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フロントアンダーガーニッシュ
（レッド加飾付）　

¥37,400
［￥30,000 +  ￥4,000］
08400F1086

リヤアンダーガーニッシュ
（レッド加飾付）　

¥37,400
［￥30,000 +  ￥4,000］
08400F1088

サイドアンダーガーニッシュ
（レッド加飾付）　

¥60,720
［￥50,000 +  ￥5,200］
08400F1087

アンダーガーニッシュパック
（レッド加飾付）

1 ＋ 2 ＋ 3 のセット　

￥135,520 → ￥123,420
［￥99,000 +  ￥13,200］ 08001F1016

1 　フロントアンダーガーニッシュ（レッド加飾付）

　 2 サイドアンダーガーニッシュ（レッド加飾付）

　 3 リヤアンダーガーニッシュ（レッド加飾付）

各パーツの架装部位

1 12 23 3

1

4

＋ ＋

Exterior
アクティブな気持ちを加速させる、力強いスタイル。
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1 　フロントアンダーガーニッシュ（レッド加飾付）

　 2 サイドアンダーガーニッシュ（レッド加飾付）

　 3 リヤアンダーガーニッシュ（レッド加飾付）

4 フロントバンパーサイドガーニッシュ（ブラックメッキ）

5 リヤバンパーサイドガーニッシュ（ブラックメッキ）

フードガーニッシュ（ブラックメッキ）

¥29,700
［¥25,000＋ ¥2,000］
08400F1084

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。

フロントバンパーサイドガーニッシュ
（ブラックメッキ）

¥41,580
［¥35,000 ＋ ¥2,800］
08400F1090

リヤバンパーサイドガーニッシュ
（ブラックメッキ）

¥30,580
［¥25,000 ＋ ¥2,800］
08400F1094

ナット （ブラック）

¥3,520
［¥3,200］
08969F1001

〈Z〉
＊1 台分 16 個セット。

アルミホイール （17インチ・BALMINUM T10）

¥28,380
［¥21,000＋ ¥4,800］
08960F1004

〈Z〉
＊1本（1台分は4本必要）。ホイール1、センターキャップ1、バルブ1を含む。

フロントLED イルミネーションランプ （ブルー）

¥33,000
［¥26,000＋  ¥4,000］
08563F1009

〈Z〉
＊発光色ブルー。
＊標準装備のイルミネーションランプと交換取付。
注）法規分類上「その他の灯火」になります。

4 5

3
2

5

バンパーサイドガーニッシュパック
（ブラックメッキ）

4 ＋ 5 のセット　

¥72,160 → ¥65,560
［¥54,000 ＋  ¥5,600］08001F1019

4 5＋
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6 97 8

＋ ＋6 87 9

グリルガーニッシュ
（メッキ）

¥36,520
［¥30,000 ＋  ¥3,200］ 08400F1085
＊貼付タイプ。

フロントバンパーサイド
ガーニッシュ（メッキ）

¥36,080
［¥30,000 ＋  ¥2,800］ 08400F1089

サイドウインドゥモール
（メッキ調）

¥45,100
［¥37,000 ＋  ¥4,000］ 08400F1098

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

¥35,420
［¥29,000 ＋  ¥3,200］ 08400F1092
＊標準装備のバックドアガーニッシュと交換取付。

リヤバンパーサイド
ガーニッシュ（メッキ）

¥25,080
［¥20,000 ＋  ¥2,800］ 08400F1093

ドアミラーガーニッシュ
（メッキ）

¥15,840
［¥12,000 ＋  ¥2,400］ 08400F1040

メッキパック
￥71,940 → ￥65,450
［￥53,100 +  ￥6,400］ 08001F1017
＊標準装備のバックドアガーニッシュと交換取付。

バンパーサイド
ガーニッシュパック（メッキ） 
￥61,160 → ￥55,660
［￥45,000 +  ￥5,600］ 08001F1018

Exterior
メッキの煌めきで、大人のエレガンスを纏って。

6 ＋ 7 のセット

8 ＋ 9 のセット
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フードガーニッシュ
（メッキ）

¥24,200
［¥20,000 ＋  ¥2,000］
08400F1107

大型バックドアスポイラー
¥47,080

［¥36,000 ＋  ¥6,800］
08150F1017##
＊メーカーオプションの2トーンカラー（ブラックルーフ）はC0を推奨。

LEDフォグランプ
¥32,780

［¥25,000 ＋  ¥4,800］
08580F1022 〈G〉
＊Zは標準装備。
＊12V 11W。発光色ホワイト。

マフラーカッター
¥12,980

［¥9,000 ＋  ¥2,800］
08410F1017

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）

ブラック・マイカ
メタリックC0 ナチュラルベージュ

マイカメタリックL5 ファイアークォーツ
レッド・メタリックY5シャイニング

ホワイト・パールA7 スムースグレー
マイカメタリックB9

Exterior
スポーティなパーツで、SUV スタイルを際立たせる。

W5 レーザーブルー
クリスタルシャイン F7 マスタードイエロー・

マイカメタリック 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。
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上質なピアノブラック調コーデで、室内をクールに。

10

11 12 13 14

13

11

14

＋ ＋10 12 13

インテリアパネルパック
（ピアノブラック調）（電動パーキングブレーキ付車用）

￥82,280 → ￥74,800
［¥61,200 ＋  ¥6,800］　08170F1049
〈Z〉
＊貼付タイプ。

＋ ＋10 11 13
インテリアパネルパック
（ピアノブラック調）

￥75,240 → ￥68,420
［¥55,800 ＋  ¥6,400］　08170F1038 
〈G〉
＊貼付タイプ。

シートカバー
（本革風ブラック／シルバー）

¥58,300
［¥45,000 ＋  ¥8,000］ 08220F1119
＊1台分。
＊洗濯不可。

パワーウインドゥスイッチパネル
（ピアノブラック調）

¥33,880
［¥28,000 ＋  ¥2,800］　08112F1006
＊1台分4枚セット。
＊貼付タイプ。

シフトベゼル＆センターコンソールパネル
（ピアノブラック調）

¥21,120
［¥18,000 ＋  ¥1,200］　08172F1004 〈Z〉
＊貼付タイプ。
＊電動パーキングブレーキ付車用。

シフトベゼルパネル
（ピアノブラック調）

¥14,080
［¥12,000 ＋  ¥800］　08172F1002 〈G〉
＊貼付タイプ。

10

インナードアハンドルベゼルパネル
（ピアノブラック調）

¥27,280
［¥22,000 ＋  ¥2,800］　08165F1001
＊1台分4枚セット。
＊貼付タイプ。

Interior

大型シートバックポケット
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15

16 17 18 19

18

16

19

レッドのアクセントで、よりスポーティな印象に。

インテリアパネルパック
（レッドカーボン調）（電動パーキングブレーキ付車用）

￥82,280 → ￥74,800
［¥61,200 ＋  ¥6,800］　08170F1048
〈Z〉
＊貼付タイプ。

シートカバー
（本革風ブラック／レッド）

¥58,300
［¥45,000 ＋  ¥8,000］ 08220F1120
＊1台分。
＊洗濯不可。

パワーウインドゥスイッチパネル
（レッドカーボン調）

¥33,880
［¥28,000 ＋  ¥2,800］　08112F1004
＊1台分4枚セット。
＊貼付タイプ。

シフトベゼル＆センターコンソールパネル
（レッドカーボン調）

¥21,120
［¥18,000 ＋  ¥1,200］　08172F1003〈Z〉
＊貼付タイプ。
＊電動パーキングブレーキ付車用。

シフトベゼルパネル
（レッドカーボン調）

¥14,080
［¥12,000 ＋  ¥800］　08172F1000 〈G〉
＊貼付タイプ。

15

インナードアハンドルベゼルパネル
（レッドカーボン調）

¥27,280
［¥22,000 ＋  ¥2,800］　08165F1000
＊1台分4枚セット。
＊貼付タイプ。

＋ ＋15 17
インテリアパネルパック
（レッドカーボン調）

￥75,240 → ￥68,420
［¥55,800 ＋  ¥6,400］　08170F1037 
〈G〉
＊貼付タイプ。

＋ ＋15 16 18 18

Interior

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。

大型シートバックポケット
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交換前

交換前

交換前

交換後

交換後

交換後

ドアオープン時 減光時

Illumination & Interior
照明とインテリアを、自分仕様にドレスアップ。

明るい白色光で
視認性をアップ。
LED バルブ
（バックランプ用）

¥13,640
［¥10,000 ＋  ¥2,400］
08569F9015
＊左右2個セット。
＊ウェッジ球タイプ。
＊T16 12V 7.5W。

後ろ姿を白くライトアップ。
LED バルブ
（ライセンスランプ用）

¥4,620
［¥3,000 ＋  ¥1,200］
08569F9017
＊1個。
＊ウェッジ球タイプ。

ターンランプを
クールに演出。
バルブ
（リヤ）（ターンランプ交換用）

¥6,490
［¥3,500 ＋  ¥2,400］
08562F2000
＊左右2個セット。
＊WY21W球。
＊消灯時シルバー。
＊消耗品のためSUBARU
純正保証はありません。

ドアを開けると点灯し、フロアを青く照らします。
フロアイルミネーション
（LED・ブルー）

¥30,360
［¥18,000 ＋  ¥9,600］　08521F1012
＊1台分（フロント＋リヤ）セット。
＊標準装備のLEDフットイルミ（運転席／助手席）は取外しとなります。

＊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。

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）

¥11,000
［¥8,000 ＋  ¥2,000］　08260F1005
＊運転席・助手席左右2枚セット。
＊貼付タイプ。
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交換前 交換後

交換前 交換後

クリアな印象で
明るさをプラス。
ルームランプ
フロントパーソナルランプ用（LED・ホワイト）

¥6,490
［¥3,500 ＋  ¥2,400］
08528F1007
＊2個。ウェッジ球タイプ。

目を惹くワンポイント。
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
＊貼付タイプ。

ラゲージ内を明るく照らします。
ラゲージスペースLED
¥21,340

［¥11,000 ＋  ¥8,400］
08527F1005
＊2個。
＊ラゲージ（右側・左側）。
＊発光色ホワイト。

室内を明るく照らします。
ルームランプ
センタールームランプ用（LED・ホワイト）

¥4,070
［¥2,500 ＋  ¥1,200］
08528F1009
＊1個。ウェッジ球タイプ。

夏の熱さと冬の冷たさを
やわらげます。
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

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。
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Photo：ディーラーオプション装着車。

Luggage
アウトドアをより楽しむための、プラス1アイテムを。

すべりやすい荷物の固定に。
ラゲージネット
¥7,920

［¥6,000 ＋  ¥1,200］
08285F1002

濡れた荷物にも使える、防水タイプ。
ラゲージアンダートレイ
¥25,300

［¥23,000］
08241F1012

荷物の積み降ろし時に、
バンパーへの傷つきを軽減。
リヤバンパーステップガード
¥14,300

［¥11,000 ＋  ¥2,000］
08400F1102

ラゲージに置いた荷物の目隠しに。
トノカバー
¥6,600

［¥6,000］
08201F1015
注）トノカバーの上に物を載せないでください。
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撥水・防水機能を備えた縁付のトレイ。
ラゲージソフトトレイ
¥9,900

［¥9,000］
08241F1011
＊ラゲージハードボードとの共着不可。

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イ
¥9,240

［¥3,600 ＋  ¥4,800］
08262F1000

〈G〉
＊Zは標準装備。

大きな荷物の積載に。
エアロベースキャリア
¥55,000

［¥44,000 ＋  ¥6,000］
08370F1002
＊各種アタッチメントとセットでご使用ください。
＊ボディカバー（防炎タイプ）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。
ルーフラック（80）（ブラック）
¥40,700

［¥31,000 ＋  ¥6,000］
08300F1001
＊ボディカバー（防炎タイプ）との共着不可。
＊エアロベースキャリアが必要です。

車高を抑えながら、しっかり積める。
ルーフボックス（INNO）
¥52,360

［¥44,000 ＋  ¥3,600］
08370F9000
＊ボディカバー（防炎タイプ）との共着不可。
＊エアロベースキャリアが必要です。

濡れた荷物も気にせず載せられる。
ラゲージハードボード
¥21,780

［¥19,000 ＋  ¥800］
08242F1001
＊ラゲージソフトトレイとの共着不可。

右側後席前傾時

左右後席前傾時

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。



12

雪や霜の季節のワイパー凍結防止に。
ウィンターブレード
（運転席）

¥6,270
［¥5,700］
85291B1100
L=517mm。

交換前

伸長時 伸縮時 夜間の反射時（写真はイメージ） ※写真は BSM（ブラインドスポットモニター）付車。

交換後

Driver's & Partner's Assist
運転しやすさと使いやすさを、1 ランクアップ。

ドライバーの見やすい高さに無段階で調整できます。
コーナーコントロール
（手動伸縮式）

¥19,580
［¥13,000 ＋  ¥4,800］
08510F1030
＊発光色ブルー。
＊夜間走行時、前照灯の光でポール部が影となります。

タイヤチェーン（合金鋼タイプ）
¥22,440

［¥20,400］
08321F1000
＊195/65R16用｡195/60R17用｡
＊材質：合金鋼。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

乗車時の姿勢の安定をサポート。
アシストグリップ
¥6,600

［¥6,000］
08633F9000

お買い物やアウトドアのお供に。
保冷機能付きエコバッグ
¥4,950

［¥4,500］
08245F9001
＊回転クッションと同一席への共着不可。

雨滴を膜のように広げて、視認性を向上。
レインクリアリングミラー（ブルー）

¥15,400
［¥12,000 ＋  ¥2,000］
08640F1009 〈G〉
08640F1012 〈Z（ヒーテッドドアミラー装着車、ブラインドスポットモニター装着車用）〉
＊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。

夜間の乗車時の安全性を高めます。
リフレクションデカール
¥1,650

［¥700 ＋  ¥800］
08230F2165
＊1枚（1台分は運転席・助手席に2枚必要）。写真は運転席ドアパネル貼付時。

（助手席）

¥4,400
［¥4,000］
85291B1110
L=382mm。

（リヤ）

¥2,530
［¥2,300］
8529197403
L=275mm。

＊ウィンターブレード（運転席）（助手席）（リヤ）は、消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

※写真は当該車両と異なります。
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＊1.同時に条件を満たす必要があります。 ※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。

●：装着可  ×：装着不可 ●：装着可  ×：装着不可ISOFIX チャイルドシート（i-Size）適応条件 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

新安全基準に対応。
チャイルドシート

（i-Size）

¥156,200
［¥142,000］
08795F9003

シートベルトのみで
固定が可能です。
ユニバーサル チャイルドシート
¥39,600

［¥36,000］
F4107YA310

収納や持ち運びに便利な
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

ISOFIX チャイルドシート（i-Size）

使用方法 ベビーシート チャイルドシート

適用

助手席 × ×

後席 ● ●

条件 後向き取付 前向き取付

年齢 新生児〜 4 歳 生後 15ヶ月＊1 〜 4 歳

体重 18kg 未満

身長 100cm 以下 76＊1 〜 100cm 以下

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

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。
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LED 威嚇インジケーター部（傾斜センサー内蔵）
※写真は当該車両と異なります。

侵入センサー部
（フロントウインドゥ
助手席側ピラー）
※写真は当該車両と異なります。

ホワイト ブラック レッド

Security & Utility
安心・快適を支える名脇役たちを、ドライブのお供に。

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
¥55,220

［¥43,000 ＋  ¥7,200］  08180F1017
＊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。
＊地域によっては地方自治体の条例に抵触し罰則を受ける場合があります。都
道府県、市町村条例を確認の上ご購入ください。
＊装着時に登録作業が必要。
＊通信距離は周囲の建物環境等に大きく影響されることがあります。
＊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。

キーレスアクセスで施錠すると、自動的に盗難警報装置が作動。
盗難警報アラーム
¥45,320

［¥30,000 ＋  ¥11,200］ 08194F1010
＊リモコンエンジンスターターとの共着不可。
＊侵入センサーおよび傾斜センサー内蔵大型インジケーター付。
＊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。

点滅 / 点灯 /ライト機能を
切り替えて使えます。
ライト付 LED 非常信号灯
¥1,320

［¥1,200］
08912F9002
＊単4乾電池2個使用（テスト電池付属）。
＊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。

本革を使用した上質感のあるキーケースです。
キーケース（本革） （ホワイト）（ブラック）（レッド）

¥3,850
［¥3,500］
ホワイト：08630F9039
ブラック：08630F9040
レッド：08630F9041
＊材質：本革（牛皮）。

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）

¥18,700
［¥17,000］
08390F1007
＊エアロベースキャリア、アタッチメント類との共着不可。 ＊（財）日本防炎協会認定。
＊完全防水ではありません。
＊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。

携帯電話やゲーム機器などの充電が可能です。
AC100V 電源
¥30,360

［¥20,800 ＋  ¥6,800］ 08676F1008
＊ワイヤレス充電器（Qi）との共着不可。
＊最大100W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。

カップホルダーにセットする灰皿です。
アッシュトレイ
¥990

［¥900］
08623F9000
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充電中

車内で手軽にスマートフォンが充電できます。
ワイヤレス充電器（Qi）
¥27,500

［¥17,000 ＋  ¥8,000］
08691F1002
＊AC100V電源との共着不可。
＊Qi 1.2 高速充電規格対応。

※本機による充電は、ワイヤレス充電の規格Qi（チー）に対応した一部の携帯機器、もしくはQiに対応したアクセサリーを装着した携帯機器に限られます。
※携帯機器によっては正常に作動しない場合があります。ご使用になるQi対応携帯機器に付属の取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンケースを装着した場合、充電できない場合があります。

注意：植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着
されている方は、ワイヤレス充電器のご使用に当たっては医師と
よく相談してください。充電動作が医療用電気機器に影響を与え
るおそれがあります。詳しくは販売店におたずねください。

待機中

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。
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Navigation
SUBARU 純正ナビゲーションで、安心・安全・快適を。

クルマとナビを接続して連携機能を強化し、より安心安全なカーライフをサポートしていきます。

スバル純正ナビなら、パノラミックビューモニターに対応。
パノラミックビューモニター装着車であれば真上からの目
線でクルマの周囲が確認できます。

パノラミックビューモニター対応

リヤビューカメラ装着車なら、ハンドル操作と連動し、進む方
向を表示します。バック時に進行方向が確認できるので、
バックする感覚がつかみやすく安心です。

ステアリング連動ガイド線表示

後退時は、直接後方を確認しながら運転してください。

約60km/h以内で走行中に、進入禁止の標識をステレオ
カメラが検知するとブザー音とTFTカラーマルチインフォ
メーションディスプレイとナビ画面でお知らせを表示します。

標識認識（進入禁止） 時刻補正機能

GPSで計測した精度の高い時刻をTFTカラーマルチイ
ンフォメーションディスプレイに表示します。

高速道路逆走検知/注意喚起

車両情報表示

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。

故障、燃料残量や半ドア等、約40種類の車両の状態をナ
ビ画面でお知らせします。

ドライブレコーダー連動

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。（表示画面は機種によって異なります）

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。

+
地図に連動した画面で再生

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

3年、6万kmの長期保証　

無償地図更新

【対応機種】ナビ全機種　※写真は他車種。車種やナビの違いにより画面は異なります。

SCENE-01

PARKING
SCENE-02

DRIVING
SCENE-03

SUPPORTING

半ドア警告

※画像はイメージです。
※後退時は、直接周囲を確認しながら運転してください。

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。
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●Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ●Bluetooth® はBluetooth SIG,Inc.USA の商標です。 ※1.アプリまたはDVDでの更新となります。 ※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.オリジナル
アプリ「BIG X CONNECT」がインストールされたスマートフォンが必要です。 ※4. Bluetooth®対応携帯電話が必要な場合があります。 ※5.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。 ※6. 渋滞回避ルートを自動探索。緊急規制情報も表示可能。 ※7. 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）  ※8. 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。 ※9. 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。 ※10. 機種により接続できない場合があります。

9 インチ大画面で圧倒的な存在感と使用感！

●オリジナルスマートフォンアプリからの更新 ●「アプリでの更新が難しそう」という方にはDVD発送

①製品付属のはがきから
　DVDの申し込みを希望。

②ご自宅まで郵送。

9 インチ プレミアム メモリーナビ
￥277,090

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

最新の地図データ

地図更新DVD

スマホ

2023年度版／2024年度版／2025年度版／
2026年度版／2027年度版の地図更新データが無料

パソコン／スマートフォン
※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

本体及び別売取付品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●必要

本体 ￥239,360［￥208,000 ＋ ￥9,600］ 08545F9171 ●

9 インチパネル（ピアノブラック） ¥3,410［¥3,100］ 08606B1030 ●

アンテナ（DTV＆ GPS） ￥15,840［￥6,000 ＋ ￥8,400］ 08540F9011 ●

ナビ・オーディオ取付キット ¥880［¥800］ 08606F1010 ●

HDMI＆USB アダプター＊1 ￥14,300［￥7,000 ＋ ￥6,000］ 08541F9066 ●

ナビゲーションロック ￥3,300［￥3,000］ H0077YA000 ●

＊1. 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。
＊2. ナビ連動用ドライブレコーダーの後方録画には対応しません。
＊3. 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リヤビュー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。

・お使いのスマートフォンにオリジナルアプリ「BIG X CONNECT」のダウンロード、登録が必要です。
・Amazon Alexa セットアップの際は、Amazon への登録、及びログインが必要になります。
・Alexa の表示画像は後席モニターに表示できません。Alexa の音楽の後席個別再生には対応していません。
・自動車向けの仕様のため、動画再生機能にスマートフォンのような対応ができない場合があります。

その他のオプション　（詳細は P20-21に掲載）

ナビ連動用ドライブレコーダー ETC2.0 車載器（ナビ連動高度化光ビーコン対応ビルトインモデル）

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） ＊2 ＊3

こだわりの9インチ大画面と高画質・高音質
高精細なHD液晶を搭載した大画面9インチディスプレイで、地デジTVやDVDなどを美しい映像で楽しめます。また「音
のアルパイン」のノウハウをすべて注ぎ込んだ独自の高音質設計で臨場感あるサウンドを実現。プレミアムモデルらしく
「美しい映像」と「最高の音質」を車の中で楽しむことができます。

Amazon Alexa対応
お手持ちのスマートフォンとの連携でAI音声認識サービス「Amazon Alexa」に対応。「アレクサ、○○して」と話しかけ
るだけで音楽サービスの再生、天気予報やニュースの情報検索、目的地検索や電話の発信、自宅の家電の操作やアレク
サスピーカーとの連絡など、さまざまな操作が可能です。

HDMI-CEC対応
HDMI-CEC（Consumer Electronics Control）という業界標準規格に対応。ストリーミングデバイスをHDMI接続す
ればYouTubeなどの動画コンテンツを車の中で楽しむことができ、さらにHDMI-CEC対応機器であれば、リモコンの一
部機能をカーナビで操作できます。

①自宅で最新ソフトをスマートフォンにダウンロード
②スマートフォンを持って車に乗るとナビのデータを自動で更新

ナビ標準装備

メモリー /
64GB

ステアリング
スイッチ 対応

9型
HD/LED

無償地図
更新  ※1

Amazon 
Alexa対応

 ※3

Bluetooth®

対応
オーディオ  ※4

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）※7
車両連携 eco機能

モーション
スクロール
操作

文字拡大
表示

AM/FM

HDMI
出力

SDカード付属
（8GB/SDHC）

iPod（iPhone）
接続

※9 ※10
タイム

アライメント
ハイレゾ
対応

CD再生（R/RW）※7
WMA、MP3、
WAV、FLAC、

ALAC、AAC対応

オープニング
SUBARU画面

HDMI入力
（HDMI-CEC

対応）

最大出力
50W×4CH

タッチパネルスマートフォン
連携※2

CD録音
約 2,000曲 /
最大 8倍速 ※8

高速道路
逆走検知 セキュリティ機能

Bluetooth®

対応ハンズ
フリー  ※4

VICS WIDE
対応  ※5※6

専用
チューニング

音声認識
（ボイスタッチ）

2027年度版まで
無償地図更新

Amazon Alexaをプレミアム メモリーナビでご使用の際の注意点
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Navigation
多彩なラインナップと純正ならではの完成度を。

● 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。 ●Bluetooth® はBluetooth SIG,Inc.USA の商標です。 ●Wi-FiⓇは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ※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。

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。

ワイド スタンダード メモリーナビ（7インチ） 
¥207,570

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。

レコーダーリンク
ご自宅のレコーダーで視聴できるデジタル放送、BS・CS放送の番組を、外出先の車内でお楽しみいただけます。リアルタ
イム視聴だけでなく、レコーダーに録画した番組も楽しむことができます。
※ご利用には、本機能に対応のレコーダーが必要となります。 ※BS放送、CS放送はお客様でのご契約が必要となります。 ※スマートフォンに
専用アプリのインストールが必要となります。 ※スマートフォンのテザリング機能は、通信キャリアや契約プランによって有料となる場合があり
ます。 ※データ通信料はお客様のご負担となります。

ナビ標準装備

内蔵 /
64GB

Bluetooth®

対応
オーディオ※3

テレビ
チューナー

（フルセグ＋ワンセグ）

無償地図
更新※1

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

タイム
アライメント

SD カード付属
（8GB/ SDHC）

SD、USB音楽※9
WMA、MP3、AAC、
FLAC、WAV対応

VICS WIDE
対応
※4 ※5

クラウド型音声認識
（対話型
音声認識）※6

SD、USB動画※9
MPEG4-AVC/
H.264/VC-1

文字拡大
表示

ステアリング
スイッチ 対応

タッチパネル
（静電タッチパネル）

HD/LED
バックライト

高速道路
逆走検知 車両連携 eco機能

AM/FM

セキュリティ
機能

iPod（iPhone）
接続
※7 ※8

ワイド FM
チューナー

本体及び別売取付品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●必要

本体 ￥171,930［￥146,700 ＋ ￥9,600］ 08545F9174 ●

アンテナ（DTV＆ GPS） ￥15,840［￥6,000 ＋ ￥8,400］ 08540F9011 ●

ナビ・オーディオ取付キット ¥2,200［¥2,000］ 08606F1005 ●

HDMI＆USB アダプター ＊1 ￥14,300［￥7,000 ＋ ￥6,000］ 08541F9064 ●

ナビゲーションロック ¥3,300［¥3,000］ H0077YA000 ●

＊1. 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。
＊2. ナビ連動用ドライブレコーダーの後方録画には対応しません。
＊3. 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リヤビュー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。

その他のオプション （詳細は P20-21に掲載）

ナビ連動用ドライブレコーダー ETC2.0 車載器（ナビ連動高度化光ビーコン対応ビルトインモデル）

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） ＊2 ＊3

最長2028年12月まで
無償地図更新

ＳＤカードの送付による全更新（1回のみ）
申し込み期間：2022年12月1日～ 2024年10月31日
SDカード送付開始時期：2025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“地図更新用
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。

区分

道路

索引

市街図

更新頻度

1回/2ヶ月

1回/4ヶ月

1回/年

部分地図
更新
○

○

×

全地図
更新
○

○

○

最大更新回数
（5年間）

30回

15回

2回

内容
道路データ（有料/一般）
案内音声など
住所、電話番号などの
地点検索データ
詳細市街地図

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：2028年12月31日まで

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。

NEW
MAP

NEW
MAP

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：2028年12月31日まで

①地図更新アプリを
ダウンロード。（ユー
ザー登録が必要）

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。

NEW
MAP

ナビアップSの
ダウンロード

はこちら

ナビアップS
誘導

QRコード

NEW
MAP
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● 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。 ●Bluetooth® はBluetooth SIG,Inc.USA 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。

ナビ標準装備

メモリー /
16GB

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

タッチパネル

ステアリング
スイッチ 対応

WVGA/
高輝度 LED
バックライト

高速道路
逆走検知

車両連携 eco機能 セキュリティ
機能

AM/FM

iPod（iPhone）
接続
※6 ※7

Bluetooth®

対応
オーディオ※3

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。

ワイド エントリー メモリーナビ（7インチ） 
¥150,260
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。高性能なCPUを採用することで複数のプロセス
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。

ドライバーの目と耳にやさしい
□ パネルデザインを一新
よく使う「現在地ボタン」は、クリアブルーの大きなボタンと「現在地」を表すアイコンを採用し、より使いやすさを向上さ
せました。

□ 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、TV・FM・AM・交通情報視聴時、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。

本体及び別売取付品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●必要

本体 ￥118,360［￥98,000 ＋ ￥9,600］ 08545F9175 ●

アンテナ（DTV＆ GPS） ￥15,840［￥6,000 ＋ ￥8,400］ 08540F9011 ●

ナビ・オーディオ取付キット ¥2,200［¥2,000］ 08606F1005 ●

USB アダプター ＊1 ￥10,560［￥3,600 ＋ ￥6,000］ 08541F9068 ●

ナビゲーションロック ¥3,300［¥3,000］ H0077YA000 ●

＊1.デジタル映像入力には対応しません。 ＊2. ナビ連動用ドライブレコーダーの後方録画には対応しません。 ＊3. 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リヤビュー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。

その他のオプション （詳細は P20-21に掲載）

ナビ連動用ドライブレコーダー ETC2.0 車載器（ナビ連動高度化光ビーコン対応ビルトインモデル）

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） ＊2 ＊3

2027年2月まで
無償地図更新
（地図全更新1回）

［Webからの更新］更新回数1回/ご購入～3年以内

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。

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。

無償地図更新方法 下記の【Webからの更新】と【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。

NEW
MAP

［SDカードの送付による更新］
更新回数1回/ご購入～2024年6月30日までお申し込みの場合

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。

地図データ内容：2025年 秋 地図データ／発送開始予定：2026年3月以降

2024年3月頃～2027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。

（詳しくは下記の表をご確認ください。）

地図データ ダウンロード時期
2024年3月頃～2025年2月末予定
2025年3月頃～2026年2月末予定
2026年3月頃～2027年2月末予定

収録地図データ
2023年 秋 地図データ
2024年 秋 地図データ
2025年 秋 地図データ

NEW
MAP
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DRIVING SUPPORT & AUDIO
今の時代に揃えておきたい、快適・安全なドライブの必需品。

ドライブレコーダー

※1.メーカーオプションのスマートフォン連携9インチディスプレイオーディオとケンウッド ワイド エントリー メモリーナビに必要。
※2.▲はヘッドユニットによって要不要がわかれます。該当商品はケンウッド ワイド エントリー メモリーナビに必要です。

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。

リヤ�リヤビューカメラ装着車後方画像フロント 再生画面

ドライブレコーダー（ナビ連動用）

7インチ ワイド スタンダード メモリーナビ連動＋前後方室内（後方HDカメラ）録画

¥105,930
（ナビアップグレードパック装着車の場合）

7インチ ワイド エントリー メモリーナビ連動＋前後方（後方MOP＊カメラ）録画

¥60,390
（ナビアップグレードパック装着車の場合）

＊.MOP＝メーカーオプション。

● 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。

ドライブレコーダー（単独使用専用）

¥44,440
［¥32,000 ＋  ¥8,400］
08671F9024
＊GPS付。

本体及び取付品

車両装備 − 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

ヘッドユニット
メーカーオプションの9インチ

ディスプレイオーディオ

アルパイン 9インチ プレミアム メモリーナビ
パナソニック 7インチ ワイド スタンダード メモリーナビ

ケンウッド 7インチ ワイド エントリー メモリーナビ

録画エリア 前方 前後方 前のみ
前後方 前後方室内

前のみ
前後方

（後方HDカメラ）
前後方室内

（後方HDカメラ）後方MOPカメラ 後方HDカメラ 後方MOPカメラ 後方HDカメラ

本体 ¥47,850［¥35,100 ＋  ¥8,400］ 08671F9025 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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連動ケーブルB ¥1,320［¥1,200］ 08672F9025 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ドライブレコーダーパネルセット ¥1,650［¥1,500］ 08679F9005 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ドライブレコーダー後方録画用ケーブルE ¥5,940［¥3,000 ＋  ¥2,400］ 08672F9016 ● ● ●

後方録画用HDカメラ（車両接近検知付） ¥30,140［¥17,000 ＋  ¥10,400］ 08671F9022 ● ● ● ●

室内カメラ ¥20,900［¥15,000 ＋  ¥4,000］ 08671F9023 ● ● ●

ドライブレコーダー用カメラ分岐ケーブル ¥1,650［¥1,500］ 08672F9026 ● ●

ドライブレコーダー用電源ケーブル※1※2 ¥1,210［¥1,100］ 08672F9019 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲



＊メーカーオプションのリヤビューカメラ付車には装着不可。 ＊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。 ＊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（メーカーオプションのリヤビューカメラと同じ取付位置となります）。

注）ガイド線はステアリングと連動します。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。

※画像はイメージです。

リヤビューカメラブロワー
￥18,260
［¥11,000 ＋  ¥5,600］ 08575F1000

●リヤワイパー作動開始に連動して、カメラレンズの雨滴をエアー（空気圧）で吹き飛ばします。
リヤワイパーリバースギア連動時はR（リバース）ギアに入れると連続して作動します。
注）リヤワイパー連続作動時は、一度リヤワイパーのOFF-ON操作をしていただかないと作動しません。

作動前 作動後

アルパインプレミアムスピーカー 
フロントスピーカー（セパレートツィーターセット）

￥58,850
（Gに装着の場合）
本体 ¥55,000［¥44,000 ＋  ¥6,000］ 08603F1004
ツィーターハーネスキット ￥3,850［￥3,500］ 08298F1001
＊スピーカー装着車は交換取付となります。
＊Gに装着の際には別売のツィーターハーネスキットが必要です。

リヤスピーカー

￥44,880
［¥36,000 ＋  ¥4,800］ 08601F9019
＊スピーカー装着車は交換取付となります。

フロント リヤ
※写真は画面イメージです。

※写真は画面イメージです。 ※写真は画面イメージです。
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ETC 車載器 オーディオ リヤビューカメラブロワー

スピーカーバックモニター

ワイド シンプル CD チューナー（ケンウッド） 

￥21,010
本体 ¥18,810［¥13,500 ＋  ¥3,600］ 08600F9035
ナビ・オーディオ取付キット ¥2,200［¥2,000］  08606F1005
＊装着の際には別売のナビ・オーディオ取付キットが必要です。

バックモニター（リヤビューカメラ）

￥26,510
（ディーラーオプションナビと接続の場合）
本体 ￥24,640［￥20,000 ＋  ￥2,400］  08634F1008
車両信号変換ケーブルJ　￥1,870［￥1,700］  08541F9062
▲ディーラーオプションナビとバックモニターを接続するのに必要なケーブル。

●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。 ＊メーカーオプションのスマートフォン連携9インチディスプレイオーディオ付車には
装着不可。 ＊ナビアップグレードパック付車に装着可能ですが、ステアリングスイッチ、リヤビュー
カメラは機能しません。 ＊バックモニター、パノラミックビューを表示することはできません。

CD/AM/FM 対応のシンプルオーディオ。

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

CD-R/RW

50W×4OUT

WMA

AUX 端子

MP3

AM/FM オーディオ標準装備

ナビ連動

単独使用専用

ETC/ETC2.0車載器をご使用の際の注意点

※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。

ETC2.0 車載器（ナビ連動高度化光ビーコン対応ビルトインモデル）

¥36,080（ナビ連動時）
［¥28,000 ＋  ¥4,800］ 08687F9020  ＊写真は当該車両と異なります。
＊高度化光ビーコン対応。
＊ディーラーオプションナビとの連動が可能なビルトインタイプ。
＊メーカーオプションのスマートフォン連携9インチディスプレイオーディオとは連動しません。

ETC 車載器（ビルトインモデル）

¥20,130（音声案内）
［¥13,500 ＋  ¥4,800］ 08685F9038  ＊写真は当該車両と異なります。

ETC 車載器
（エントリーモデル）

¥17,105（音声案内）
本体 ¥16,390［¥10,100 ＋  ¥4,800］
08685F9039
ETC取付キット ¥715［¥650］
08689F1000
＊装着の際には別売の
ETC取付キットが必要です。

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しております。

大好きな音楽にあふれたドライブへ。 雨天時の後方視界をクリアに。

バランスのいい純正サウンドを、さらにグレードアップ。後方チェック時に、安心の定番アイテム。
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Base Kit
装着するならまずはコレ！ 人気のアイテムをお得なセットで。

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
¥18,040

［¥16,000 ＋  ¥400］
08200F1001
＊1台分5枚セット。
＊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。
＊スバル純正品以外を装着したり、純正品でも正しく装着して
いないとペダル操作を妨げ、事故につながる恐れがあります。
＊下記事項にご注意ください。
(1)付属のフックを使用し取付けてください。
(2)他のマットなどと重ねて使用しないでください。

太陽がまぶしい日の日差しをやわらげます。
ワイドバイザー
¥21,560

［¥16,000 ＋  ¥3,600］
08610F1015
＊1台分。

シンプルなデザインのマット。
カーペットマット（グレー）
¥19,140

［¥17,000 ＋  ¥400］
08210F1063
＊1台分5枚セット。
＊エアーウォッシュ加工付。
＊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。
＊スバル純正品以外を装着したり、純正品でも正しく装着して
いないとペダル操作を妨げ、事故につながる恐れがあります。
＊下記事項にご注意ください。
(1)付属のフックを使用し取付けてください。
(2)他のマットなどと重ねて使用しないでください。

小石や泥水などの跳ね上げ防止に。
マッドガードセット（材着ブラック）
¥18,260

［¥13,000 ＋  ¥3,600］
08410F1018
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ナンバープレートのエッジをガード。
ナンバープレートベース（メッキ）
¥2,200

［¥2,000］ 08400F9004
＊1枚（1台分は2枚必要）。
＊字光式ナンバープレート付車には共着不可。

ナンバープレートの盗難防止に。
ナンバープレートロック（3本セット）
¥3,630

［¥3,300］ 08400F1113
＊1台分3本セット＋専用工具付。
＊字光式ナンバープレート付車には共着不可。
＊材質：スチール。
注）封印があるため、リヤ左側への取付不可。

ベースキット カーペットマット
（グレー） オールウェザーマット

ナンバープレート
ロック

（3 本セット）

ナンバープレート
ベース

（メッキ）

マッドガードセット
（材着ブラック） ワイドバイザー ラゲージ

ハードボード
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］

REX全車

● ● ● ● ● ¥66,990 ¥61,050 P0018K3300［¥47,900＋ ¥7,600］

● ● ● ● ● ¥67,210 ¥60,940 P0018K3301［¥50,600＋ ¥4,800］

● ● ● ● ● ● ¥88,770 ¥80,740 P0018K3302［¥65,000＋ ¥8,400］

● ● ● ● ● ¥65,890 ¥60,060 P0018K3303［¥47,000＋ ¥7,600］

● ● ● ● ● ¥66,110 ¥59,950 P0018K3304［¥49,700＋ ¥4,800］

● ● ● ● ● ● ¥87,670 ¥79,750 P0018K3305［¥64,100＋ ¥8,400］

濡れた荷物も気にせず載せられる。
ラゲージハードボード
¥21,780

［¥19,000 ＋  ¥800］　08242F1001
＊ラゲージソフトトレイとの共着不可。
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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2022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。 掲載の商品と現在カタログに掲載のないスバル純正用品・SAA用品との連動機能には制限がある場合があります。●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。 ●Qi及びqiマー
クはワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）の商標または登録商標です。 ●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。 ●「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： b0111600

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）。

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。

www.subaru.jp


