明色ブルー 。 ＊ドア2枚分。　
＊全てのドアに装着する場合は2セット必要です。

12

イルミネーションパック
（　+　+　のセット）
￥55,660→￥49,720
［￥21,600＋ ￥23,600］
08520F2045

10 10

11

11

1210 11

フロアイルミネーション （2モードタイプ）動作パターン

ドアクローズ（夜間）
約15秒後に減光し、ス
モールランプに連動し
て淡く点灯し続けます。

ドアオープン LEDが明るく点灯。

ドアクローズ（昼間）
約15秒後に車両ルーム
ランプ消灯と同時に消灯
します。（残照機能付）

ドアオープン時

交換後

交換前



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。 08_09

サクラ

メタル

フローラル

ピュアピンク

ポップ

ゴールド

シート下の空間を収納に利用できます。
助手席シートアンダートレー
￥10,560
［￥3,600＋ ￥6,000］
08262F2012
＊耐荷重 2kg。

16 17   

走行中に手元を支えます。
格納式アシストグリップ（後席）
￥4,400
［￥2,000＋ ￥2,000］
08633F2003
＊後席用。　＊2個セット。　＊乗降時やシートから立ち上がる時な
どに使用しないでください。重い物を掛けたり過度の負荷をかけな
いでください。破損のおそれがあります。     

運転席から手の届きやすい、多機能なポケット。
シートマルチバッグ
￥5,500［￥5,000］08256F2001
＊インナーポケット付。　＊助手席の背面に取付。
＊装着時は助手席には乗車できません。

スマホや小物が滑り落ちにくい、便利なマット。
シリコンマット
￥5,500［￥5,000］08251F2025
＊インパネロングアッパートレー部（助手席）2枚＋
センターフロアトレー部1枚、合計3枚セット。

乗降時の傷つきからボディを守ります。
サイドシルプレート（フロント )
￥8,800
［￥6,000＋ ￥2,000］
08260F2028
＊1台分2枚セット。 ＊ステンレス製。

キーも自分らしく着せ替え。
キーカバー
￥2,200［￥2,000］R0047K600#〈G スマートアシスト〉
＊キー 1個分2枚セット。　＊交換タイプ。6種類から選択可能。
＊品番末尾の #には以降の色番号が入ります。
（サクラ：0、 フローラル：1、 ポップ：2、  メタル：3、 ピュアピンク：4、 ゴールド：5）
＊SUBARU純正保証はありません。

Utilit y

いろいろ使えるから
居心地もアップ

13

「夏の炎天下の暑さ、冬の朝の冷たさを和らげる表皮」
クオーレモジュレ採用の高機能ステアリングカバーです。
ステアリングカバー（高機能タイプ・ブラック）
￥7,260［￥5,400＋ ￥1,200］08460F9000
＊クオーレモジュレⓇはセーレン株式会社の登録商標です。　＊写真は当該車両と異なります。
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携帯電話やゲーム機器などの充電が可能です。
AC100V電源
￥29,260 ［￥19,800＋ ￥6,800］08676F2015
＊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。
＊AC100V電源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。 ＊USBチャージャーと前後方録画対応ドライ
ブレコーダーとの共着不可。  ＊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。

握りやすい本革仕様。
本革シフトノブ
￥7,920
［￥6,000＋ ￥1,200］
08466F2006
＊標準装備のシフトノブと交換取付となります。

20

目を惹くワンポイントドレスアップ。
スタートボタンカバー（レッド）（ブルー）
￥2,420
［￥1,000＋ ￥1,200］
レッド：08161F2002　ブルー：08161F2003
〈G スマートアシスト〉
＊貼付タイプ。 ＊写真は当該車両と異なります。

21

20

14

15

閉 開

カップホルダーにセットして使える
灰皿です。
アッシュトレー
￥990 ［￥900］08623F9000

交換前

ブルーレッド

フロントシート付近を照らします。
マップランプ（LED・ホワイト）
￥14,740
［￥9,000＋ ￥4,400］
08528F2047
＊ルームランプ（LED・ホワイト）とは照明色の色味が異なります。

スマホの急速充電にも対応する、
高出力仕様。
USBチャージャー（フロント用）
￥8,140［￥3,000＋ ￥4,400］08676F2021
＊AC100V 電源と前後方録画対応ドライブレコーダーとの共着不可。 
＊2.1A。1口。

装着点灯時 装着前 交換前 交換後

車内をいつでも爽やかな空間に。
クリーンエアフィルター（高機能タイプ）
￥3,300［￥3,000］SAA3330008
＊標準装備のクリーンエアフィルターと交換取付となります。

室内全体を明るく照らします。
ルームランプ（LED）
￥3,740
［￥2,200＋ ￥1,200］08528F5009
＊舟型球タイプ1個。
＊マップランプ（LED・ホワイト）とは照明色の色味が異なります。
＊プラズマクラスター搭載ルームランプ（LED）との共着不可。
＊写真は当該車両と異なります。

SAA ＊スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】

夜間作業時も手元が見やすく、安心です。
ラゲージルームランプ（LED・ホワイト）
￥18,040
［￥8,000＋ ￥8,400］
08527F2013

作動イメージ ルームランプ点灯

車内環境を快適に保ちます。
プラズマクラスター搭載ルームランプ（LED）
￥25,960［￥20,000＋ ￥3,600］08520F9000
＊ルームランプ（LED・ホワイト）との共着不可。　＊標準装備のルームランプと交換取付となります。
＊本製品はシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、
Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。　＊サイズ：高さ45×幅189×奥行き123mm。
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ピー・ピー

取付前 取付後

消灯時収納時 点灯時

「左前です。」
センサーで障害物を検知したとき
の音声案内のイメージです。

検知距離 ブザー音 表示ランプ

約50cm～約40cm ピッ ピッという断続音 ブザー音と同じ間隔で点滅

約40cm～約20cm ピ・ピ・ピという断続音 ブザー音と同じ間隔で点滅

約20cm以内 ピーという連続音 点灯

検知距離 ブザー音

約50cm～約40cm ピッ ピッという断続音

約40cm～約20cm ピ・ピ・ピという断続音

約20cm以内 ピーという連続音

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。
コーナーセンサー（フロント＋リヤセット・ボイス4センサー付）
￥69,300
［￥45,000＋ ￥18,000］
08500F2032〈F〉
＊1台分フロント左右 /リヤ左右センサー 4個セット。 ＊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。　＊検知表示は運転者に参考情報を提供するものです。運転者の注
意義務を減免するものではありませんので、過信することなく安全運転を行ってください。

運転席からの視界をサポートして安心ドライブ。
コーナーセンサー（フロント+リヤセット・ボイス4センサー付）
縦列駐車や車庫入れの際に、運転席から見えにくい左右前後方向の障害物を、ブザーと
光るインジケーターでお知らせします。また、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。

コーナーセンサー（リヤ）
縦列駐車や車庫入れの際に、運転席から見えにくい左右後方の障害物に接近したことを
運転者に警報音（ブザー）でお知らせします。コーナー部に取り付けられたセンサーと障
害物との距離により3段階の警報音が鳴ります。リバース連動機能付です。

フロントセンサー部 リヤセンサー部 リヤセンサー部インジケーター部

ギヤを「R」に入れると自動的にブザーが鳴り、
後方の人やクルマに注意を促します。
バックブザー
￥10,780
［￥5,000＋ ￥4,800］
08540F2004
＊夜間消音タイプ。
＊リヤバンパー内側に取付。

キーフリーシステムまたは
キーレスエントリーで
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
￥44,660
［￥29,000＋ ￥11,600］
08194F2008
＊リモコンエンジンスターターとの共着不可。 ＊侵入センサー及びLED威
嚇インジケーター (傾斜センサー内蔵 )付。

  

 

離れた場所からエンジン始動/停止が可能。
音＋光のアンサバック機能付。
リモコンエンジンスターター
キーレスアクセス＆プッシュスタート非装着車用
￥76,340［￥55,000＋ ￥14,400］
08180F2060〈F、F スマートアシスト、L スマートアシスト〉

キーレスアクセス＆プッシュスタート装着車用
￥49,720［￥38,000＋ ￥7,200］
08180F2061〈G スマートアシスト〉
＊盗難警報アラームとの共着不可。 ＊リモコンは車両1台につき1個までの
登録となります｡  ＊フロントフード内のフロントバンパーを一部切欠きます。

電動でドアミラーを格納できます。
電動格納式ドアミラー
￥44,440［￥30,000＋ ￥10,400］
08652F2002〈F 2WD、F スマートアシスト 2WD〉 

電動格納式ヒーテッドドアミラー
￥44,440［￥30,000＋ ￥10,400］
08652F2003〈F 4WD、F スマートアシスト 4WD〉 
＊標準装備のドアミラーと交換取付。 ＊カラーはブラックマイカメタリックとなります。 ＊ドアミラーオート機能はありません。

色分けと日本語表記で、オート
エアコン操作をわかりやすく。
ひと目で簡単操作ラベル
￥4,400［￥2,000＋ ￥2,000］
08162F9000〈G スマートアシスト〉　＊貼付タイプ。

大切なアルミホイールを守ります。
ホイールロック
￥7,920
［￥6,000＋ ￥1,200］
B3277YA005〈G スマートアシスト〉
＊車両標準装備のアルミホイール用。　＊マックガード社製。

車庫入れや狭い道、
縦列駐車の左前方確認に
便利です。
フェンダーコントロール
（手動伸縮式）
ハロゲンヘッドランプ装着車用
￥14,740
［￥9,000＋ ￥4,400］

08510F2050〈F、F スマートアシスト〉

LEDヘッドランプ装着車用
￥15,840
［￥10,000＋ ￥4,400］
08510F2051〈L スマートアシスト、
G スマートアシスト〉

雨を膜のように広げて
水滴をなくし、視認性を向上。
レインクリアリングミラー
￥15,400
［￥12,000＋ ￥2,000］
08640F2021〈L スマートアシスト 2WD、G スマートアシスト 2WD〉
08640F2018〈L スマートアシスト 4WD、G スマートアシスト 4WD〉
＊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のいずれかになります。
＊写真は当該車両とは異なります。

ルームミラーに映る後続車の
ヘッドランプの光をやわらげます。
防眩ルームミラー
￥5,555
［￥3,850＋ ￥1,200］
08168F2023
＊標準装備のインナーミラーと交換取付となります。  
＊写真は当該車両とは異なります。

雨風を防ぐだけでなく、
いたずらや盗難防止にも役立ちます。
ボディカバー（防炎タイプ）
￥15,400 
［￥14,000］
08390F2014
＊システムベースおよび各種アタッチメント類との共着不可。 ＊（財）日本防炎協会認定。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれかになります。 ＊完全防水ではありません。

防眩状態

標準状態

Driving Support

いざという時のために
備える安心を

※ブザー音や表示ランプは運転者に参考情報を提供するものです。運転者の注意義務を減免するものではありませんので、
過信することなく安全運転を行ってください。

※ブザー音や表示ランプは運転者に参考情報を提供するものです。運転者の注意義務を減免するものではありませんので、
過信することなく安全運転を行ってください。

左右後方の障害物をブザーでお知らせ。
コーナーセンサ－（リヤ）
￥37,840
［￥26,000＋ ￥8,400］
08502F2029〈F〉
＊1台分リヤ左右センサー 2個セット。 ＊ブザータイプ。
＊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。　＊検知表示は運転者
に参考情報を提供するものです。運転者の注意義務を減免するものではありませんので、過信することなく安全
運転を行ってください。

交換前 交換後
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ジャッキアップなしで着脱できます。
エコメッシュ・ティーロックチェーン
￥22,000［￥20,000］
155/70R13タイヤ用：08361F2005〈F、F スマートアシスト〉
155/65R14タイヤ用：B3177K3000〈L スマートアシスト、
G スマートアシスト〉
＊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。 
＊走行状況によりホイールが傷つく事があります。 
＊SUBARU純正保証はありません。

テザーベルトを使わずに装着可能。
ISOFIXチャイルドシート
￥85,800［￥78,000］F4107YA400
＊体重約18kgまで使用可能です。 
＊後向き装着時に使うインナークッションも付属しています。

シートベルトのみで固定が可能。
ユニバーサル チャイルドシート
￥39,600［￥36,000］F4107YA310
＊体重約18kgまで使用可能です。　　
＊後向き装着時に使うネストクッションも付属しています。

持ち運びに便利な折りたたみ機構。
ユニバーサル ジュニアシート
￥35,200［￥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動きます。 ＊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。

雪や霜の季節のワイパー凍結防止に。
ウインターブレード 
運転席￥5,280 ［￥4,800］85291B2330 
L=500mm

助手席￥3,080［￥2,800］ 85291B2410 
L=350mm

リヤ￥2,530［￥2,300］8529197403〈4WD車〉
L=275mm
＊SUBARU純正保証はありません。
＊写真は当該車両とは異なります。

バックドアをラクに開閉できます。
バックドアストラップ
￥9,680
［￥4,000＋ ￥4,800］
08636F2006
＊バックドア開閉補助としてのみご使用ください。 

水に強い便利な収納。
ラゲージボックス
￥13,200
［￥12,000］
J5047K6110
＊耐荷重5kg。 ＊サイズ：長さ220×幅780×深さ160mm。　＊防水タイプ。

荷室をフラットに使えます。
ビジネスデッキボード
￥9,900［￥9,000］
08240F2046
＊ラゲージカーペットマット、ラゲージトレーとの共着不可｡  ＊リヤヘッドレス
トは取り外しとなります。 ＊チャイルドシート取付にトップテザーアンカーを
使用する際は、ビジネスデッキボードを取り外してください。    

荷室の汚れや傷の防止に。
荷室マット
￥6,600
［￥6,000］
08242F2019
＊ラゲージカーペットマット、ラゲージトレーと
の共着不可｡   

スマートなエアロフォルムでしっかり積載。
ルーフキャリア（INNO）
￥34,760［￥26,000＋ ￥5,600］E3647K6020
＊軽量アルミ製。 ＊装着にはシステムベース（INNO）が必要です。 ＊製品重量：
6.6kg。  ＊サイズ：長さ1,185×幅 830×高さ75mm（外寸）、 長さ1,050×
幅760×高さ55mm（内寸）。 ＊ボディカバー（防炎タイプ）との共着不可。

ルーフに載せた荷物の固定に役立ちます。
ネット（ルーフキャリア用）
￥3,960［￥3,600］E3647K6025
＊装着にはシステムベースおよびルーフキャリア（INNO）が必要です。 ＊サイズ：
縦900×横900mm。 ＊ボディカバー（防炎タイプ）との共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれかになります。

Luggage & Safety

心強いアイテムで
遊びのスケール広がる

ウインターシーズンのアクティビティに活躍。
スキー・スノーボードアタッチメント
￥16,115［￥12,250＋ ￥2,400］E3647K6010
＊スキー 6人分またはスノーボード4人分を積載可能。 ＊装着にはシステムベース
（INNO）が必要です。  ＊盗難防止セーフティロック付。  ＊製品重量：3.4kg。  
＊サイズ：長さ810×幅80×高さ130mm（外寸）。 ＊ボディカバー（防炎タイプ）
との共着不可。

アウトドアや大きな荷物の積載に。
システムベース（INNO）
￥26,510［￥20,500＋ ￥3,600］08370F2013
＊耐荷重30kg。 ＊ルーフからシステムベース上面までの距離：約87㎜｡ ＊本体バー
サイズ :長さ1,170×幅32×高さ23㎜｡  ＊ボディカバー（防炎タイプ）との共着不
可。 ＊各種アタッチメントとセットでご使用ください。

スキーなら6-8セット、スノーボードなら
4-5セット積載可能なルーフボックス。
ルーフボックス（INNO）
￥52,360［￥44,000＋ ￥3,600］08370F9000
＊装着にはシステムベース（INNO）が必要です。 ＊サイズ :長さ1,825×幅820×
高さ340㎜｡重量15㎏。 ＊ボディカバーとの共着不可。

ネット

ルーフキャリア

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

チャイルドシート
本体の適応目安

体　　重 新生児 ～ 18kgまで 15 ～ 36kgまで

参考身長   新生児 ～ 100cm位まで   100 ～ 150cm位まで

参考年齢 新生児 ～ 4歳位まで  3 ～ 12歳位まで

装着条件

助手席
後　席

助手席 後　席
後向き 前向き

×
●

※新生児～13kgまで使用可
※ネストクッションを使用

●
※ 9～18kgまで使用可　

※ヘッドレストを外して装着
× ●

※ヘッドレストを外して装着 

※ユニバーサル チャイルドシート・ユニバーサル ジュニアシートを装着する場合には、車両および商品付属の取扱説明書をご確認いただき、確実に取り付けてください。

ユニバーサル チャイルドシート・ユニバーサル ジュニアシート適応条件

●：装着可。 ×：装着不可。

ISOFIXチャイルドシート
装着方法 ベースシートを使って装着します。             

チャイルドシート
本体の適応目安

体　　重 新生児 ～ 18kgまで

参考身長 新生児 ～ 100cm位まで

参考年齢 新生児 ～ 4歳位まで

装着条件

助手席 後　席

乳児用
（体重 13kg未満） × ●

※新生児～13kgまで使用可　※インナークッションを使用　※後向きで装着
幼児用

（体重 9～ 18kg） × ●
※ 9～18kgまで使用可　※ヘッドレストを外して装着　※前向きで装着

ＩＳＯＦＩＸチャイルドシート適応条件

※ ISOFIXチャイルドシートを装着する場合には、車両および商品付属の取扱説明書をご確認いただき、確実に取り付けてください。

●：装着可。 ×：装着不可。

リヤ

助手席

運転席

ドアの傷も防ぎます。全8色。
カラードアエッジモール
￥4,070/ドア2枚分
［￥2,500＋ ￥1,200］08400F20##
＊樹脂製。 ＊2本セット。 ＊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：28、シルバー：29、ダークシルバー：30、
ブラック：31、レッドマイカ：32、 ダークグリーン：33、ブルー：34、ダークブルー：35 ） ＊ボディ色とは異なります。

ドアに輝くアクセントをプラス。
ドアエッジモール（メッキ調）
￥10,010/1台分
［￥5,500＋ ￥3,600］
08400F2211
＊4本セット。　
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ナンバーのエッジをガード。
ナンバープレートベース
￥2,200/1枚［￥2,000］J1047T2000
＊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
￥3,850［￥3,500］J1077YA001
＊字光式ナンバーとの共着不可。 ＊1台分ロックナット4個＆専用キー
＆レンチ。 ＊マックガード社製。

ベースキット
ナンバー

プレートベース
×2枚

ナンバー
プレート
ロック

ドアバイザー トノカバー

フロア ラゲージ スプラッシュボード
（マッドガード）

通常合計価格
（消費税10%込）

キット価格
（消費税10%込）

  品番
［税抜き価格内訳］

フロア
カーペット

トレーマット
（ラバーマット）

ラゲージ
カーペットマット

ラゲージ
トレー フロント リヤ

プレオ プラス全車

● ● ● ● ● ● ¥49,610 ¥45,210 P0048K7105〈2WD車〉 / P0048K7106〈4WD車〉
［￥37,500＋ ￥3,600］

● ● ● ● ● ● ¥50,710 ¥46,310 P0048K7107〈2WD車〉 / P0048K7108〈4WD車〉
［￥38,500＋ ￥3,600］

● ● ● ● ● ● ● ● ¥63,250 ¥57,750 P0048K7115##〈2WD車〉 / P0048K7116##〈4WD車〉
［￥46,500＋ ￥6,000］

● ● ● ● ● ● ● ● ¥64,350 ¥58,850 P0048K7117##〈2WD車〉 / P0048K7118##〈4WD車〉
［￥47,500＋ ￥6,000］

シンプルで快適なマットです。
フロアカーペット
￥15,290/1台分［￥13,500＋ ￥400］
08210F2448〈2WD車〉　08210F2449〈4WD車〉
＊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。

小石や泥水の跳ね上げによる傷を防止。
スプラッシュボード（マッドガードフロント）
￥6,820［￥5,000＋ ￥1,200］
08411F2030##
＊サイドストーンガード、エアロパックとの共着不可｡

小石や泥水の跳ね上げによる傷を防止。
スプラッシュボード（マッドガードリヤ）
￥6,820［￥5,000＋ ￥1,200］
08412F2038##

フロアカーペットとコーディネート可能。
ラゲージカーペットマット
￥3,850［￥3,500］08240F2042
＊ビジネスデッキボード、荷室マット、ラゲージトレーとの共着不可｡   

防水・縁高でラゲージを汚れから守ります。
ラゲージトレー
￥8,800［￥8,000］08241F2028
＊ビジネスデッキボード、荷室マット、ラゲージボックス、ラゲージカー
ペットマットとの共着不可｡   

ラゲージに置いた荷物のプライバシーを守ります。
トノカバー
￥11,220
［￥9,000＋ ￥1,200］
08201F2019
＊トノカバーの上に物を載せないでください。

Base Kit

ベーシックが揃った
お得なパッケージ

防水・縁高で、汚れてもサッと洗えます。
トレーマット（ラバーマット）
￥11,440/1台分［￥10,000＋ ￥400］
08200F2068〈2WD車〉　08200F2069〈4WD車〉
＊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。

太陽がまぶしい日の日差しをやわらげます。
ドアバイザー
￥11,000/1台分
［￥8,000＋ ￥2,000］
08610F2039

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。）

A7 シャイニングホワイト・パール A6 ホワイトⅢ 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 F5 レモンスカッシュクリスタル・メタリック W6
スカイブルー・
メタリック W7スプラッシュブルー・メタリック Y5 ファイアークォーツ

レッド・メタリック



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。 16_17

● 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.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。詳しくは販売店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。

● 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. PCの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®対応携帯電話等が必要です。 ※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. 渋滞回避ルートを自動探索。緊急規制情報も表示可能。 ※6. クラウド型は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な場合があります。（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
販売店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。

目的地への移動をスムーズにし、車内で過ごす 時間をさらなる楽しみへと導きます。

ワイド エントリー 
メモリーナビ（7インチ）
￥140,360
（ナビアップグレードパック装着車の場合）

ワイド スタンダード 
メモリーナビ（7インチ）
￥173,360
（ナビアップグレードパック装着車の場合）

安心安全機能を搭載！
使いやすさが進化したスタンダードモデル。

充実の安心・安全機能！ スムーズな操作性にこだわった
フルセグ&DVD対応モデル。

サクサク快適、ストレスフリーな操作感
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。

ナビ画面がより見やすく、さらに使いやすく
高精細なHD画質と曲がる場所などが直感的にわかる3D
表示の地図で、ナビ画面がより鮮明でわかりやすくなりました。
また画面の切り替えや地図の回転などもスマートフォンの
ようにスムーズな操作が可能です。

便利に使える 2つの音声認識
Wi-Fi対応でこれまでより目的地検索がスムーズになった
「対話型音声認識※」と、ナビやドライブレコーダーの操作も
音声でできる「ボイスコマンド（音声操作）」を搭載。幅広い
使い方でドライブの安心・安全をサポートします。
※ご利用にはスマートフォンなどのWi-Fi対応通信機器が必要です。

4ヶ国語対応
音声案内・メニュー項目表示はもちろん、地図表示も日本語に加
え、英語、韓国語、中国語の 4ヶ国語に対応しているので、外国の
方も安心してご利用いただけます。

ナビ標準装備

2026年2月まで
無償地図更新
（地図全更新1回）

最長
2027年12月まで
無償地図更新

Navi & Audio

最新のナビで
スムーズなドライブへ

【その他のオプション】（詳細はP18-19 に掲載）

ETC2.0車載器（ナビ連動高度化光ビーコン対応モデル）

前後方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）

アルパインプレミアムスピーカー 

バックモニター（リヤビューカメラ）＊1＊2

【その他のオプション】（詳細はP18-19 に掲載）

ETC2.0車載器（ナビ連動高度化光ビーコン対応モデル） 

前後方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）

アルパインプレミアムスピーカー

バックモニター（リヤビューカメラ）＊1＊2

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

●必要　ー設定なし
ナビアップグレード
パック装着車

ナビアップグレードパック
非装着車

オーディオレス オーディオレス オーディオ付車
本体  ￥109,560［￥90,000＋ ￥9,600］ 08545F9158EE ● ● ●
USBアダプター イルミ付 ￥11,880［￥4,800＋ ￥6,000］ 08541F9048 ● ● ●
ナビ・オーディオ取付キット ￥880［￥800］ 08606F2032 ● ● ー
ナビゲーションロックボルト ￥3,300［￥3,000］ H0077YA000 ● ● ●
アンテナ DTV&GPS ￥15,840［￥6,000＋ ￥8,400］ 08540F9011 ー ● ●
フロントフィルムアンテナ（1台分・4本） ￥14,740［￥5,000＋ ￥8,400］ 08540F9013 ● ー ー

●必要　ー設定なし
ナビアップグレード
パック装着車

ナビアップグレードパック
非装着車

オーディオレス オーディオレス オーディオ付車
本体  ￥142,560［￥120,000＋ ￥9,600］ 08545F9157EE ● ● ●
USBアダプター イルミ付 ￥11,880［￥4,800＋ ￥6,000］ 08541F9048 ● ● ●
ナビ・オーディオ取付キット ￥880［￥800］ 08606F2032 ● ● ー
ナビゲーションロックボルト ￥3,300［￥3,000］ H0077YA000 ● ● ●
アンテナ DTV&GPS￥15,840［￥6,000＋ ￥8,400］ 08540F9011 ー ● ●
フロントフィルムアンテナ（1台分・4本） ￥14,740［￥5,000＋ ￥8,400］ 08540F9013 ● ー ー

＊1. 前後方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）の後方録画には対応しません。　＊2. カメラはリヤナンバー
プレート付近に装着となります。ナビアップグレードパックのリヤビューカメラとは、装着位置が異なります。字光式
ナンバープレートとの共着不可。

＊1. 前後方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）の後方録画には対応しません。　＊2.カメラはリヤナンバー
プレート付近に装着となります。ナビアップグレードパックのリヤビューカメラとは、装着位置が異なります。字光式
ナンバープレートとの共着不可。

メモリー
/8GB　

テレビ
チューナー

（フルセグ+ワンセグ）

iPod（iPhone）
接続 
※6※7

無償地図
更新  ※1

ワイド FM
チューナー

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）※8
WMA、MP3、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動画※8
MPEG-4 Video、H.264/
MPEG-4 AVC、WMV対応

VICS WIDE
対応  ※4※5 文字拡大表示

AM/FM

タッチパネル
WVGA/
高輝度 LED
バックライト

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

高速道路
逆走検知 車両連携 eco機能 セキュリティ機能

Bluetooth®
対応

オーディオ  ※3

［Webからの更新］
  更新 回数1回/ 
  ご購入～3年以内

［ＳＤカードの送付による更新］
   更新 回数1回/ 
  ご購入～2023年6月30日までお申し込みの場合

地図データ内容：2024年 秋 地図データ
発送開始予定：2025年3月以降

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。

　 地図データ　ダウンロード時期 　 収録地図データ　
　 2023年 3月頃 ～ 2024年 2月末予定 　 2022年 秋 地図データ
　 2024年 3月頃 ～ 2025年 2月末予定 　 2023年 秋 地図データ
　 2025年 3月頃 ～ 2026年 2月末予定 　 2024年 秋 地図データ
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進化した機能で、より安心安全なカーライフをサポートして いきます。

保証修理を受けられる期間は、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）。
【対象】スバル純正ナビゲーション、オーディオ本体及びオプション品

道路事情の変化に対応する無償地図更新を実施し
ます。
※地図更新回数頻度は機種によって異なります。

ナビの大きな画面で
ドラレコの 録 画 / 再
生/設定が可能です。

逆走検知は、高速道路での逆走状態を検知し、画面表示と音声で警告
します。逆走注意喚起は、高速入口やSA・PA出発時等に逆走しないよ
う注意を促します。
※検知する場所は機種により異なります。注意喚起を行うタイミングは機種により異な
ります。 全ての逆走の検知・注意喚起を保証するものではありません。

※写真はパナソニックナビ。車種やナビの違いにより画面は異なります。

地図に連動した
画面で再生

ドライブレコーダー連携

+

サクサクと
表示

滑らかな
スクロールと
拡大・縮小

SCENE 01_DRIVING SCENE 02_SUPPORTING

2023 年3月頃 ～ 2026 年2月末（予定）の間1回のみ更新可能。
※地図データのダウンロード時期により収録地図データの内容が異なります。
（詳しくは右表をご確認ください。）

内蔵 /64GB

テレビ
チューナー

（フルセグ＋ワンセグ）

iPod（iPhone）
接続 
※7※8

無償地図
更新  ※1

ワイド FM
チューナー

スマートフォン
連携   ※2

DVD再生
（R/RW）※9

Bluetooth®
対応ハンズ
フリー  ※3

CD録音※10
約 2,900曲 /
 最大 8倍速

モーション
スクロール
操作

CD再生
（R/RW）※9
WMA、MP3対応

SD、USB動画※9
MPEG4-AVC/
H.264/VC-1

SD カード付属
（8GB/ SDHC）

VICS WIDE
対応  ※4※5

クラウド型音声認識
（対話型音声認識）※6

AM/FM

文字拡大表示 HD/LED
バックライト

SD、USB音楽※9
WMA、MP3、AAC、
FLAC、WAV対応

タイム
アライメント

高速道路
逆走検知

タッチパネル
（静電タッチパネル） 車両連携 eco機能 セキュリティ機能

Bluetooth® 
対応

オーディオ  ※3

　

①地図更新アプリをダウン
ロード。（ユーザー登録が必要）

①スマートフォンに
専用アプリ「ナビアップS」
をダウンロード。

②スマートフォンと
ナビをWi-Fi接続。

③「ナビアップS」を起動し、
地図更新データをスマートフォン
にダウンロード。（「ナビアップS」
でユーザー登録が必要）

④地図更新データ
をナビに転送。

②市販のSDカードを用意し、ナビに
挿入して「更新用SDカード」を作成。

③「更新用SDカード」をPCに入れ、地図更新
アプリを起動後、更新データをダウンロード。

④ナビに「更新用SD
カード」を挿入して更新。

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（5年間）
道路 道路データ（有料 /一般）、案内音声など 1回 /2ヶ月 ○ ○ 30回
索引 住所、電話番号などの地点検索データ 1回 /4ヶ月 ○ ○ 15回
市街図 詳細市街地図 1回 /年 × ○ 2回

スマートフォンからの部分更新（最大30回）/全更新（最大2回） ※利用開始日から最長5年間
最終ダウンロード :2027年 12月 31日まで

Webからの部分更新（最大30回）/全更新（最大2回）　※利用開始日から最長5年間
対応 OS:Microsoft Windows　最終ダウンロード :2027年 12月 31日まで

ＳＤカードの送付による全更新（1回のみ）
申し込み期間：2021年12月1日～2023年9月30日
SDカード送付開始時期：2024年10月より順次

①ユーザー登録。
　（初回のみ）

②送付されてきた 
 “地図用ＳＤカード”を
　ナビへ差し替える。

無償地図更新方法　下記の【スマートフォン、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】のいずれかの方法をお選びください。

高速道路逆走検知/  注意喚起 3年、6万kmの長期保証 無償地図更新

ナビ標準装備

報視聴時、ハンズフリー通話時の音声がクリアに聞き取りや
すくなる「はっきり音声」機能を搭載しました。

ドライバーの目と耳にやさしい
ユニバーサルデザインの採用
直感的に認識しやすい色使いの地図表示を追加。文字や
ルートが見やすくなりました。
●文字がすっきり読みやすい
●案内中のルートが際立つ配色
●高速道路と緑地を区別しやすい配色

はっきり音声
人の声の周波数帯域を中心に増幅し、T V・F M・A M・交通情

NEW
MAP

NEW
MAP

NEW
MAP

近くのファーストフード。

この付近の
ファーストフードを
お調べします。

ナビアップSの
ダウンロードは
こちら

NEW MAP

NEW MAP

NEW MAP



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。 18_19

Navi & Audio

写真は当該車両と異なります。

写真は画面イメージです。

ドライブレコーダー（単独使用専用）
￥36,740

※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。 ※2. メーカーオプションのカメラの装備が必要となります。また、車種毎にオプショ
ンのドライブレコーダー後方録画用ケーブルが必要となります。　●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。

＊GPS付。 

ドライブレコーダー機能一覧

大好きな音楽を
いつでもいい音で

本体¥36,740［¥25,000+ ￥8,400］ 08671F9015

前後方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）
￥50,600（パナソニックナビ連動時）
￥51,810（ケンウッドナビ連動時）

前方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）
￥44,660（パナソニックナビ連動時）
￥45,870（ケンウッドナビ連動時）

本体￥42,240［￥30,000+ ￥8,400］ 08671F1000

ドライブレコーダー用フロントカメラケーブル B
￥2,420［¥2,200］ 08672F9022

ドライブレコーダー後方録画用ケーブルA 
￥5,940［¥3,000+ ¥2,400］ 
▲後方録画をする場合に必要＊1

08672F9012

ドライブレコーダー用電源ケーブル ￥1,210［¥1,100］ 
▲ケンウッドナビ連動時に必要 08672F9019

本体￥42,240［￥30,000+ ￥8,400］ 08671F1000

ドライブレコーダー用フロントカメラケーブル B
￥2,420［¥2,200］ 08672F9022

ドライブレコーダー用電源ケーブル ￥1,210［¥1,100］ 
▲ケンウッドナビ連動時に必要 08672F9019

＊1. メーカーオプションリヤビューカメラとディーラーオプションナビとの共着時のみ
後方録画可能。　＊USBチャージャーと AC100V電源との共着不可。 ※画面は当該
車両と異なります。

フロント

リヤ

リヤビューカメラ装着車後方画像

再生画面

前後方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）/
前方録画対応ドライブレコーダー （ナビ連動用） 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（フロントカメラ） 300 万画素（センサー画素数 400 万画素）
動画サイズ（最大）/録画時間 FULL HD（1,920×1,080）/110分 2,304 ×1,296/100分
HDR ※1 ◯ ○（ON/OFF可能、300万画素録画時はOFF固定）
記録 フレーム数 高画質モード：28fps 長時間モード :14fps 27fps

画角 水平： 117°垂直： 63° 水平：117° 垂直：63°
静止画 ◯ ◯

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

録画
自動 /手動 ◯ / ○ ◯
音声 ○ ○（ON/OFF可能）

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） ○（内蔵、GPS受信、グロナス非対応）
高感度カメラ ◯ ×
後方録画 △ ※ 2 ー

信頼性 動作保証温度 -30～ 70℃ -20～ 65℃

ETC車載器 （エントリーモデル）
￥15,400
（音声案内）

DRIVE RECORDER
運転時に、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。

ETC
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しております。

AUDIO

CD/AM/FM対応のシンプルオーディオ。

ナビ連動 単独使用専用

＊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。 ＊音質調
整はオートラウドネスのみになります。 ＊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。

本体 ￥17,160［￥12,000+ ￥3,600］ 08600F9034
ナビ・オーディオ取付キット ￥880［￥800］ 08606F2032

ワイド シンプル CDチューナー
（ケンウッド）
￥18,040

CD-R/RW
AM/FM

WMA
50W×4OUT

MP3
AUX 端子

BACK MONITOR

バックモニター（リヤビューカメラ）
￥38,830

SPEAKER
バランスのいい純正サウンドを、さらにグレードアップ。

アルパインプレミアムスピーカー 
￥39,600

＊ナビアップグレードパック装着車には装着不可。　＊前後方録画対応ドライブレコーダー（ナビ連動用）
の後方録画には対応しません。 ＊ディーラーオプションナビ装着車用。 ＊カメラはリヤナンバープレー
ト付近に装着となります。（ナビアップグレードパックのリヤビューカメラとは、装着位置が異なります）  
＊字光式ナンバープレートとの共着不可。　＊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。カメラ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。

※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。

ETC車載器（スタンダードモデル）
￥16,170
（音声案内）

オプション
アルパインプレミアムスピーカー 
ナビゲーションロックボルト オーディオ標準装備

本体 ¥37,840［¥20,000＋ ￥14,400］ 08634F9005
バックモニター用ケーブルB
▲バックモニターを接続するのに必要 ￥990［￥900］ 08541F2017

本体 ¥39,600［¥30,000＋ ￥6,000］ 08601F9017
＊フロントドアまたはリヤドアに装着。
＊スピーカーがある場合は交換。
＊左右２個セット。

ETC2.0車載器（ナビ連動高度化光
ビーコン対応モデル）
￥37,730（パナソニックナビ /ケンウッドナビ連動時）

本体￥35,530
［¥27,500＋ ￥4,800］  08687F9014

ETC2.0光ビーコン対応通信ケーブルN1
¥2,200［¥2,000］ 
▲パナソニックナビ連動時に必要

08290F9029

ETC2.0車載器通信ケーブル K 2
¥2,200［¥2,000］ 
▲ケンウッドナビ連動時に必要

08290F9023

本体 ¥15,400
［¥9,200＋ ￥4,800］ 08685F9037本体 ¥16,170

［¥9,900＋ ￥4,800］ 08685F9035


