
ホルダー

ガラス破砕先端部

シートベルトカッター 消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付） 
￥6,300

〈全車〉M0077YA050 ［¥5,500＋　￥500］

Extra item

Exterior スタイリッシュでユースフル。それぞれに機能性も備えた、
サンバートラックのためのエクステリア。

簡易消火具
粉末、泡などの消火剤を
使っていないので清掃も
容易です。

2ステップで操作できる簡易消火具に、
緊急時の脱出をサポートするシートベルト切断用
カッターと、ドアウインドゥ破砕用ハンマー機能を装着。
いざというとき心強い3つの機能を、
コンパクトに集約した車載ツールです。炭酸ガスボンベ

ドア開閉の際に傷つきやすい
ドアエッジをガードします。
ドアエッジモール(ステンレス)  
￥3,675/1台分2本
〈全車〉 F0067T2000 ［¥3,000＋　¥500］

スタイリッシュなドアミラーの
メッキカバー。
ドアミラーカバー(メッキ)  
￥8,400
〈全車〉 J1067T2000 ［¥7,000＋　￥1,000］

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”。 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。

　　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）。
適応車種表記：トラック（TB・TC・ハイルーフ・グランドキャブ）、パネルバン（パネルバン ハイルーフ）。※ダンプ・赤帽・JAについては販売店にお問い合わせください。
表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2013年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。●輸入品など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オーディオ等の操作をしないでください。●各AVメディアはデータ
形式・バージョンや著作権ガードにより使用できない場合があります。●iPod対応機能は、Dockコネクター非装備機種などiPodの種類や世代によって使用できない場合があります。●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。
●「Android」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。●掲載のイラストはイメージ図です。●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。

消耗品など
一部商品を除く

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

注文番号：b0111514www . s u b a r u . j p〒160-8316  東京都新宿区西新宿1-7-2
スバル部品用品本部 国内部品部（2013.7）

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）

シート間ポケット ￥4,935
〈TB・TC・ハイルーフ〉
SAA3250360［￥2,900＋   ￥1,800］

LEDアシュトレー￥5,460
〈全車〉SAA1060005［¥5,200］

工具＆タイヤゲージセット　￥2,940
〈全車〉 SAA1031200 ［¥2,800］

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

灰皿本体写真は他車種

富士重工業株式会社 SUBARUコール

SUBARUオンラインショップ

A U D I O
A C C E S S O R I E S
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フロアにぴったりの形状で、すみずみまで床面保護＆防水性アッ
プ。手軽で清掃もしやすいゴム製マット。

ラバーマット フロント ¥6,825
〈全車〉 J5067T2200 ［¥6,000＋　¥500］
＊他のマット類と共着不可。

水がこぼれにくい縁付きマットで防水性をさらにアップ。
雪国でも必需品です。

トレーマット フロント ¥8,925
〈全車〉 J5067T2210 ［¥8,000＋　¥500］
＊他のマット類と共着不可。

丈夫で汚れが目立ちにくい生地のカーペット。作業ブーツなどか
ら床面も保護します。

フロアカーペット フロント ¥5,775 
〈全車〉
J5067T2120 ［¥5,000＋　¥500］
＊他のマット類と共着不可。

ナンバーのエッジを優しくガードし、クルマ周りでの作業も安心。
スタイリングも引き締めます。盗難防止ボルトも用意しています。

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

ナンバープレートロック ￥3,675
〈全車〉 J1077YA001 ［¥3,500］ 
＊字光式ナンバーと共着不可。
＊ロックボルト４個・専用キー・レンチ。マックガード社製。

A C C E S S O R I E S
サンバーの広さを、便利さと快適さに。
サンバーを使いこなしてきた仕事のプロたちの、長年のユーザーニーズをしっかり活かしながら、
厳しさに定評のあるスバル純正試験もクリアした、どれを選んでも安心のラインナップ。
サンバートラックの広さを、仕事の便利さと快適さに変える、信頼の純正アクセサリーです。

Basekit

Carpet

まいにち快適に働くためのマストアイテムが、
しっかり揃う安心のベースキット。
お得なプライスも好評の、
スバル伝統の親切キットです。

Truck kit
長年の現場の声に応えて、荷台まわりのマストアイテムが、
お得に揃うトラックキットもご用意しています。

リヤゲートチェーン ￥3,990
〈TB・ハイルーフ・グランドキャブ〉
E1867T2200 ［¥1,800＋　¥2,000］
＊荷台カバーと共着不可。

リヤアオリを水平に保つ定番アイテム。
荷台の運用の幅を広げます。

荷台マット
（3mm ¥7,350/5mm ¥13,650/
グランドキャブ用5mm ¥12,600）
〈トラック〉
3mm ： L0067T2100 ［¥7,000］、
5mm ： L0067T2120 ［¥13,000］、
グランドキャブ用5mm ： L0067T2130 ［¥12,000］
＊三方開幌セット、荷台カバーと共着不可。

傷や錆、腐食から荷台床面を守るPVCマット。
積み降ろしの衝撃にも強い5mm厚も選べます。

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

ドアバイザー フロント（レギュラー ￥7,350/ワイド ￥11,025）
〈全車〉
レギュラー：F0057T2100 ［￥5,500＋　￥1,500］
ワイド：F0057T2200 ［￥9,000＋　￥1,500］

ゲートプロテクターセット ￥9,975
〈トラック〉 L1067T2000 ［¥7,000＋　¥2,500］　
＊スライド／ランカン幌セット、ゲートアップパイプ、荷台カバーと共着不可。
＊長尺物の積載は道交法や条例等を遵守してください。

積み降ろし時に傷つきやすい鳥居やアオリの縁を保護し、
長尺物も立てかけやすいゴム製プロテクターのセット。グランドキャブにも装着できます。

カーペットも用意しています。
※ベースキットには含まれません。

ベースキット
マット類 ドアバイザー

ラバーマット トレーマット レギュラー ワイド
単品合計価格 キット価格 品番［税抜き価格内訳］ナンバープレートベース

（前後2枚）
ナンバープレート

ロック

￥22,050

￥25,725

￥24,150

￥27,825

▶

▶

▶

▶

￥18,900
￥22,575
￥20,475
￥24,675

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
 
●
 

●

●

P0057T2060 ［￥16,000＋　￥2,000］

P0057T2070 ［￥19,500＋　￥2,000］

P0057T2080 ［￥17,500＋　￥2,000］

P0057T2090 ［￥21,500＋　￥2,000］

全車

トラックキット
荷台マット

3mm 厚 5mm 厚
単品合計価格 キット価格 品番［税抜き価格内訳］リヤゲートチェーン

¥17,325

¥23,625

¥21,315

¥27,615

¥26,565

▶

▶

▶

▶

▶

¥15,750
¥21,525
¥19,425
¥25,200
¥24,150

ゲートプロテクターセット

●
●
●
●
●

　

●
●
●

●

●
●

●
●

P0057T2201 ［￥12,500＋　￥2,500］

P0057T2211 ［￥18,000＋　￥2,500］

P0057T2200 ［￥14,000＋　￥4,500］

P0057T2210 ［￥19,500＋　￥4,500］

P0057T2220 ［￥18,500＋　￥4,500］

TC

TB・ハイルーフ

グランドキャブ

02 03表示価格は標準工賃(必要な場合)と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。適応車種表記：トラック（TB・TC・ハイルーフ・グランドキャブ）、パネルバン（パネルバン ハイルーフ）。※ダンプ・赤帽・JAについては販売店にお問い合わせください。



傷や錆、腐食から荷台床面を守るPVCマット。
積み降ろしの衝撃にも強い5mm厚も選べます。
荷台マット（3mm ¥7,350/5mm ¥13,650/
　　　　　グランドキャブ用5mm ¥12,600）
〈トラック〉 3mm ： L0067T2100 ［¥7,000］、
                5mm ： L0067T2120 ［¥13,000］、
                  グランドキャブ用5mm ： L0067T2130 ［¥12,000］
＊三方開幌セット、荷台カバーと共着不可。
＊トラックキット【p2-3】でも購入できます。
＊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。

荷台全体を錆びない樹脂製コンテナボックスの様に使え、
リヤアオリも開閉でき荷役性も確保しています。
荷台カバー ￥56,700
〈TB ・TC ・ハイルーフ〉 L0067T2200［ ¥48,000＋　¥6,000］
＊リヤゲートチェーン、幌セット、荷台セパレーター、ゲートアップパイプ、プ
ロテクター類、荷台マットと共着不可。
＊内寸長1870×幅1395×高280mm

使いやすい位置にセットできる仕切り版。
積荷を整理しケース類も安定します。
荷台セパレーター ￥26,040
〈トラック〉 L0067T2210 ［¥24,800］
＊幌セット、ゲートアップパイプ、荷台カバーと共着不可。

リヤアオリを水平に保つ定番アイテム。
荷台の運用の幅を広げます。
リヤゲートチェーン ￥3,990
〈TB・ハイルーフ・グランドキャブ〉 E1867T2200 ［¥1,800＋　¥2,000］
＊荷台カバーと共着不可。
＊トラックキット【p2-3】でも購入できます。

カサ物や不安定な背高物も安心。
サイドアオリ高を200mm アップ。
ゲートアップパイプ ￥15,750
〈TB ・TC ・ハイルーフ〉 E1867TC000 ［¥13,000＋　¥2,000］
＊幌セット、フレイトカバー、ゲートプロテクターセット、荷台カバー、荷台セ
パレーターと共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万ｋｍのいずれかを超えるまでとなります。

荷台下スペースを有効利用し、工具やチェーンなどを収納し
ておけます。キーロック付き。
ツールボックス￥14,175
〈トラック〉 L0067T2700 ［¥11,500＋　¥2,000］
＊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。

背高物も積みこみやすく、風雨からの積荷保護と荷役性を両 立する多機能幌です。 ゲートプロテクターセット ￥9,975
〈トラック〉 L1067T2000 ［¥7,000＋　¥2,500］　
＊スライド／ランカン幌セット、ゲートアップパイプ、荷台カバーと共着不可。
＊長尺物の積載は道交法や条例等を遵守してください。
＊トラックキット【p2-3】でも購入できます。

積み降ろし時に傷つきやすい鳥居やアオリの縁を保護し、
長尺物も立てかけやすいゴム製プロテクターのセット。グランドキャブにも装着できます。

キャビンバックプロテクター　
￥8,925
〈TB ・TC ・ハイルーフ〉
L1067T2011 ［¥7,000＋　¥1,500］
＊荷台カバーと共着不可。

ゲートインサイドプロテクター　
￥12,075
〈トラック〉
L1067T2010 ［¥10,500＋　¥1,000］
＊荷台カバーと共着不可。

荷役時や走行中に、積荷からキャビンやアオリを保護する
ゴム製プロテクター。

リヤ一方開でも奥まで積みこめる長いロールやボード、
畳にも適します。
ランカン幌セット ￥61,950
〈TB ・TC〉 L0067T2420 ［¥55,000＋　¥4,000］
＊フレイトカバー、荷台セパレーター、ゲートアップパイプ、ゲートプロテクター、
荷台カバーと共着不可。 ＊サイドアオリは開閉不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万ｋｍのいずれかを超えるまでとなります。

サイドの幌・アオリも開閉可。ダンボール箱や袋物も奥まで
積めて、路肩から歩道側へも積み降ろせます。
三方開幌セット ￥60,900
〈TB ・TC〉 L0067T2400 ［¥54,000＋　¥4,000］
＊フレイトカバー、荷台セパレーター、ゲートアップパイプ、荷台マット、荷台
カバーと共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万ｋｍのいずれかを超えるまでとなります。

フレイトカバー等を積んでおくのに便利。ハイルーフ
用も用意しています。看板プレート付。
ルーフキャリア（25kg積み） ￥37,800
〈トラック〉
E3657T2530（ ハイルーフは E3657T2525）［¥32,000＋　¥4,000］
＊装着時車両全高2,008( ハイルーフは2,133)mm
＊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。

市販スピーカー取付用キャリア。
ハイルーフ用も用意されています。
業務用スピーカーキャリア  ¥23,100
〈全車〉
E3657T2610（ ハイルーフは E3657T2605）［¥19,000＋　¥3,000］
＊装着時車両全高1,893（ ハイルーフは2,018）mm（ スピーカー別）。
＊市販スピーカーの適応・保証は製造/ 販売元にお問い合わせください。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万ｋｍのいずれかを超えるまでとなります。

荷台全体を上から照らせる夜間作業灯。幌セットとも共着
でき、暗い幌の中での積荷整理にも便利です。
作業灯セット  ¥12,600
〈TB〉
H1467T2000 ［¥8,000＋　¥4,000］
＊TC に標準装備の作業灯とは形状が異なります。

サンバー
トラックに積む。
軽トラックでもトップレベル＊のフルキャブ・ロング荷台に、
多彩な荷物を気がねなく積める、タフなアイテムが揃っています。
＊： 鳥居荷台長が軽キャブトラッククラス No.1 （2012年4月現在・自社調べ）。詳しくは車両カタログをご覧ください。

スライド幌セット ￥97,650
〈TB ・TC〉 L0067T2430 ［¥88,000＋　¥5,000］
＊フレイトカバー、荷台セパレーター、ゲートアップパイプ、ゲートプロテクター、荷台カバーと共着不可。
＊サイドアオリは開閉不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万ｋｍのいずれかを超えるまでとなります。

風雨や積荷の飛散を防ぎ、使わない時は外せるフレイトカバー。
積荷が増えても安心の大サイズや、雨水が溜まりにくいスロープ 型も用意しています。
フレイトカバー（標準 ￥8,400/大 ￥10,500/スロ ープ ￥10,500）
〈TB ・TC ・ハイルーフ〉
標準：L0067T2600 ［¥8,000］、大：L0067T2610 ［¥10,000］、
スロープ：L0067T2620 ［¥10,000］
＊幌セット、ゲートアップパイプと共着不可。 ＊標準：2.2×1.7m、大：2.5×2.0m
＊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  （ゴムバンドキットは消耗品のため対象外）。

ゴムバンドキット ¥1,050 も
ご用意しています。
L0067T2605［ ¥1,000］

標準 スロープ

バルブ部は消耗品のため対象外

写真のケースは商品に含まれません。

04 05❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。 表示価格は標準工賃(必要な場合)と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。適応車種表記：トラック（TB・TC・ハイルーフ・グランドキャブ）、パネルバン（パネルバン ハイルーフ）。※ダンプ・赤帽・JAについては販売店にお問い合わせください。



紛失しやすいレシートやカードも、しっかり収納しておける
引き出しタイプ。
ユースフルボックス ￥5,040
〈1DIN オーディオ装着車〉
F6057T2000 ［¥3,800＋　¥1,000］
＊下段に１個のみ装着可
＊ディーラーOPの1DINオーディオと同時作業時は工賃不要

直射日光や後続車のライトをやわらげ、プライバシーも
保護します。
スモークスクリーン ￥7,350
〈TB・ハイルーフ〉 F5057T2015 ［¥5,500＋　¥1,500］
＊リヤガラス

バック時にブザーを鳴らし、周囲に注意をうながします。
ヘッドランプ連動の夜間消音タイプ。
バックブザー  ¥4,200
〈トラック〉 H3752T2000 ［¥2,000＋　¥2,000］
＊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。

ワイパーの凍結を防ぎ、降雪時も作動がスムースな
グラファイトコーティングブレード。
ウィンターブレード  ¥3,150
〈全車〉 H6552T2000 ［¥3,000／1本］
＊運転席／助手席共用。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

雪国だけでなく、突然の大雪で交通がマヒする都市部でこそ常備。オーソドックスなスチールチェーンと、着脱しやすいワンタッチチェーン。

※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。 ＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

50W×4アナログ
音声入力AM/FM CD

-R/RW

前面AUXで気軽にポータブルプレーヤー接続。MP3/WMA/AACにも対応するお手頃CDプレーヤー。

ミツビシ 1DIN CDレシーバー  ￥16,590 ＋ 別売取付品 ￥12,957（TCは ￥2,100）

■■■■HHHH6244624462446244KKKK3501350135013501［［［［￥￥￥￥12121212,,,,800800800800＋＋＋＋　　　　￥￥￥￥3333,,,,000000000000］］］］    ●スペーサー H0043T2900［￥2,000］ ●スピーカーキット（トラック）（TCは不要）H6368T2000［￥7,840＋   ￥2,500］

アナログ
音声入力AM/FM USB

オーディオ
CD
-R/RW 50W×4iPod

オーディオ

＊

■H6219AJ590［￥14,000＋　￥3,000］ ●スペーサー H0043T2900［￥2,000］ ●スピーカーキット（トラック）（TCは不要）H6368T2000［￥7,840＋   ￥2,500］ ●電源変換コードB H0077YA110［￥1,500］ 

■H6241K3500［￥25,000＋　￥3,000］ 
●スペーサー H0043T2900［￥2,000］ ●スピーカーキット（トラック）（TCは不要）H6368T2000［￥7,840＋   ￥2,500］

アナログ
音声入力AM/FM USB

オーディオ
CD
-R/RW 50W×4iPod

オーディオ

＊iPodを接続するには iPodケーブル H0049KJ903 ￥2,100［￥2,000］が別途必要です。
※USBメモリーは安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,100［￥2,000］でお使いください。

※USBメモリーは安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,100［￥2,000］でお使いください。

Android™携帯の楽曲再生、iPod/iPhoneはインパネ操作も。スマートフォン派のためのスタンダード1DINオーディオ。

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。

ケンウッド 1DIN USB/CDレシーバー  ￥17,850 ＋ 別売取付品 ￥14,532（TCは ￥3,675）
クラリオン 2DIN USB/CDレシーバー  ￥29,400 ＋ 別売取付品 ￥12,957（TCは ￥2,100）

※本体はインパネセンターポケット内上面に、アンテナはインパネ上面に取付けます。
※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。

料金所もノンストップ&キャッシュレス。純正ＥＴＣを用意しています。

■H0014AJ210［¥12,900＋　￥4,000］
●ETCアンテナ取付ブラケット H0054TC901［￥1,300］
●ETC接続コードB（ケンウッドオーディオ装着車には不要）H0077YA140［¥1,500］

ETCキット（音声ガイド） 
￥19,950   単独装着用
■H5012AJ004［¥12,900＋　¥4,000］
●ETCアンテナ取付ブラケット H0056TC901［￥600］
●ETC接続コードB（ケンウッドオーディオ装着車には不要）H0077YA140［¥1,500］

ETCキット（音声ガイド） 
￥20,685   単独装着用

スチールチェーン  ¥5,985
（13 インチホイール車は ¥6,300）
〈全車〉 145R12 タイヤ用： B3177T2000 ［¥5,700］、
            145R13 タイヤ用： B3177T2010 ［¥6,000］

ワンタッチチェーン  ¥12,810
〈全車〉 145R12 タイヤ用： B3177T2020、
           145R13 タイヤ用： B3177T2030 ［¥12,200 ］

毎日使うクルマだからこそ、いちばん安心できる場所に。
タフな仕事も快適にこなせる、サンバー純正インテリア。

AUD IO 信頼の3年保証、
サンバー純正オーディオ。

サンバー
トラックに乗る。

書類からティッシュボックスまで、出し入れしやすいルーフ前方の大型収納。
オーバーヘッドシェルフ ￥13,125
〈ハイルーフ車〉 J2067T2010 ［￥11,000＋　￥1,500］
＊最大積載重量1.6kg ＊内寸幅1,083×奥行213mm

車内での書類作業にも便利。
角度を調整して手もとをしっかり照らせる高輝度３連LED。
ピラースポットランプ ￥13,125
〈全車〉 H4657T2010 ［¥9,000＋　¥3,500］

ドアを開けるとキーシリンダーが光り、閉めてもしばらく点灯。
夜間の乗車に便利です。
イグニッションキー照明 ￥8,400
〈トラック〉 H7057T2000 ［¥5,000＋　¥3,000］
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万ｋｍのいずれかを超えるまでとなり
   ます（バルブ部は消耗品のため対象外）。

スバルオリジナル柄シートカバーの
左右席セット。
シート本体の保護にもなります。
シートカバー  ￥9,030
〈全車〉 F4167T2300
（グランドキャブはF4167T2310）
［¥7,600＋　¥1,000］

汚れた作業着でもシートを汚さない、
左右席セットのPVC製カバー。
クリーンカバー  ￥10,500/1台分
〈グランドキャブ除く〉
F4167T2500 ［¥9,000＋　¥1,000］
＊洗濯はできません。

■H0077YA000 ［¥3,000］

大切なナビ&オーディオを守る、防犯用ロックボルト。
ナビゲーションロックボルト ￥3,150

※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オーディオを注文・装着する際にご注文ください。
　事後装着には別途工賃が掛かります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
※盗難補償は付帯しておりません。

PHOTO：12インチタイヤ用

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

ピー
ピー

PHOTO：助手席サンバイザー装着車

06 07表示価格は標準工賃(必要な場合)と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

オーディオ標準装備 オプション

適応車種表記：トラック（TB・TC・ハイルーフ・グランドキャブ）、パネルバン（パネルバン ハイルーフ）。※ダンプ・赤帽・JAについては販売店にお問い合わせください。


