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

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）。

※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2017 年 4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。●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。●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。

SUBARUコール
〒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（2017.04）

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）

w w w. s u b a r u . j p
注文番号：b0111526

2 0 17 . 0 4〜

街に、野に、あなたの 毎日に、
もっと馴染む 軽トラへ 。

積 載 性 はもちろん 、一日の 大 部 分をすごす仕 事 場 に 、もっと安 心 と快 適 を 。
厳 選 さ れ た SUB A RU 純 正 アクセ サリーが 、働くクルマの 毎日をフルサ ポートします。

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 ￥9,720
（グランドキャブは ¥10,800）
〈全車〉F4167T3100［ ¥8,000＋ ¥1,000 ］
（グランドキャブは F4167T3000
［ ¥9,000＋ ¥1,000 ］）
＊左右席セット。

写真は MT 用

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 ¥11,880
〈グランドキャブ除く〉

F4167T3200
［ ¥10,000＋ ¥1,000 ］
＊左右席セット。＊洗濯はできません。

リヤガラスに装着して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。

リヤサンシェード ¥8,640
（グランドキャブは ¥9,720）
〈パネルバン除く〉F5067T3010
［¥7,000＋ ¥1,000］
（グランドキャブは F5067T3011
［¥8,000＋ ¥1,000］）

助手席はもちろん、運転席に左から差し込む日光や
紫外線も遮り、快適な視界を確保します。

助手席サンバイザー ￥2,592
〈助手席サンバイザー非装着車〉
F5068T3000［ ¥1,900＋ ¥500 ］
＊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。

運転席ヒールパッド付カーペットで快適乗車。汚れが目立た
ない丈夫な生地で、作業ブーツ等から床面も保護します。

フロアカーペット ¥7,020

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 ¥4,860

〈全車〉MT：J5067T3000 ／ AT：J5067T3100［ ¥6,000＋
＊他のマット類と共着不可。

写真は MT 用

¥500 ］

写真は MT 用

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 ¥7,560

〈全車〉MT：J5067T3200 ／ AT：J5067T3210［ ¥4,000＋

¥500 ］

〈全車〉MT：J5067T3220 ／ AT：J5067T3230［ ¥6,500＋

＊他のマット類と共着不可。

＊他のマット類と共着不可。

▶お得なベースキット【 p11 】でも購入できます。

▶お得なベースキット【 p11 】でも購入できます。

写真は他車種

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 ￥14,580
〈ハイルーフ、
グランドキャブ〉
J2067T3000［￥12,000＋ ￥1,500 ］
＊最大積載重量 1.6kg ＊内寸幅×奥行：約 930×215mm
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小物を手軽に置けて、車内作業にも便利な
助手席トレイ。

インパネトレー ￥5,400
〈全車〉J2067T3100［ ¥4,500＋ ¥500 ］

助手席バックレストを前に倒すと現れる多彩な
シート間スペースを有効活用。
ポケット。地図や伝票など書類の整理にも最適です。 ティッシュボックスなど
立体的な小物も収納できます。

助手席リヤバック ￥5,940

〈グランドキャブ除く〉J2067T3200［ ¥5,000＋ ¥500 ］
＊助手席乗車時はバックレストを立てて確実に固定してください。
240×115×65 ㎜（ティッシュボックス等）より大きな物を入れた
状態では助手席に乗車できない場合があります。

シート間ポケット ￥5,940
〈グランドキャブ除く〉J2067T3300［¥5,000＋ ¥500］

ドアを開けるとキーシリンダーの
ドアを開ければルームランプとともに点灯し、
ブルーLEDが光り、閉めてもしばらく点灯。 夜間の乗降も安心。ルームランプ消灯後も
しばらく点灯するので、床の落し物も確認できます。
夜間の乗車に便利です。

LEDイグニッションキー照明 ￥8,640
〈全車〉H7067T3100［ ¥5,000＋

¥3,000 ］

LEDフロアイルミネーション ¥14,580
〈全車〉H7057T3000［ ¥9,000＋

¥4,500 ］

マッチやライターを探し回らず運転に
集中できる、愛煙家のマストアイテム。

シガーライターキット ¥3,888
〈全車〉H6747K3100［ ¥2,600＋ ¥1,000 ］
＊アクセサリーソケットと交換取付。

¥500 ］

嫌なニオイを抑えてエアコン効率も維持し、
ウイルス/アレルゲンや花粉、
いま問題の微細粒子にも配慮しています。

エアクリーンフィルター ¥4,104
〈エアコン装着車〉G3067T3000［ ¥3,300＋

¥500 ］

＊高機能タイプ。標準装備のクリーンエア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。

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。
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いつでもどこでも、
しっかり走る。
働くクルマの 基 本です。

A C C E S S O R I E S

メッキベゼルは
ダークメッキではありません。

イグニッション連動で昼間も常時点灯し、
フロントフェイスのデコレートにも。ON/OFF スイッチ付。

TC に標準装備のフォグランプを TB にも装着可。
雨や霧にも安心で、被視認性も高めます。

長寿命タイプの60/55W標準バルブと同等の消費電力で、
100/90Wに迫る明るさの高輝度タイプ。夜間走行も安心です。

LEDアクセサリーライナー ¥29,160

マルチリフレクターハロゲンフォグランプ

ハイパーハロゲンバルブ ¥2,592 /1 個＊

¥36,720

〈全車〉H4557T3100［¥20,500＋ ¥6,500］

〈フォグランプ非装着車〉H4558T3000［ ¥25,000＋ ¥9,000 ］
＊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）。

窓肩の高さまで
ガードします。

〈全車〉H4017AC000［ ¥2,400
＊工賃は販売店にお問い合わせください］
＊1 台分は左右 2 個必要。標準装備品のバルブのみ交換。
＊消耗品のためSUBARU 純正保証はありません。

開閉時に傷つきやすいドアエッジを、樹脂モールで優しくガード。
サンバートラックの多彩なボディカラーに配慮した 8 色ラインナップ。

ドアエッジモール ￥3,456
〈全車〉ホワイト：F0077YA000、
シルバー：〜001、
ダークシルバー：〜002、
ブラック：〜003、
レッドマイカ：〜004、
ダークグリーン：〜005、
ブルー：〜006、
ダークブルー：〜007［¥2,200＋ ￥1,000］
＊1台分 2本セット。＊樹脂製。＊ボディ同色やメッキではありません。

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 ￥2,160/1枚
〈全車〉J1047K1300［¥2,000］＊字光式ナンバーと共着不可。
でも購入できます。
▶お得なベースキット
【p11】

ドアハンドル奥のボディ塗装や爪を守る、
約 1 ㎜厚の樹脂製カバー。

ナンバープレートロック ￥3,780

ドアハンドルプロテクター（シルバー）
¥3,240 /1台分

〈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。

〈全車〉F0067T3000［¥2,000＋ ¥1,000］

▶お得なベースキット
【 p11 】でも購入できます。

標準装備品

前輪のスプラッシュボードを大型化。
ボディや周囲への泥はね・石はねを抑え、雨や不整地も安心です。

スプラッシュボード
（フロント・大型）¥6,480
〈全車〉J1068T3000
［¥3,000＋ ¥3,000］
＊フロント左右セット。＊標準装備のスプラッシュボードと交換。
＊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。

雨の日の換気にも便利なドアバイザー。
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（レギュラー ￥7,020／ワイド ￥11,340）
〈全車〉レギュラー：F0067T3200
［¥5,000＋ ¥1,500］／ワイド：F0067T3100
［¥9,000＋ ¥1,500］
▶お得なベースキット
【 p11 】でも購入できます。

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。

ピー
ピー

ツールボックスキット

¥18,360

バックブザー ¥6,480

〈パネルバン除く〉
L0067T3700［¥15,000＋ ¥2,000］

〈全車〉H3762T3100［¥4,000＋ ¥2,000］

2ステップの簡単操作で、消火箇所も汚さ
ない CO2 簡易消火具。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も
一体化され、緊急脱出までサポートします。
車内の決まった場所にセットし、いざとい
う時に素早く取り出せる専用ホルダー付。

PHOTO：
12インチタイヤ用

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。

スチールチェーン ¥6,156
（13インチホイール車は ¥6,480）
〈全車〉145R12 タイヤ用：B3177T2000［¥5,700］、
145R13 タイヤ用：B3177T2010［¥6,000］

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 ¥4,320/1本
〈全車〉H6562T3000
［¥4,000］
＊1台分は2本必要（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。

消棒 RESCUE

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。

シートベルトカッター

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

炭酸ガス
ボンベ

ガラス破砕先端部
ホルダー

※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。

4

防水キャップ付キーロック

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。
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広い 荷 台を 使いこな せる 、
プ ロの 仕事 を 知り尽くした
純 正アイテム 。

A C C E S S O R I E S

写真はTB

フレイトカバー等を積んでおくのに便利。
ハイルーフトラックにも装着できます。看板プレート付。

ルーフキャリア ￥38,880
〈パネルバン除く〉E3667T3500（ハイルーフは E3667T3510 ）
［ ¥32,000＋ ¥4,000 ］
＊25 ㎏積み。＊ルーフからの高さ245（ハイルーフは215 ）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。

荷台全体を上から照らせる夜間作業灯。各種幌セットとも
共着でき、暗い幌の中での積荷整理にも便利です。

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。

作業灯セット ¥16,200

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。

リヤゲートチェーン ￥4,104

〈 TB（標準ルーフ車）〉H1467T3000［ ¥9,000＋

¥6,000 ］

ゲートアップパイプ ￥16,200

〈パネルバン除く〉E1867T3200［ ¥1,800＋ ¥2,000 ］

＊標準装備の作業灯とは形状が異なります。
＊バルブ部は消耗品のため SUBARU 純正保証対象外。

〈 TC 、TB 、ハイルーフ〉E1867TC000［ ¥13,000＋ ¥2,000 ］

＊荷台カバーと共着不可。
＊格納式リヤアオリチェーン標準装備車は交換取付となります。

＊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。

▶お得なトラックキット
【 p11 】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。

写真のケースは商品に含まれません。

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。
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。ハイルーフ、
グランドキャブにも装着できます。

ゲートプロテクターセット ¥12,420
〈パネルバン除く〉L1067T3010（ハイルーフ車は L1067T3015 、グランドキャブは L1067T3020 ）
［ ¥10,000＋

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。

荷台マット（ 3mm ¥9,720/ 5mm ¥15,120/
¥15,120 ）

グランドキャブ用 5mm

〈パネルバン除く〉3mm：L0067T3100［¥9,000］、5mm：L0067T3120［¥14,000］、
グランドキャブ用5mm：L0067T3130［¥14,000］

¥1,500 ］

＊スライド幌セット、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。 ▶お得なトラックキット【 p11 】でも購入できます。

＊三方開幌セット、荷台カバーと共着不可。

大型

三方開幌セット ¥84,240
〈 TC 、TB 〉L0067T3400［ ¥74,000＋ ¥4,000 ］
＊ゲートアップパイプ、
フレイトカバー、荷台セパレーター、荷台カバー、荷台マットと共着不可。
＊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。
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荷台セパレーター ￥26,784

〈 TC 、TB 、ハイルーフ〉L0067T3200［ ¥56,000＋ ¥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

〈パネルバン除く〉L0067T2210［ ¥24,800 ］
＊幌セット、荷台カバー、ゲートアップパイプと共着不可。

▶お得なトラックキット
【 p11 】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。

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。

荷台カバー ¥66,960

使いやすい位置にセットできる仕切り板。
積荷を整理しケース類も安定します。

スロープ

荷台床面まで伸ばせる前垂れが、
キャビン背面からの浸水も抑止。

耐浸水スロープ（別売ゴムバンドキット使用時）

遮熱スロープ

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。

積荷の飛散や風雨を防ぎ、使わない時は外せるフレイトカバー。容積が大きく雨水も溜まりにくいスロープ型は、さらに耐浸水タイプや遮熱タイプも用意しています。

スライド幌セット ￥108,000

フレイトカバー（標準 ￥8,640／大型 ￥10,800／スロープ ￥10,800／耐浸水スロープ ￥12,960／遮熱スロープ ￥19,440）

〈 TC 、TB 〉L0067T3430［ ¥95,000＋

¥5,000 ］

＊ゲートアップパイプ、ゲートプロテクターセット、
フレイトカバー、荷台セパレーター、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。

〈TC、TB、ハイルーフ〉標準 L0067T2600［¥8,000］／大型 L0067T2610［¥10,000］／スロープ L0067T3600［¥10,000］／耐浸水スロープ L0067T3610［¥12,000］／遮熱スロープ L0067T3620［¥18,000］
＊幌セット、ゲートアップパイプと共着不可。＊標準：2.2×1.7m、大型：2.5×2.0m。
▶フレイトカバー付属のロープの他、
＊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）。
伸縮性が高く着脱しやすい ゴムバンドキット

¥1,080［¥1,000］L0067T2605 も単品でご用意しています。

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。
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ナビ標準装備

オプション

Navi & option

まいにち働く軽トラを、
もっと快 適 、便 利にする、
安心 の ナビゲート。

※スマートフォンを介するネット連 携機能は大容量データ送 受信で通信料が高額になる場合があるため、定額データプラン等をご検 討ください。※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。※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。

プローブ情報＆オプションのETC2.0で華麗に渋滞回避。スマホ感覚で使いこなす高機能 AVナビ。

VICS WIDE など、最新のナビ& AV 機能をサクサク動作で。ワイドボディ＆本体スイッチも使いやすいエントリー機。

運転中の「ながらスマホ」はもっと危険！
スバルは「クルマにはカーナビ」をおすすめします。

渋滞、市街地、山間部も安心。
長時間の運転や休憩中も愉しい。
運ぶプロを支える純正カーナビ。

大画面タッチパネルや大型本体スイッチを、インパネにしっかり固定。
運転中でも見やすく、片手でラクラク操作できます。

GPS だけでなく車速 &ジャイロセンサー
も使って、走行中やトンネル内でも、
正確に現在位置をとらえてナビゲート。

サンバートラック純正ナビ 共通機能
●VICS WIDE 渋滞情報
●パソコンでオンライン無料地図更新。
●Bluetooth ハンズフリー電話＆オーディオ再生
●フルセグ TV、DVD、iPhone、USB、SD など多彩なAV 対応力。
●多彩なスポット紹介スマホアプリと連携。目的地設定もできる「NaviCon」。

運転中のスマホ音楽から、
休憩中のテレビまで。
車載スピーカーと大画面で、
同乗者も愉しめる多彩な AVメディア。

無償地図更新 最長 5 年

無償地図更新

ワイドスタンダード Plus メモリーナビ
¥154,440（スピーカーレス車（ TB）は ¥164,484）

ワイド エントリー メモリーナビ
¥111,240（スピーカーレス車（TB）は ¥121,284）

ワイドスタンダードPlus メモリーナビ［￥120,000＋ ￥8,000］
アンテナセット
（DTV&GPS）
［￥5,000＋ ￥7,000］
ナビゲーションロックボルト［￥3,000］
スピーカーキット［￥6,800＋ ￥2,500］

スピーカーレス車（TB）のみ必要
オプション

ワイド エントリー メモリーナビ［￥80,000＋ ¥8,000］

H0048K6010TT
H0048K6960
H0077YA000
H6368T3000

アンテナセット
（DTV&GPS）
［￥5,000＋ ￥7,000］
ナビゲーションロックボルト［￥3,000］

★ETC2.0 車載器/ETC車載器

オプション

＊車内配線をカバーする ケーブルカバー ¥4,860［¥3,000＋ ¥1,500］08689F5000 もご用意しています
（ナビ/ドライブレコーダー/ETC用とあわせ車両1台に1点使用）。

モーション
スクロール
操作

通信情報
取得機能
※1 ※3

無償地図
更新 ※1

スマートフォン
連携 ※2

Bluetooth®

DVD再生
（R/RW）※9

CD録音※10
約1,000曲/
最大8倍速

専用
イコライザー
（車種別）

CD 再生（R/RW）※9
SD,USB音楽※9※11 SD,USB動画※9※11
タイム
SD カード付属
WMA、MP3、AAC、 MPEG4/H.264、
WMA、MP3、
アライメント （8GB/SDHC）
AAC対応
FLAC、WAV 対応
WMV 対応

無償地図更新方法

Webからの更新
（最大35回）

対応ハンズ
フリー ※3

VICS WIDE

対応 ※4 ※5

クラウド型
音声認識 ※6

文字
拡大表示

AM/FM

タッチ
パネル

バックライト

ETC

ETC2.0

VGA/LED

車両連携

eco 機能

セキュリティ
機能

iPod（iPhone） Bluetooth®
接続
※7※8

テレビ
対応
チューナー
オーディオ ※3 （フルセグ＋ワンセグ）

ワイドFM
チューナー

②地図の更新。

メモリー/8GB
タイム
アライメント

（ナビ連動） （ナビ連動）

無償地図
更新 ※1

ＳＤカードの送付による
全更新（2回）

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。

●DTV/GPSアンテナ、USBメモリ/iPod（iPhone）の音楽再生が可能なＵＳＢケーブルを含みます。 ● 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®対応携帯電話が必要です。
（データ通信にはPANプロファイルに対応した携帯電話が必要です）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有ります。 ※7.iPod（iPhone）の機種によりオプション品（別売）が必要となります。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） ※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.SDXCにも対応しております。

Drive Recorder
ドライブレコーダー ￥34,560

〈Windows PCビュアー専用〉
［￥25,000＋ ￥7,000］H0049K6300
＊ナビや車載モニター等での表示 /再生不可（SD/microSD対応ナビも不可）。
＊車内録音（OFF スイッチ付/ 明瞭な音声記録は不可）
＊車内配線をカバーする ケーブルカバー ¥4,860
［¥3,000＋ ¥1,500］08689F5000 もご用意しています
（ナビ/ドライブレコーダー/ETC用とあわせ車両1台に1点使用）。

スマートフォン
連携 ※2

SD,USB音楽※8 ※9 SD,USB動画※8※9
MP3、WMA、AAC、 MPEG4-AVC/
WMV、FLAC、Vorbis対応 H.264、WMV

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全更新】のどちらかの方法をお選びください。

①SDカードに
最新地図データを
ダウンロードする。

★iPodケーブル ￥2,160
［￥2,000］▲一部機種のみ必要
★ETC車載器

▲iPodケーブルはDockケーブルの旧iPod/iPhone用。Lightningケーブル機には不要です。
＊車内配線をカバーする ケーブルカバー ¥4,860［¥3,000＋ ¥1,500］08689F5000 もご用意しています
（ナビ/ドライブレコーダー/ETC用とあわせ車両1台に1点使用）。
画面サイズは7型です。

画面サイズは7型です。

SD/16GB

スピーカーキット［￥6,800＋ ￥2,500］

スピーカーレス車（TB）のみ必要

H0049K6000TT
H0048K6960
H0077YA000
H6368T3000
H0049KJ903

Bluetooth®
対応ハンズ
フリー ※3

AM/FM

モーション
スクロール
操作

VICS WIDE

対応 ※4 ※5

文字
拡大表示

タッチ
パネル

VGA/LED

車両連携

バックライト

eco 機能

セキュリティ
機能

iPod（iPhone） Bluetooth®
接続
※6※7

テレビ
対応
チューナー
オーディオ ※3 （フルセグ＋ワンセグ）

ワイドFM
チューナー

DVD再生
（R/RW）※8

CD 再生（R/RW）※8
MP3、WMA、
AAC、WAV 対応

ETC

（ナビ連動）

下記の【 Web からの更新】
【 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。

Webからの
部分更新/ 全更新
（最大4回 /1回）

ＳＤカードの送付
による全更新
（2020 年度版を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。

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。

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。

①ユーザー登録。

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送付されてきた
“地図用ＳＤカード”を
ナビへ差し替える。

●DTV/GPSアンテナ、USBメモリ/iPod（iPhone）の音楽再生が可能なUSBケーブルを含みます。 ● 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.iPod（iPhone）の機種によりオプション品（別売）が必要となります。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） ※9.SDXCにも対応しております。

都市間移動にも強い軽トラへ。
ETC はもちろん、広域渋滞情報も充実のパイオニアナビ連動 ETC2.0も用意。
進行方向の直前〜遠距離情報を集中取得しナビゲートに活用できる、最新インフラ「ETC2.0」。
通常のETCは単独装着用も用意。いずれも音声案内です。
※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。
＊車内配線をカバーする ケーブルカバー ¥4,860［¥3,000＋ ¥1,500］08689F5000 もご用意しています
（ナビ /ドライブレコーダー/ETC用とあわせ車両1台に1点使用）。

配達ルートも、映像とGPS 軌跡で記録＆共有。
万一の安心はもちろん、車載カメラとしても愉しめます。

ETC2.0 車載器 ￥38,448〈パイオニアナビ連動用〉
ETC2.0 車載器［￥27,500＋ ￥4,000］ H0044K6210
ETC2.0 車載器通信ケーブルP2［￥4,100］ H0048K6955

●GPS対応の専用Windows PCビュアーで、走行軌跡を
地図上で確認できます（Windows 7/8.1/8.1PRO/10（32/64bit）に対応）。

ETC車載器
￥25,164（ケンウッドナビは ¥24,084）

●突然の逆光や対向車のライト、
トンネル出入口などの光量変化にも安心。
露出の異なる2種類の映像データをHDR合成。
●8GB microSDカード付属。

〈パイオニア／ケンウッドナビ連動用〉

ETC車載器［￥15,000＋ ￥4,000］ H5012K6000
パイオニアナビのみ注文 ETC 車載器通信ケーブルP2
［￥4,300］ H0048K6950

■1/3インチ約300万画素C-MOSイメージセンサー ■画角：水平約117°/ 垂直約63 ° ■フレームレート27fps（LED 信号対応） ■画質モード［付属 8GB SDカード録画時間］
：2304×1296［50 分］／
1920×1080［70 分］／ 1280×720［100 分］ ■常時記録（古いファイルから上書き消去）/ イベント記録（衝撃検知前後の映像を保護）/ 手動記録
※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。
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ケンウッドナビのみ注文

ETC 車載器通信ケーブルK1［￥3,300］ H0049K6950

ETC車載器 ￥14,472〈単独装着用（ナビ非連動）〉
ETC車載器［￥9,400＋ ￥4,000］ H0044K6200

※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。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。
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Base kit

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。
ナンバープレートベース ￥2,160/1枚 ▶ p5
ナンバープレートロック ￥3,780 ▶ p5

Audio
オーディオ標準装備

インパネにフィットするクールなデザイン。

ラバーマット ¥4,860 ▶ p3

iPod/iPhone も接続できるCD/USB オーディオ。

ベースキット

ワイド シンプル CD/USBチューナー
¥21,600（スピーカーレス車（TB）は ¥31,644）

全車

ワイド シンプル CD/USBチューナー［￥17,000＋ ¥3,000］
スピーカーレス車（TB）のみ必要
オプション

（ TC 、TB 、ハイルーフ、
グランドキャブ、
パネルバン）

H6249K6000
H6368T3000
H0049KJ903

スピーカーキット
［￥6,800＋ ￥2,500］

★iPodケーブル ￥2,160
［￥2,000］▲一部機種のみ必要

トレーマット ¥7,560 ▶ p3

ドアバイザー（レギュラー ￥7,020／ワイド ￥11,340） ▶ p5

マット類

ドアバイザー

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

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ラバーマット トレーマット レギュラー

単品合計価格

ワイド

●

品番［税抜き価格内訳］

キット価格

MT 車

¥19,980 ▶ ¥18,360
●

¥24,300 ▶ ¥21,924

●

¥22,680 ▶ ¥20,412
●

¥27,000 ▶ ¥23,976

AT 車

P0057T3000
P0057T3010
P0057T3020
P0057T3030

P0057T3001 ［¥15,000＋
P0057T3011 ［¥18,300＋
P0057T3021 ［¥16,900＋
P0057T3031 ［¥20,200＋

¥2,000］
¥2,000］
¥2,000］
¥2,000］

★ナビゲーションロックボルト

▲iPodケーブルはDockケーブルの旧iPod/iPhone用。Lightningケーブル機には不要です。

iPod 接続

CD-R/RW

USB 音楽

WMA

MP3

イコライザー

AM/FM

50W × 4OUT

AUX 端子

＊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：オプションのiPod ケーブル（別売）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。 ＊USB接続：各オーディオ再生機器でお使いのUSBケーブルが必要です。 ＊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。

世代を越えた使いやすさと、インパネに馴染むシックなデザイン。
シンプル操作を追求したワイドボディ・フルサイズ CD オーディオ。

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。

ワイド シンプル CDチューナー
¥16,200（スピーカーレス車（TB）は ¥26,244）
ワイド シンプル CDチューナー［￥12,000＋ ￥3,000］
スピーカーレス車（TB）のみ必要

スピーカーキット
［￥6,800＋ ￥2,500］

H6241K6000
H6368T3000

★ナビゲーションロックボルト

オプション

ゲートプロテクターセット ¥12,420 ▶ p6
CD-R/RW

WMA

MP3

AM/FM

35W × 4OUT

AUX 端子

●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。 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。

オーディオ取り付け時にも使える、
マックガード社製の防犯ロックボルト。
付属の専用キーが無いと外すのが困難です。

TBにナビ / オーディオを装着する際に必要な、
インパネ左右のスピーカー。

リヤゲートチェーン ￥4,104 ▶ p7

トラックキット
全車
＊12㎝

PHOTO：イメージ

ナビゲーションロックボルト ￥3,240［¥3,000］H0077YA000
※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。 ※ロックボルト2 個とキー、レンチ、ステッカーのセット。
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スピーカーキット ￥10,044

ゲートプロテクターセット

リヤゲートチェーン

●

●

●

●

TC

荷台マット

3mm 厚
●

●
●

●

ハイルーフ
グランドキャブ

5mm 厚

●

●

［￥6,800＋ ￥2,500］H6368T3000

＊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。

荷台マット（ 3mm ¥9,720/ 5mm ¥15,120/
¥15,120 ） ▶ p7

グランドキャブ用 5mm

●

単品合計価格

キット価格

¥26,244

▶

¥31,644

▶

¥22,140

▶

¥27,540

▶

¥26,244

▶

●

●

●

●

●

¥31,644

▶

●

●

●

¥31,644

▶

●

¥27,540

▶

●

¥24,084
¥28,944
¥20,088
¥24,948
¥24,084
¥28,836
¥28,836
¥24,948

※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。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［

品番［税抜き価格内訳］

P0057T3200 [￥18,800＋
P0057T3202 [￥23,300＋
P0057T3201 [￥17,100＋
P0057T3203 [￥21,600＋
P0057T3210 [￥18,800＋
P0057T3211 [￥23,200＋
P0057T3220 [￥23,200＋
P0057T3221 [￥21,600＋

￥3,500]
￥3,500]
￥1,500]
￥1,500]
￥3,500]
￥3,500]
￥3,500]
￥1,500]

］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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