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〒150-8554 　東京都渋谷区恵比寿1-20-8　エビススバルビル　（2019.02）

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。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2019年2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： b0111530

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）。

www.subaru.jp



WORKING SUPPORT
仕事をはじめる前にそろえたい、
荷台と積荷の両方を保護する
基本アイテムです。

荷台への傷付きを防止し、
積み下ろし時の衝撃をやわらげます。
荷台マット
3mm￥9,720［￥9,000］L0067T3100 〈TB、TC〉
5mm￥15,120［￥14,000］L0067T3120 〈TB、TC〉
グランドキャブ用 5mm￥15,120［￥14,000］L0067T3130〈グランドキャブ〉
＊三方開幌セット・プラスチック荷箱との共着不可。 ＊材質：PVC。
＊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。

※撮影用小物は商品に
含まれません。

クルマにも積荷にも優しい、働く上でマストなアイテムを集めた
お得なトラックキットをご用意しています。

TRUCK KIT

○03

荷物の積み下ろしの際に、傷付きやすい鳥居やアオリの保護に最適。
滑りにくいので長尺物も運べます。
ゲートプロテクターセット ￥12,420［￥10,000＋ ￥1,500］L1067T3010 〈TB、TC〉L1067T3020 〈グランドキャブ〉

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。○02

リヤのアオリを水平に保つ定番アイテム。
積み下ろしがスムーズに行えます。
リヤゲートチェーン ￥4,104
［￥1,800＋ ￥2,000］  
E1867T3200 〈TB、TC、 グランドキャブ〉
＊プラスチック荷箱との共着不可。　
＊TC、 グランドキャブは、標準装備のリヤゲートチェーンを取り外しての交換も可能です。　

トラックキット ゲートプロテクターセット リヤゲートチェーン
荷台マット 単品合計価格

（消費税8％込）
キット価格
（消費税8％込） 品番［税抜き価格内訳］

3mm 5mm

TB、TC
● ● ● ¥26,244 ¥24,084 P0057T3200［￥18,800＋ ￥3,500］

● ● ● ¥31,644 ¥28,944 P0057T3202［￥23,300＋ ￥3,500］

TC
● ● ¥22,140 ¥20,088 P0057T3201［￥17,100＋ ￥1,500］

● ● ¥27,540 ¥24,948 P0057T3203［￥21,600＋ ￥1,500］

グランドキャブ
● ● ● ¥31,644 ¥28,836 P0057T3220［￥23,200＋ ￥3,500］

● ● ¥27,540 ¥24,948 P0057T3221［￥21,600＋ ￥1,500］



標準装備品

消灯時

防水キャップ付キーロック

点灯時

荷台を傷付きから守り、
運搬物のズレ防止にも役立ちます。
荷台ゴムマット（5mm）
￥16,200［￥15,000］08410F5002 〈TB、TC〉
グランドキャブ用￥18,360
［￥17,000］08410F5005〈グランドキャブ〉
＊共着不可品は販売店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。

荷物の積み下ろしの際に、アオリを傷付きから守ります。
ゲートプロテクター（シルバー・ブルー・ピンク） 
￥11,340［￥8,500＋ ￥2,000］
シルバー：08400F5009 〈TB、TC〉　08400F5020〈グランドキャブ〉
ブルー：08400F5010 〈TB、TC〉　08400F5021〈グランドキャブ〉
ピンク：08400F5011 〈TB、TC〉　08400F5022〈グランドキャブ〉
＊材質：PVC。　＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

傷付きやすい鳥居の保護に最適。滑りにくいので長尺物も運べます。
ガードフレームプロテクター（シルバー・ブルー・ピンク） 
￥4,536［￥3,500＋ ￥700］
　　　　シルバー：08400F5012 〈TB、TC〉　08400F5024〈グランドキャブ〉
　　　　ブルー：08400F5013 〈TB、TC〉　08400F5025〈グランドキャブ〉
　　　　ピンク：08400F5014 〈TB、TC〉　08400F5026〈グランドキャブ〉
　　　　　＊材質：PVC。

○05○04

COLOR ITEM

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。

WORKING SUPPORT
プロの仕事が少しでもはかどるよう、選りすぐりのアイテムをご用意しています。

荷崩れを防ぎ、積荷を雨や風から守ります。
スロープ式平シート（標準タイプ）
￥9,720［￥9,000］
08300F5005 〈TB、TC〉
08300F5018 〈グランドキャブ〉
＊取付にはゴムバンドセット（￥1,080［￥1,000］08309F5002)が別途必要と
なります。＊材質：ポリエステル生地＋PVCコート。 ＊完全防水ではありません。　
＊幌セット・ゲートアップパイプとの共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでとなり
ます（ゴムバンドセットは消耗品のため対象外）。

荷崩れを防ぎ、積荷を雨や風から守ります。
スロープ式平シート（ブルー・ピンク）
￥15,120［￥14,000］
ブルー：08300F5008 〈TB、TC〉　
ピンク：08300F5009 〈TB、TC〉　
＊取付にはゴムバンドセット（￥1,080［￥1,000］08309F5004)が別途必要となります。　
＊材質：PVC。　＊完全防水ではありません。　＊幌セット・ゲートアップパイプとの共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでとなります
（ゴムバンドセットは消耗品のため対象外）。

優れた断熱・遮光効果を発揮。 鮮度が
気になる野菜や果物の運搬におすすめです。
スロープ式平シート（遮熱タイプ）
￥18,360［￥17,000］
08300F5007 〈TB、TC〉
08300F5019 〈グランドキャブ〉
＊取付にはゴムバンドセット（￥1,080［￥1,000］08309F5004)が別途必要と
なります。 ＊材質：PVC。 ＊完全防水ではありません。＊幌セット・ゲートアッ
プパイプとの共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでとなり
ます（ゴムバンドセットは消耗品のため対象外）。

前垂れを装着すれば、前方部からの雨水進入を防ぎ、
大切な積荷を守ります。
スロープ式平シート（ロングタイプ）
￥11,880［￥11,000］08300F5006 〈TB、TC〉
＊取付にはゴムバンドセット（￥1,080［￥1,000］08309F5002)が別途必要となります。
＊材質：ポリエステル生地＋PVCコート。　＊完全防水ではありません。
＊幌セット・ゲートアップパイプとの共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでとなります（ゴムバンドセットは消耗品のため対象外）。

積荷を雨やほこりから守ります。
平シート
 大 ￥9,720［￥9,000］08300F5012 〈TB、TC〉
 中 ￥7,560［￥7,000］08300F5013 〈TB、TC〉
＊取付にはゴムバンドセット（￥1,080［￥1,000］08309F5002)が別途必要となります。
＊材質：ポリエステル生地＋PVCコート。　＊完全防水ではありません。　
＊幌セット・ゲートアップパイプとの共着不可。　＊大：2.5×2.0m、中：2.2×1.7m。　
＊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（ゴムバンドセットは消耗品のため対象外）。
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ゲートの高さよりかさばる荷物の
積載ができ、荷崩れなども防げます。
ゲートアップパイプ ￥16,200
［￥13,000＋ ￥2,000］
E1867TC000 〈TB、TC〉
＊共着不可品は販売店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。

小石や泥水の跳ね上げによる傷を防止します。
スプラッシュボード（フロント・大型）
￥6,480［￥3,000＋ ￥3,000］J1068T3000
＊フロント左右セット。
＊標準装備のスプラッシュボード（フロント）と交換取付となります。
＊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。

スピーカー専用なので、しっかり装着できます。
業務用スピーカーキャリア
￥30,780［￥25,000＋ ￥3,500］
標準ルーフ：08370F5002 〈TB、TC、 三方開ダンプ〉
ハイルーフ：08370F5003 〈グランドキャブ、パネルバン〉
＊装着時車両全高：標準ルーフ約1,900mm、ハイルーフ約1,975mm。　
＊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。

耕運機やバイクの積み下ろしを
効率よくスピーディに行えます。
あゆみ板 ￥23,760［￥22,000］
08300F5017 〈TB、TC、 グランドキャブ、三方開ダンプ〉
＊耐荷重：350kg。　＊アルミ製。　＊1枚。　
＊プラスチック荷箱との共着不可。
＊SUBARU純正保証は1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでと
なります。

自走できない、タイヤが泥や雪にはまって
抜け出せないときに備えていれば安心です。
リヤ牽引フック ￥1,296
［￥1,200］08919F5000  
〈TB、TC、 グランドキャブ〉
＊SUBARU純正保証対象外。

工具やチェーンなどをしまえる、
キーロック付きのボックスです。
ツールボックスキット ￥18,360
［￥15,000＋ ￥2,000］
L0067T3700 〈TB、TC、 グランドキャブ〉
＊最大積載重量：10kg。 ＊キー 2個付。

平シートなどを積んでおくのに便利です。
ルーフキャリア ￥38,880
［￥32,000＋ ￥4,000］
標準ルーフ：E3667T3500 〈TB、TC、三方開ダンプ〉
ハイルーフ：E3667T3510 〈グランドキャブ、パネルバン〉
＊最大積載重量：25kg。　
＊装着時車両全高：標準ルーフ約1,990mm、ハイルーフ約2,060mm。　
＊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。

使いやすい位置にセットでき、
荷物のズレも防げます。
荷台セパレーター ￥26,784
［￥24,800］
L0067T2210 〈TB、TC、 グランドキャブ〉
＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

サイド両側とリヤの3方向から荷物を積み下ろすことができます。
三方開幌セット ￥84,240
［￥74,000＋ ￥4,000］L0067T3400 〈TB、TC〉
＊幌材質：ポリエステル生地＋PVCコート。　＊完全防水ではありません。
＊共着不可品は販売店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。

ガードフレームプロテクターとゲートプロテクターのセットです。
プロテクターパック（シルバー・ブルー・ピンク） 
￥14,580［￥10,500＋ ￥3,000］
シルバー：08002F5001 〈TB、TC〉　ブルー：08002F5002 〈TB、TC〉　
ピンク：08002F5003 〈TB、TC〉　
＊標準ルーフ用。 ＊ガードフレームプロテクター・ゲートプロテクターの2点セット。 ＊共着不可品は販売店にお問い合わせください。

背の高い荷物も積み込みやすく、空荷や晴天時は幌を
すっきり格納できます。
スライド幌セット ￥108,000
［￥95,000＋ ￥5,000］L0067T3430 〈TB、TC〉
＊幌材質：ポリエステル生地＋PVCコート。　＊完全防水ではありません。
＊共着不可品は販売店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。

防水性に優れた樹脂製で、
荷台をサビから守ります。
プラスチック荷箱
￥73,440［￥61,000＋ ￥7,000］08300F5021 〈TB〉
＊リヤアオリチェーン無し車。 ＊共着不可品は販売店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。

荷台全体を照らせる夜間作業灯。
暗い幌の中での積荷整理にも便利です。
LED作業灯  ￥31,860
［￥22,000＋ ￥7,500］08561F5002 〈TB〉
＊大型荷台作業灯付車を除く。

伸縮性が高く着脱しやすいゴムバンドセット
￥1,080［￥1,000］08309F5002 / 08309F5004を単品でご用意してます。

＊ゴムバンドセットは消耗品のためSUBARU純正保証対象外。

写真のケースは商品に含まれません。

写真は平シート（中）です。

写真は2枚装着しています。



交換前 交換後

インナーハンドルベゼルパネル部

交換前 交換後

ピー・ピー

点滅・点灯・ライトを
使い分けることができます。
ライト付LED非常信号灯 ￥1,296
［￥1,200］08912F9002
＊単 4乾電池2個使用｡（テスト電池付属）

LEDでポジションランプが
クールに一変します。
LEDホワイトバルブ ￥7,560
［￥5,000＋ ￥2,000］08569F9011〈グランドキャブを除く〉
＊TCはメーカー装着オプションのLEDヘッドランプ装着車を除く。 ＊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。

＊写真は当該車両とは異なります。

さりげないアクセサリーが、仕事の気分をいっそう盛り上げてくれます。

○07○06

DRIVING SUPPORT

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。

空間に落ち着きと高級感をもたらします。
インテリアパネルセット（ウッド調） 
￥19,980［￥16,500＋ ￥2,000］08170F5006
＊メーカー装着オプションのカラーパック装着車を除く。　
＊センタークラスターパネル・インナーハンドルベゼル（左右）のセット。 
＊貼付タイプ。　

夏の炎天下の熱さと、冬の朝の冷たさを
和らげる表皮を採用しています。
ステアリングカバー（高機能タイプ・ブラック）  
￥6,912［￥5,400＋ ￥1,000］08460F9000

他車からの視認性を高め、
フェイスもクールに演出します。
LEDアクセサリーライナー ￥29,160
［￥20,500＋ ￥6,500］H4557T3100
＊青色。 ＊イグニッション オンで点灯、オン/オフ スイッチ付。

霜や雪に強いワイパーに変身させる、
冬場に備えておきたいアイテムです。
ウィンターブレード ￥4,320
［￥4,000］H6562T3000　
＊運転席、助手席共通。　
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

バック時に警告音を鳴らし、後方に注意を喚起。
ライトスイッチと連動した夜間消音タイプです。
バックブザー  ￥6,480［￥4,000＋ ￥2,000］
H3762T3100 〈TB、TC、 グランドキャブ〉
＊シフトレバーをリバースにするとブザーが鳴ります。スモールまたはライト点灯時は
鳴りません。

標準装備のバルブを高輝度LEDと
交換することにより、室内を明るく照らします。
ルームランプ（LED）  ￥2,916
［￥2,000＋ ￥700］08528F5008
＊ウェッジ球タイプ。
＊標準装備のルームランプバルブと交換取付となります。

ドアを開けると点灯し、
暗がりの中でもすぐに鍵穴を見つけ出せます。
LEDイグニッションキー照明 ￥8,640
［￥5,000＋ ￥3,000］H7067T3100
＊青色。 ＊ドア開時に点灯、ドア閉後またはリモコンキーによる解錠操作後は
約15秒間点灯し消灯、ドア閉時点灯中にリモコンキーでの施錠操作により消灯。

ドアを開けると、ブルーの美しい光が迎えてくれます。
LEDフロアイルミネーション ￥14,580
［￥9,000＋ ￥4,500］H7057T3000 〈TB、TC、 グランドキャブ〉
＊ドアを開けるとイルミネーションが点灯。ドアを閉めて残光式のルームランプが消えてもしばらく点灯し続けます。
＊USBチャージャーとの共着不可。

使いたいときに、ワンプッシュするだけの
電熱式ライターです。
シガーライターキット ￥3,888
［￥2,600＋ ￥1,000］H6747K3100
＊アクセサリーソケットと交換取付となります。

フォグランプ機能とともに、
外観上のアクセントにもなります。
LEDフォグランプ￥30,240
［￥18,000＋ ￥10,000］08580F5011
〈TB、三方開ダンプ、パネルバン〉
＊メッキベゼル付。 ＊11W。

取り付け位置

DRESS UP ITEM

さりげないメッキの輝きが、
フロントマスクをより端正にします。
メッキフロントガーニッシュ 
￥22,680［￥19,000＋ ￥2,000］
08400F5017 〈TB、 三方開ダンプ、パネルバン〉
＊メッキフロントグリル付車を除く。

ヘッドランプをより品良く見せる
アイテムです。
メッキヘッドランプガーニッシュ
￥17,280［￥13,000＋ ￥3,000］
08400F5007
＊貼付タイプ。

装着するだけで、高級感と個性
をアップさせます。
メッキドアミラーカバー  
￥16,200［￥12,000＋ ￥3,000］
08400F5006
＊貼付タイプ。

顔つきを引き締めて、一段と精悍に。
フロントダークメッキセット
￥19,980［￥15,000＋ ￥3,500］
08001F5002〈TC、グランドキャブ〉
＊フロントグリル、フォグランプベゼル（左右）のセット。
＊交換タイプ。 スチール製の冬場に心強いチェーンです。

スチールチェーン ￥6,156
［￥5,700］B3177T2000
＊145R12タイヤ用。 
＊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。

ドア開け閉めの際に接触しやすい部分を
しっかりガード。8色からお好みの色を
セレクトしてください。
ドアエッジモール 
￥3,456［￥2,200＋ ￥1,000］F0077YA00#
＊樹脂製。　＊2本セット。　＊ボディ色とは異なります。
＊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：0、シルバー：1、
ダークシルバー：2、ブラック：3、レッドマイカ：4、ダークグリーン：5、ブルー：6、ダー
クブルー：7）　

ビジネスにおいても、スタイルにこだわりたいあなたには
個性をキラリと輝かせるメッキエクステリアがおすすめです。

MEKKI STYLE

爪などによるボディの傷付きをガードします。
ドアハンドルプロテクター
￥3,240［￥2,000＋ ￥1,000］F0067T3000
＊１台分２枚セット。

外観にアクセントを加えるメッキ調。
ドア開け閉めの際に、
接触しやすい部分をしっかり守ります。
ドアエッジモール（メッキ調） 
￥6,588
［￥4,600＋ ￥1,500］08400F5015
＊樹脂製。 ＊2本セット。

乗り降りの際、ボディへの傷付きを防止する
クリアテープです。
ドアステップ用保護フィルム ￥10,260
［￥6,500＋ ￥3,000］08400F5018
＊ウレタン製クリアフィルム。

メッキフロントガーニッシュ、
メッキヘッドランプガーニッシュ、
メッキドアミラーカバーの
お得な3点セットです。
メッキパック 
￥56,160→￥45,900
［￥35,000＋ ￥7,500］
08001F5001 
〈TB、 三方開ダンプ、パネルバン〉
＊メッキフロントグリル付車を除く。
＊貼付タイプ。
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COMFORT ITEM
仕事をさらに快適でラクにする、あるとうれしい便利なグッズを集めてみました。

助手席ヘッドレスト部に装着して
使用する収納バッグです。
助手席リヤバック
￥5,940
［￥5,000＋ ￥500］
J2067T3200 〈グランドキャブを除く〉

後方からの直射日光をやわらげます。
リヤサンシェード 
￥8,640 ［￥7,000＋ ￥1,000］
F5067T3010 〈TB、TC、 三方開ダンプ〉
グランドキャブ用 ￥9,720 ［￥8,000＋ ￥1,000］
F5067T3011 〈グランドキャブ〉

手近なところに置いておきたい地図や
伝票の収納に便利です。
オーバーヘッドシェルフ ￥16,200
［￥12,000＋ ￥3,000］08253F5004 
＊ボディに2ヶ所の穴あけが必要です。　＊最大積載荷重：1.6ｋｇ。

スマホなどの充電に便利です。
USBチャージャー ￥7,560
［￥3,000＋ ￥4,000］08676F5003
＊2.1A､ 1口。2.1A以下であっても、機器により使用でき
ない場合があります。　＊LEDフロアイルミネーション
との共着不可。

車内環境を快適に保ちます。
エアクリーンフィルター
￥4,104
［￥3,300＋ ￥500］G3067T3000
＊標準装備のクリーンフィルターと交換取付となります。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

滑りにくく、スマホや小物を
ちょっと置いておくのに便利です。
インパネトレー ￥5,400
［￥4,500＋ ￥500］
J2067T3100 〈三方開ダンプを除く〉
＊簡易デスクとの共着不可。

運転席と助手席まわりの小物類の整理や
収納に便利です。
シート間ポケット
￥5,940 ［￥5,000＋ ￥500］
J2067T3300 〈グランドキャブを除く〉
＊標準装備のショッピングフックは取り外しとなります。

人気の定番アイテムが、
セットでお値打ちプライスに！

BASE KIT

ナンバープレートロック ￥3,780
［￥3,500］J1077YA001 〈三方開ダンプを除く〉
＊字光式ナンバーとの共着不可。　
＊1台分4個＆専用キー＆レンチ。　＊マックガード社製。

ドアバイザー（レギュラー）
￥7,020/1台分 
［￥5,000＋ ￥1,500］F0067T3200

ドアバイザー（ワイド） 
￥11,340/1台分 
［￥9,000＋ ￥1,500］F0067T3100

日差しをやわらげます。
雨天時は窓を少し開けての換気も可能です。

汚れた作業着で座っても
安心のカバーです。
クリーンカバー
￥11,880
［￥10,000＋ ￥1,000］
F4167T3200  
〈グランドキャブを除く〉
＊左右席セット。

飲み物などの液体を
こぼしたときも安心です。
防水シートエプロン（フロント） 
￥8,640［￥8,000］
08223F5006 〈グランドキャブ〉
＊1脚分。 ＊完全防水ではありません。

シート本体を保護する、
チェック柄のカバーです。
シートカバー
￥9,720
［￥8,000＋ ￥1,000］
F4167T3100
〈グランドキャブを除く〉
＊ヘッドレスト分割タイプ。 ＊左右席セット。

グランドキャブ用 ￥10,800
［￥9,000＋ ￥1,000］
F4167T3000
〈グランドキャブ〉
＊ヘッドレスト一体タイプ。 ＊左右席セット。

休憩中、軽めの食事をとるときなどに
便利です。
簡易デスク（助手席フロント用） ￥8,640
［￥8,000］ 08634F5001 〈TB、TC〉
＊TCは助手席エアバッグ装着車を除く。　＊走行中は使用不可。
＊インパネトレーとの共着不可。

乗降ステップ部は縁がないので、
乗り降りや掃除が容易にできます。
トレーマット
￥7,560/1台分［￥6,500＋ ￥500］
J5067T3220 〈MT車〉　
J5067T3230 〈AT車〉
＊2席 2枚。 ＊他のマット類と重ねての使用不可。 
＊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。
＊材質：TPS（スチレン系熱可塑性エラストマー）。

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
床面を保護します。
フロアカーペット
￥7,020/1台分［￥6,000＋ ￥500］
J5067T3000 〈MT車〉　
J5067T3100 〈AT車〉
＊2席 2枚。
＊他のマット類と重ねての使用不可。 
＊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。

高い床面保護と防水性が
備わった手軽で清掃もしやすい
ゴム製マットです。
ラバーマット
￥4,860/1台分［￥4,000＋ ￥500］
J5067T3200 〈MT車〉　
J5067T3210 〈AT車〉
＊2席 2枚。 ＊他のマット類と重ねての使用不可。 
＊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。
＊材質：SBR（独特のゴム臭が感じられる場合があります）。

助手席の頭上空間を利用した収納です。
助手席オーバーヘッドネット ￥15,876
［￥14,000＋ ￥700］ 08281F5002 〈TB、TC、  三方開ダンプ〉
＊最大積載荷重：0.5kg。

ナンバープレートのエッジをガードします。
ナンバープレートベース ￥2,160
［￥2,000］J1047T2000 〈三方開ダンプを除く〉
＊字光式ナンバーとの共着不可。　＊樹脂製。　
＊1台分は2枚必要。

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
ラバーマット トレーマット 単品合計価格

（消費税8％込）
キ ッ ト 価 格
（消費税8％込）

品番［税抜き価格内訳］

レギュラー ワイド MT車 AT車

全車
〈三方開ダンプを除く〉

● ● ● ● ¥19,980 ¥18,900 P0057T3300 P0057T3301 ［￥15,500＋ ￥2,000］

● ● ● ● ¥24,300 ¥23,220 P0057T3310 P0057T3311 ［￥19,500＋ ￥2,000］

● ● ● ● ¥22,680 ¥21,600 P0057T3320 P0057T3321 ［￥18,000＋ ￥2,000］

● ● ● ● ¥27,000 ¥25,920 P0057T3330 P0057T3331 ［￥22,000＋ ￥2,000］

※撮影用小物は商品に
含まれません。

使用時
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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。

SCENE 01_DRIVING SCENE 02_SUPPORTING
　高速道路逆走検知 / 注意喚起　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。

　ドライブレコーダー連携　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。）

　3年、6万kmの長期保証 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

　 無償地図更新 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。
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DRIVE INFORMATION
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。

安心安全機能を搭載！  操作性と実用性を追求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。

2023年2月まで
無償地図更新
（地図全更新1回）　

最長
2024年12月まで
無償地図更新

ナビ標準装備

ナビ標準装備

オプション

オプション

SD/16GB　

メモリー
/8GB　

テレビ
チューナー

（フルセグ＋ワンセグ）

テレビ
チューナー
（フルセグ）

iPod（iPhone）
接続 
※7※8

iPod（iPhone）
接続 
※6※7

無償地図
更新  ※1

無償地図
更新  ※1

ワイド FM
チューナー

ワイド FM
チューナー

スマートフォン
連携   ※2

スマートフォン
連携   ※2

DVD再生
（R/RW）※9

DVD再生
（R/RW）※8

Bluetooth®
対応ハンズ
フリー  ※3

Bluetooth®
対応ハンズ
フリー  ※3

CD再生
（R/RW）※9
WMA、MP3対応

CD録音※10
約 2,900曲 /
 最大 8倍速

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

モーション
スクロール
操作

タイム
アライメント

タイム
アライメント

SD カード付属
（8GB/ SDHC）

SD、USB動画※9
MPEG4-AVC/

H.264

SD、USB動画※8
MEG-4 Video、H.264/
MPEG-4 AVC、WMV対応

VICS WIDE
対応  ※4※5

VICS WIDE
対応  ※4※5

文字拡大表示
クラウド型音声認識
（Drive T@Iker
＜対話型音声認識＞）※6

文字拡大表示

AM/FM

AM/FM

タッチパネル

タッチパネル

VGA/
LEDバックライト

WVGA/
高輝度 LED
バックライト

SD、USB音楽※9
WMA、MP3、

ACC対応

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

高速道路
逆走検知

高速道路
逆走検知

車両連携

車両連携

eco機能

eco機能

セキュリティ機能

セキュリティ機能

ETC/ETC2.0
（ナビ連動）

ETC
（ナビ連動）

Bluetooth®
対応

オーディオ  ※3

Bluetooth®
対応

オーディオ  ※3

ドライブ
レコーダー
（ナビ連動）

ドライブ
レコーダー
（ナビ連動）

バックモニター
（リヤビュー
カメラ）  ※11

バックモニター
（リヤビュー
カメラ）  ※9

ワイド スタンダード メモリーナビ（7インチ）  ￥161,568  （TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシストの場合）

ワイド エントリー メモリーナビ（7インチ）  ￥129,168  （TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシストの場合）

● 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。※ 11. カメラはリヤナン
パープレート右上方に装着となります。字光式ナンバープレートとの共着不可。

● 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。
※ 9.カメラはリヤナンバープレート右上方に装着と
なります。字光式ナンバープレートとの共着不可。

本体 ￥132,840［¥115,000＋ ¥8,000］ 08545F9122TT
アンテナ DTV&GPS ￥14,040 ［¥6,000＋ ¥7,000］ 08540F9011
USBアダプター イルミ付 ￥10,584 ［¥4,800＋ ¥5,000］ 08541F9048
ナビゲーションロックボルト ￥3,240 ［￥3,000］ H0077YA000
ナビ・オーディオ取付キット ￥864 ［￥800］＊1 08606F5006

10cmインパネスピーカーセット
 ￥10,044 ［¥6,800＋ ¥2,500］＊2 08601F5002

本体 ￥100,440 ［¥85,000＋ ¥8,000］ 08545F9126TT
アンテナ DTV&GPS ￥14,040 ［¥6,000＋ ¥7,000］ 08540F9011
USBアダプター イルミ付 ￥10,584 ［¥4,800＋ ¥5,000］ 08541F9048
ナビゲーションロックボルト ￥3,240 ［￥3,000］ H0077YA000
ナビ・オーディオ取付キット ￥864 ［￥800］＊1 08606F5006

10cmインパネスピーカーセット
 ￥10,044 ［¥6,800＋ ¥2,500］＊2 08601F5002

オプション

バックモニター（リヤビューカメラ）¥34,560 ［¥20,000＋ ¥12,000］08634F5000＊3
＋バックモニター用ケーブルB ¥972 ［¥900］08541F2017＊3

ETC2.0車載器（パナソニックナビ連動専用）￥37,800［¥31,000＋ ¥4,000］08687F9002

 ETC車載器（ナビ連動モデル）￥20,520［¥15,000＋ ¥4,000］08685F9033
 ＋ETC車載器通信ケーブルN1 ￥4,320［¥4,000］08290F9015

ドライブレコーダー（パナソニックナビ連動） ¥35,640 ［¥26,000＋ ¥7,000］08671F9010

オプション

バックモニター（リヤビューカメラ）¥34,560 ［¥20,000＋ ¥12,000］08634F5000＊3
＋バックモニター用ケーブルB ¥972 ［¥900］08541F2017＊3

ETC車載器（ナビ連動モデル） ¥20,520 ［¥15,000＋ ¥4,000］08685F9033＊4
＋ETC車載器通信ケーブルK1 ¥3,564 ［¥3,300］08290F9016

ドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動専用） ¥35,640 ［¥26,000＋ ¥7,000］08671F9014＊4

＊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）。

＊1.〈TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシスト〉 
＊2.〈TB、TB スマートアシスト、JA、三方開ダンプ、パネルバン〉
＊3.〈三方開ダンプを除く〉

＊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）。

＊1. 〈TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシスト〉 ＊2. 〈TB、
TB スマートアシスト、JA、三方開ダンプ、パネルバン〉 ＊3. 〈三方開ダ
ンプを除く〉 ＊4. ETC車載器（ナビ連動モデル）とドライブレコーダー
（ケンウッドナビ連動専用）は共着不可。

ＳＤカードの送付による全更新
（1回のみ）

申し込み期間：
2018年12月1日～2019年11月30日 
SDカード送付開始時期：
2021年10月より順次②地図更新アプリを

　ダウンロードして
　インストール。

③地図SDカードをPCに入れ、
　地図更新アプリを起動後、
　地図SDカードを更新する。
　（初回のみユーザー登録必要）

 
④ナビへ地図SDを差し込む。

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。

①地図SDカードを
　取り出す。

無償地図更新方法　 下記の【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】のどちらかの方法をお選びください。

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：
2024年12月31日まで

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

［Webからの更新］更新回数1回/ご購入～3年以内

2020年3月頃 ～ 2023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。）

［SDカードの送付による更新］
  更新回数1回/ご購入～2020年6月30日
  までお申し込みの場合

   

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
　“地図更新用
　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
2020年3月頃 ～ 2021年2月末予定
2021年3月頃 ～ 2022年2月末予定
2022年3月頃 ～ 2023年2月末予定

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。

収録地図データ
2019年 秋 地図データ
2020年 秋 地図データ
2021年 秋 地図データ

地図データ内容：2021年 秋 地図データ
発送開始予定：2022年3月以降

 

版
新
更
度
年
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【Drive T@lker】
最新情報をベースに、対話をしながら目的地を決められます。スマホからの音声認識による検索に対応し、
約1700種類のジャンルとキーワードの組み合わせで、スムーズな対話によるカンタン目的地設定を実現します。
※ご利用には専用アプリ「Drive T@lker」のダウンロードが必要です。
※Bluetooth®対応携帯電話等が必要です。ご利用には別途通信費用が必要な場合があります。

【音の匠】
音のプロとコラボし、車を意識してチューニング。シーンに合わせたチューニングが施せます。

【スマホでAV機能を操作】
スマホのアプリ「CarAV remote」をリモコンとして使えば、同乗者が好きなようにAV機能を操作できます。
※ご利用にはスマホと専用アプリ「CarAV remote」のダウンロードが必要です。（別途通信費用が必要な場合があります）
※Bluetooth®携帯電話等が必要です。

【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。

【ドライバーの目と耳にやさしい】　
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
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。

＊ドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動専用）との共着不可。

ETC車載器（ナビ連動モデル）
￥24,840（パナソニックナビ連動時）￥24,084（ケンウッドナビ連動時）

ETC2.0車載器（パナソニックナビ連動専用）
￥37,800

本体￥20,520 ［¥15,000＋ ￥4,000］ 08685F9033
ETC車載器通信ケーブルN1 ¥4,320［¥4,000］ 

 ▲パナソニックナビ連動時に必要 08290F9015

ETC車載器通信ケーブル K1 ¥3,564［¥3,300］ 
 ▲ケンウッドナビ連動時に必要＊ 08290F9016

本体￥37,800 ［¥31,000＋ ￥4,000］ 08687F9002

ETC車載器（単独使用専用）
￥14,472 （音声案内）
本体￥14,472 ［¥9,400＋ ￥4,000］ 08685F9029

DRIVE RECORDER 運転時に、前方の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。

ドライブレコーダー
（ケンウッドナビ連動専用）
￥35,640

ドライブレコーダー
（パナソニックナビ連動）
￥35,640

ドライブレコーダー
（単独使用専用）
￥34,560

本体￥35,640 
［￥26,000+
￥7,000］ 

 08671F9014
本体￥35,640
［￥26,000+
￥7,000］ 

08671F9010
本体￥34,560 
［￥25,000+
￥7,000］ 

 08671F9015

＊ETC車載器（ナビ連動モデル）との共着不可。 ＊GPS付。

※ 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。 ●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（パナソニックナビ連動） ドライブレコーダー（ケンウッドナビ連動専用） 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 CMOS 1/2.7インチ 3M（センサー画素数 4M）

動画サイズ（最大）/録画時間 FULL HD（1920 ×1080）/190分 2304×1296/100分
ＨＤＲ ※1 ○ ○（ON/OFF可能、３M録画時はOFF固定）
記録 フレーム数 28fps 27fps
画角 水平：115° 垂直：65° 水平：117° 垂直：63°
静止画 ○

出力 メディア microSD（16GB）付属
表示画面 ○（ナビ） ×

録画 自動/手動 ○
音声 録音（ON/OFF可） ○（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 ○ ×

信頼性 動作保証温度 -10～60℃ -20～65℃

＊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）。ドライブレコーダー機能一覧

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。

＊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。
＊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）。

本体 ￥22,680 ［¥18,000＋ ¥3,000］ 08600F9033
ナビ・オーディオ取付キット ￥864 ［¥800］＊1 08606F5006
10cmインパネスピーカーセット ￥10,044 ［¥6,800＋ ¥2,500］＊2 08601F5002
オプション ナビゲーションロックボルト ¥3,240 ［¥3,000］H0077YA000

本体 ￥48,060 ［¥39,500＋ ¥5,000］ 08607F9002
USBアダプター イルミ付 ￥10,584 ［¥4,800＋ ¥5,000］ 08541F9048
ナビ・オーディオ取付キット ￥864 ［¥800］＊1 08606F5006
10cmインパネスピーカーセット ￥10,044 ［¥6,800＋ ¥2,500］＊2 08601F5002

オプション
バックモニター（リヤビューカメラ） ¥34,560 ［¥20,000＋ ¥12,000］08634F5000＊3
＋バックモニター用ケーブルB ¥972 ［¥900］08541F2017＊3
ナビゲーションロックボルト ¥3,240 ［¥3,000］H0077YA000

本体 ￥16,200 ［¥12,000＋ ¥3,000］ 08600F9032
ナビ・オーディオ取付キット ￥864 ［¥800］＊1 08606F5006
10cmインパネスピーカーセット ￥10,044 ［¥6,800＋ ¥2,500］＊2 08601F5002
オプション ナビゲーションロックボルト ¥3,240 ［¥3,000］H0077YA000

本体￥34,560 ［￥20,000+ ￥12,000］ 08634F5000
〈三方開ダンプを除く〉

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￥972 ［￥900］

08541F2017
〈三方開ダンプを除く〉

バックモニターをオプションで選択できる、
7インチ液晶画面DVD/USBオーディオ。

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。 後方チェック時に安心の、定番アイテム。 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。

Bluetooth®に対応した
iPod/iPhone接続可能オーディオ。

ナビゲーションロックボルト
￥3,240

バックモニター（リヤビューカメラ）
￥35,532

＊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＆専用キー＆レンチ＆
ステッカーのセット。
＊マックガード社製。

ワイド  DVD/USB
チューナー（ケンウッド）
¥59,508
（TC スマートアシスト、グランド
キャブ スマートアシストの場合）

ワイド  CD/USB
チューナー（ケンウッド）
¥23,544 

（TC スマートアシスト、グランド
キャブ スマートアシストの場合）

ワイド シンプル CDチューナー（クラリオン）
￥17,064
（TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシストの場合）

［￥3,000］ H0077YA000

オーディオ標準装備
オプション

オーディオ標準装備

オーディオ標準装備

＊1. 〈TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシスト〉 ＊2. 〈TB、TB スマートアシスト、JA、三方開ダンプ、
パネルバン〉 ＊3. 〈三方開ダンプを除く〉 ＊4. カメラはリヤナンバープレート右上方に装着となります。字光式
ナンバープレートとの共着不可。 ＊日本語対応：日本語タイトルの表示に対応しているソフトについてはディス
プレイに表示します。 ＊iPod(iPhone)接続：別途市販のケーブルが必要な場合があります。 ＊機種により
別途ケーブルが必要な場合があります。 ＊DVD-R/RW、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。 ＊走行中、DVD再生は音声のみとなります。 ＊TV機能はありません。 

＊1. 〈TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシスト〉 ＊2. 〈TB、TB スマートアシスト、JA、三方開ダンプ、
パネルバン〉 ＊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：別途市販のケーブルが必要な場合があります。 ＊USB接続：機種により別途ケーブルが必要な場合
があります。 ＊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。 ＊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。

＊1. 〈TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシスト〉 ＊2. 〈TB、
TB スマートアシスト、JA、三方開ダンプ、パネルバン〉 ＊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。

＊ナビ及びワイドDVD/USBチューナー取付車用。 ＊カメラはリヤナンバープ
レート右上方に取付。＊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、カメラ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。画面に映し出されるカメラ映像の障害物ま
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。

iPod （iPhone）接続日本語対応 WMA
イコライザー

CD-R/RW MP3
バックモニター

（リヤビューカメラ）＊4AAC 50W×4OUT
USB音楽

AM/FM AUX 端子

MP3CD-R/RW
35W×4OUT

AM/FMWMA
AUX 端子

iPod （iPhone）接続Bluetooth®対応 WMA
50W×4OUT AUX 端子

CD-R/RW MP3
AM/FM

USB音楽
イコライザー

写真は画面イメージです。


