
A C C E S S O R I E S

※シートカバー、ハーフカバーはフロント＋セカンド＋サードシート１台分のセット。シート形状にあわせて品番設定しています。詳しくは販売店にお問い合わせください。 

シートカバー 
¥45,150（¥5,250）［¥43,000（¥5,000）消費税抜］ 
¥47,250（¥5,250）［¥45,000（¥5,000）消費税抜］ SL （本革シート付車を除く）  
ブラック基調の中にグレーラインを入れた、上品なデザインに

しています。難燃対応。 

ハーフカバー 
¥21,000（¥2,100）［¥20,000（¥2,000）消費税抜］  
¥23,100（¥2,100）［¥22,000（¥2,000）消費税抜］ SL （本革シート付車を除く） 
光沢のあるブライト糸を使用し、落ち着いた仕上げにしています。

難燃対応。 

クリーンボックス 
¥7,350（¥525）［¥7,000（¥500）消費税抜］　適応車種  ALL　 
J2017XA000 

小物入れやゴミ箱として使える便利なボックス。 

取り出しやすいインナーボックス付。 

オールウェザーシートカバー 
¥11,550［￥11,000 消費税抜］ 適応車種  ALL  F4117XA600（フロントシート用・1脚分） 
¥21,000［￥20,000 消費税抜］ 適応車種  ALL  F4117XA620（リヤセカンドシート用） 
ウェットスーツ風生地を使用したエプロンタイプの 

シートカバーです。 

ツインフットランプ（使用バルブ：12V 3W×２個） 
¥10,500（¥2,100）［¥10,000（¥2,000）消費税抜］　適応車種  ALL    
H7017XA000 

夜間乗車時、運転席と助手席の足元をイルミネーションが照らし、

乗り降りをしやすくします。   

トレーマットセット 
¥11,025（¥525）［￥10,500（¥500）消費税抜］　適応車種  ALL    
J5017XA410 

雨天や降雪時、あるいはマリーンスポーツやスキーの時など、

車内の汚れ防止に役立ちます。1台分4枚セット。 

 

PHOTO：4名乗車時 PHOTO：2名乗車時 

リヤラゲッジクリーンマット 
¥10,500［¥10,000 消費税抜］　適応車種  ALL     
J5017XA440 

スキーブーツや釣り道具の濡れモノ、汚れモノも気にせず

積み込めます。※サードシート収納時用。 

ウッドタイプパネル・ブラウン 
¥21,000（¥2,100）［¥20,000（￥2,000）消費税抜］　適応車種 ALL J1317XA000 
落ち着きのある風合いで室内を上質な雰囲気に彩る、ウッドタイプパネル。 

ウッドタイプパネル・ライトブラウン 
¥21,000（¥2,100）［¥20,000（￥2,000）消費税抜］　適応車種 ALL J1317XA010 
明るい色調で、室内空間をおしゃれに演出するウッドタイプパネル。 

カーゴネットキット 
¥25,200（¥1,050）［￥24,000（￥1,000）消費税抜］　適応車種  ALL 
F5518XA100 

ラゲッジスペースの機能性と安全性を高めます。 

未使用時はセカンドシート下に取り付けたホルダーに収納

できます。ホルダー付。 PHOTO：ホルダー収納時 

落ち着ける空間のために。 
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感知範囲 

垂直感知角度約90° 

約0～60cm

水平 
感知角度約120° 

〈センサー作動図〉 

クルマの使いやすさは、工夫しだいで様々にひろがる。 

ギヤをリバースに入れると自動的にセンサーが 
作動します。 
※コーナーセンサーはドライバーの補助として接近物をブザーで 

知らせるもので、ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。 

コーナーセンサー・リヤ（左右セット） 
¥32,550（¥3,150）［¥31,000（¥3,000）消費税抜］　適応車種  ALL   
H4817XA000 

車庫入れや駐車の際、障害物の接近をセンサーがキャッチ。 
接近距離により４段階でブザー音が変化しドライバーに知らせます。 

フェンダーコントロール（マニュアル） 
¥12,600（¥2,100）［¥12,000（¥2,000）消費税抜］ 
適応車種　ALL   H4417XA000 

前方の見切りの目安になります。 

ポールの伸縮は手動式。 

ポールの長さ：約４２５mm

ボディカバー 
¥23,100［¥22,000 消費税抜］  
適応車種  ALL  M0017XA000SC 

雨や土ボコリ、太陽光線からクルマ 

を守ります。撥水コーティング、防炎加工。 

（財）日本防炎協会認定品。 

ホイールロックセット 
¥10,500（¥1,050）［¥10,000（¥1,000）消費税抜］  
適応車種  ALL　B3277XA000 

ホイールを盗難から守る、内溝キータイプの 

ナット。（ロックボルト4本とキー1個のセット。 

マックガード製） 

ロックボルトキャップ 
¥1,050［¥1,000 消費税抜］　適応車種   ALL　 
B3277XA010 

足元をスマートに引き締める、ロックボルト 

用キャップ。4個セット。（標準装備の 

キャップと若干、色目（薄め）が異なります。） 

バックドアアシストハンドル 
¥4,725（¥1,050）［￥4,500（¥1,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL    F6017XA000 

高い位置にあるバックドアを閉めるのに便利。 

 スプリングチェーン 
（簡易手袋付、プラスチックケース入り） 

 ¥28,350［¥27,000 消費税抜］  
 適応車種  SL  S  B3177AE000 

 ¥25,725［¥24,500 消費税抜］  
 適応車種  C  A  B3177AA050 

 着脱がスムーズなケーブル式タイヤチェーン。 

S C A S C A

※カーペットマットとは共着できません。 

¥24,150［¥23,000 消費税抜］  
適応車種  ALL  F4107YA021

¥17,850［¥17，000 消費税抜］  
適応車種  ALL  F4107YA030

¥17,850［¥17，000 消費税抜］ 
適応車種  ALL  F4107YA020

お子様をしっかり守る、安心のチャイルドシート。 

遊ぶため、運ぶための工夫。使いやすさと安心がそこにある。 

システムキャリアベース 
¥28,350（¥3,150）［¥27,000（¥3,000）消費税抜］ 適応車種 ALL  E3617XA510 
スーリー社製の様々なアタッチメント類が装着できる基本キャリア。 

キーロック付。全幅1,030（有効幅800）×全高95mm（ルーフレールから） 

スキーアタッチメント 
¥19,425（¥1,050）［¥18,500（¥1,000）消費税抜］ 適応車種  ALL   E3617XA530 
スキー板が計6セット、またはスノーボードが計４枚積めます。キーロック付。 

全幅760（積載有効幅600）×全高130/105mm（２段階調整式） 

国際標準化機構（ＩＳＯ）がチャイルドシート誤

装着を防止するために定めたチャイルドシート

の固定方式の規格です。ＩＳＯ-ＦＩＸ対応チャイ

ルドシートなら簡単に装着、取り外しができま

す。またチャイルドシートが車体に固定される

ため、走行中に座席からずれたり緩んだりする

ことなく、万一の際にも安心です。 

シートベルトを使って固定するユニバーサルタ

イプ。なかでもレーマー社のチャイルドシートは、

サイドインパクト（側面衝突）を考慮した大きな

サイドウイングが特長のチャイルドシートです。

ヨーロッパの統一安全規格をクリアした確かな

信頼性と、年齢や体格に合わせたきめ細やか

なラインナップが魅力です。 

スキーアタッチメント エクステンダー（スライドタイプ） 
¥24,150（¥1,050）［¥23,000（¥1,000）消費税抜］  適応車種  ALL  E3617XA520 
スキー板が計6セット、またはスノーボードが計４枚積めます。キーロック付。 
手前にスライドするので、簡単に積みおろしができます。 
全幅760（積載有効幅600）×全高140mm

ルーフキャリアアタッチメント 
¥38,325（¥2,625）［¥36,500（¥2,500）消費税抜］ 
 適応車種 ALL  E3617XA540 

高さを抑えたデザイン。軽量・高剛性のアルミニウム製。 

最大積載重量65kg。全長1,300×全幅815（内幅760）×全高110mm

カヤックアタッチメント 
¥16,800（¥1,050）［¥16,000（¥1,000）消費税抜］適応車種 ALL   E3617SA562 
前側のパッドはカヤック形状に合わせて3段階に調節可能、後側は可動式の 

フェルト製パッドで車両後方からカヤックをすべらせて積載することができます。

2.75mベルト2本付。全幅（片側）200×全高150mm

※スキー、スノーボードの積載数の表記は標準的な目安で、種類やビンディングの形

状によっては積載数が減ったり、積載できないことがあります。※ルーフボックス・ルーフ

キャリアアタッチメントは最大積載重量を守ってご使用ください。※積載する荷物の大きさ

・高さによって横風の影響を受けやすくなることがありますので十分ご注意ください。 

各アタッチメントの装着について 
●複数のアタッチメントを共着する場合 
　装着する各アタッチメントの合計幅に５０mmをプラスし、その数値がキャリアベースの有効幅を超えないようにしてください。 
●アタッチメントを装着した状態での車両の高さ 
　 キャリアベースとアタッチメントの全高の合計に、車両の全高をプラスすると装着時の高さがでます。 

　（アタッチメントの全高はキャリアベースにプラスとなる分を表わしています。） 

キャリアベース有効幅：800mm

アタッチメントの全幅 

アタッチメントの全高 
キャリアベースの全高 

ウインドサーフィンアタッチメント 
¥11,340（¥1,050）［¥10,800（¥1,000）消費税抜］ 適応車種 ALL E3617SA561 
クイックストラップ方式でボードと2本のマストをしっかりと固定。 

クッションパッドがボードを保護し、積載を容易にします。2.75mベルト2本付。 

マストホルダー部：全幅65×全高60mm、クッションパッド部：全幅450mm

ウェーブサーフィンアタッチメント 
¥11,550（¥1,050）［¥11,000（¥1,000）消費税抜］ 適応車種 ALL  E3617SA563 
サーフボード1枚積の専用アタッチメント。専用のラバーストラップで固定する

ためボードに傷をつけません。全幅（片側）85×全高100mm

ルーフキャリアネット＆ベルトセット 
ルーフキャリアアタッチメントに積んだ荷物の荷くずれを防止。 

ルーフキャリアネット（80×80cm）　￥3,465［￥3,300消費税抜］ E3617XA545 
ルーフキャリアネット（130×90cm）￥4,200［￥4,000消費税抜］ E3617XA546

！ 注 意  

※各アタッチメントはシステムキャリアベースに装着して撮影しております。ご使用の際はシステムキャリアベースが別途必要となります。※システムキャリアベースのブラケットは撮影の都合により写真と仕様が一部異なります。 
 

ルーフボックス 
¥81,900（¥3,150）［¥78,000（¥3,000）消費税抜］ 
適応車種 ALL E3617XA550 

車の両サイドから荷物の出し入れができる便利な両開きタイプ。 

キーロック付。最大積載重量50kg、容量370　。 

重量14.5kg、全長1,750×全幅820×全高370mm　ABS樹脂製 

ルーフボックス 
¥53,550（¥3,150）［¥51,000（¥3,000）消費税抜］ 
適応車種 ALL E3617AG560 

175cmまでのカービングスキーが積載可能。左開きタイプ。 

キーロック付。最大積載重量50kg、容量330　 、 

重量14kg、全長1,900×全幅630×全高370mm　ABS樹脂製 

ISO-FIX（サポートレッグ） 

UNIVERSAL

①スバル純正ＩＳＯ-ＦＩＸ 
ベースシート 

②スバル純正ＩＳＯ-ＦＩＸ 
ベビーシート 

③スバル純正ＩＳＯ-ＦＩＸ 
チャイルドシート 

¥6,300［¥6,000 消費税抜］   
適応車種  ALL  F4107YA025

¥37,800［¥36，000 消費税抜］  
適応車種  ALL  F4107YA110

¥29,400［¥28，000 消費税抜］  
適応車種  ALL  F4107YA120

レーマー・ロード 

¥26,250［¥25，000 消費税抜］  
適応車種  ALL  F4107YA100

レーマー・ 
ベビーセーフプラス 

レーマー・キッド パオパオジュニア 
（東海理化製） 

ＩＳＯ-ＦＩＸベビーシート 

レーマー・ベビ－セーフプラス レーマー・ロード レーマー・キッド パオパオジュニア 

■ＩＳＯ-ＦＩＸチャイルドシート適応条件一覧　○：装着可能　×：装着不可 

■チャイルドシート適応条件一覧　 
○：装着可能　×：装着不可 

ベースシートを使って装着します 装着方法 

2列目席への装着 
（シートは最後端までスライド） 

3列目席への装着 

3列目席への装着 

合計価格 

合計価格 

外側 

内側 

2列目席への装着 
（シートは最後端までスライド） 

外側 

内側 

チャイルド本体の適応目安 体重／身長／年齢 

チャイルド本体の適応目安 体重／身長／年齢 

ベースシートは使用しません 

ＩＳＯ-ＦＩＸチャイルドシート ＩＳＯ-ＦＩＸチャイルドシートをジュニアシートとして使用する場合 

体重：9kg未満　身長：75cm以下　年齢：新生児～9ヶ月頃 

体重：新生児～13kg位まで　身長：新生児～80cm位まで　 
年齢：新生児～1歳半位まで 

体重：9～18kg位まで　身長：70～100cm位まで　 
年齢：8ヶ月～4歳位まで 

体重：15～25kg位まで　身長：95～150cm位まで　 
年齢：3～12歳位まで 

体重：15～32kg未満　身長：100～135cm未満　 
年齢：4～10歳頃 

体重：9～18kg未満　身長：75～105cm以下　年齢：9ヶ月～4歳頃 体重：15～25kg未満　身長：100～115cm以下　年齢：4～6歳頃  

①+② ￥35,700［¥34,000 消費税抜］ 

￥26,250［¥25,000 消費税抜］ 

○後向き 

○後向き 

× 

○後向き 

○前向き 

○前向き 

× 

○前向き ピローを外して装着 

○前向き ピローは最下段 

○前向き ピローは最下段 

○前向き ピローは装着 

○前向き 

○前向き 

× 

× 

○前向き 

× 

× 

○前向き 肩アジャスターは再下段 

○前向き 

○前向き 
①+③ ￥42,000［¥40,000 消費税抜］ ③ ￥24,150［¥23,000 消費税抜］ 

チャイルドシートアダプターとインパクトシールドを 
外し車両側の３点シートベルトを利用して装着  

￥37,800［¥36,000 消費税抜］  ￥29,400［¥28,000 消費税抜］ ￥6,300［¥6,000 消費税抜］ 

ROMER

肩アジャスターは最下段 

 ベルトセット（275cm×2本）　￥2,730［￥2,600消費税抜］ 
E3617XA547 

 ベルトセット（400cm×2本）　￥2,940［￥2,800消費税抜］ 
E3617XA548 

 ベルトセット（600cm×2本）　￥3,675［￥3,500消費税抜］ 
E3617XA549 



 

ルーフアンテナジョイント 
¥5,250（￥525）［¥5,000（¥500）消費税抜］ 
適応車種  ALL  H6317XA900 

ラジオルーフアンテナ可倒アタッチ 
メント。車庫入れ時のアンテナの 
引っ掛かりを防ぎます。 

●本体取付位置／ 
　センターコンソール運転席側側面 
●アンテナ取付位置／インパネ上面 

●本体取付位置／ 
　センターコンソール運転席側側面 
●アンテナ取付位置／フロントガラス上部貼付 

●本体取付位置／ 
　センターコンソール運転席側側面 
●アンテナ取付位置／フロントガラス上部貼付 

●本体取付位置／ 
センターコンソール運転席側側面 
●アンテナ取付位置／フロントガラス上部貼付 

［パナソニック］ 

7月1日発売予定 7月1日発売予定 

7月15日発売予定 

 

 

スタイルにも、こだわりを。 

ヘッドランプガーニッシュ 
¥11,550（￥1,050）［¥11,000（¥1,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL   J1017XA000##（全ボディ色対応）　 

フロントフェイスに、よりスポーティな印象を与えます。 

 

ビレットタイプグリル 
¥29,400（￥2,100）［¥28,000（¥2,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL   J1017XA200 

鮮烈な印象を与えフロントマスクを個性的にドレスアップ。 

 

ビレットタイプバンパーグリル 
¥23,100（￥1,050）［¥22,000（¥1,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL   E7717XA100 

フロントマスクを引き立て、よりシャープな印象に。 

リヤコンビランプガーニッシュ 
¥13,650（￥1,050）［¥13,000（¥1,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL   J1017XA010＃＃（全ボディ色対応）　 

リヤスタイルをひきしめ、よりスタイリッシュな印象に。 

ドアエッジモール・カラード（樹脂製） 
¥9,450（￥2,100）［¥9,000（¥2,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL　F0017XA010## 
## カラーバリエーション  WG ：ホワイト SJ ：シルバー  VF ：ブラック 

ドア開閉時に傷つけやすいエッジ部分をガードします。 

１台分４ドアセットとなります。 

カーゴステップパネル（ラバー） 
¥11,550（￥1,050）［¥11,000（¥1,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL   E7717XA000 

荷物を積み降ろす際の傷つきから守るだけでなく、 

リヤビューをスタイリッシュにドレスアップ。 

15インチアルミホイール（15"×6.0JJ） 
¥93,744（￥14,700）［￥89,280（¥14,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL   

スバルオリジナルアルミホイール。 

※ C は、メーカー装着オプションで選択できます。  

※価格は、アルミホイールならびにセンターキャップ、エアバルブ、 
 各4本分の合計です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 

スモークスクリーンキット 
¥37,800（￥12,600）［¥36,000（¥12,000）消費税抜］　 
適応車種 　 F5017XA000 

スタイリッシュな装いと同時に、プライバシーの保護 
にも役立つフィルム（5面）のお買得セット。 
リヤドア（左右）＋リヤクォーター（左右）＋リヤゲートウインドゥ＝5面　　

※濃色ガラス付車を除く 

1 ドアバイザー　¥23,625（¥2,625）［¥22,500（¥2,500）消費税抜］ 
　 適応車種 ALL   F0017XA000 
　 ボディにフィットし、空気抵抗が少ないドアバイザー。 
　 降雨時の換気に便利です。１台分のセット。 

1 ドアバイザー 

5 トノカバー（ブラック）　  5 トノカバー（ライトグレー）　 

4 スプラッシュボード 3 カーペットマット 

2 ナンバープレートベース 

［ベースキット価格表］☆ベースキットは、単品でお求めいただくより、お得な価格設定となっています。 

※SL-package、S-packageおよびエアロセット装着車にスプラッシュボードは装着できません。 

♯♯：カラーコード（品番末尾の♯♯が右記カラーコードに対応しています。）　アルペンホワイト＝ YB　アストラルシルバー・メタリック＝ TX　 マグマレッド＝ RX　デニムブルー・メタリック＝ DX   サファイアブラック・マイカ＝ VY

MDレシーバー 
¥67,200（¥3,150）［¥64,000（¥3,000）消費税抜］ 
適応車種  A  H6212XA500 

車両のマルチディスプレイと連動したトラヴィック専用MDレシーバー。 
※ SL  S  C には標準装備。 

※CDレシーバー、カセットレシーバー、HDDナビゲーションシステムとは共着できません。 

CDオートチェンジャー 
¥45,150（¥5,250）［¥43,000（¥5,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL   H6212XA301 

PanasonicのMDレシーバーと 
組み合わせる６連奏CDオートチェンジャー。 
※取付に別売のＣＤチェンジャートレー（H6217XA901）が必要です。 

CDチェンジャートレー 
¥12,600（¥2,100）［¥12,000（¥2,000）消費税抜］ 
適応車種  ALL     
Panasonic用：H6217XA901 
ADDZEST用：Ｈ6217ＸＡ905 

リヤクォータートリム部（右側）にPanasonicまたはＡＤＤＺＥＳＴ
のＣＤオートチェンジャーを取付けるためのトレー。 

CDレシーバー 
¥50,400（¥3,150）［￥48,000（￥3,000）消費税抜］ 
適応車種 ALL  H6211AG509 
※取付に取付キット（H6211XA900）が別途必要となります。※MDレシーバー標準装備車は、
交換取付となります。※SL-packageに標準装備のオーディオリモートコントロールの使用が
できなくなります。※マルチインフォメーションディスプレイにオーディオ連動の表示はでませ
ん。※MDレシーバー、カセットレシーバー、HDDナビゲーションシステムとは共着できません。 

カセットレシーバー 
¥30,660（¥3,150）［￥29,200（￥3,000）消費税抜］ 
適応車種 ALL  H6211FE502 
※取付に取付キット（H6211XA900）が別途必要となります。※MDレシーバー標準装備車
は、交換取付となります。※SL-packageに標準装備のオーディオリモートコントロールの使
用ができなくなります。※マルチインフォメーションディスプレイにオーディオ連動の表示はでま
せん。※MDレシーバー、CDレシーバー、HDDナビゲーションシステムとは共着できません。 

CDオートチェンジャー 
¥35,700（¥5,250）［￥34,000（￥5,000）消費税抜］ 
適応車種 ALL  H6211AE307 

ＡＤＤＺＥＳＴのHDDナビゲーションシステム、ＣＤレシーバー、
カセットレシーバーと組み合わせる６連奏ＣＤオートチェンジャー。
ＣＤ-Ｒ／ＲＷ対応。 
※取付に別売のＣＤチェンジャートレー（H6217XA905）が必要です。 

 
●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。また、安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。●走行中、
テレビ・DVDビデオ画像はご覧になれません。音声のみ聴くことができます。●地図画面は実際と多少異なる場合があります。実際の
走行は道路標識や交通規制に従ってください。●「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。 

取付キット 
¥7,350［￥7,000 消費税抜］ 適応車種 ALL H6211XA900 
CDレシーバー（ADDZEST）、カセットレシーバー（ADDZEST）取り付けの際に必要となります。 

埼玉県さいたま市北区宮原町1-1（〒331-0812） スバル部品用品本部 部品企画部（2004.6） 

PHOTO：ナビゲーションユニット装着状態  助手席用 

フロント 

リヤ 

適応グレード 

Ｃ-package、A-package 

SL‐package、S‐package 

SL‐package、S‐package、 
C-package、A-package（エアロセット装着車） 

SL‐package、S‐package、 
C-package、A-package（エアロセット装着車） 

品番 

P0017XA007 
P0017XA008 

P0017XA004 

P0017XA005 

P0017XA006

ベ－スキット価格 

￥88,200（￥5,250）［￥84,000（￥5,000）消費税抜］ 
￥67,200（￥5,250）［￥64,000（￥5,000）消費税抜］ 

￥73,500（￥3,150）［￥70,000（￥3,000）消費税抜］ 

￥73,500（￥3,150）［￥70,000（￥3,000）消費税抜］ 

￥52,500（￥3,150）［￥50,000（￥3,000）消費税抜］ 

カーペットマット 
J5017XA010BA 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

ドアバイザ－ 
F0017XA000 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

ナンバープレートベース 
J1017AG100 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

スプラッシュボード 
J1017XA100 

○ 
○ 
 

トノカバー（ブラック） 
F5518XA000 

 
 

○ 

 

 トノカバー（ライトグレー） 
F5518XA001 

○ 

 

○ 

PHOTO：S-package ベースキット・ビレットタイプグリル・ビレットタイプバンパーグリル・リヤコンビランプガーニッシュ・ヘッドランプガーニッシュ装着車 

PHOTO：C-packageエアロセット・ルーフスポイラー・リヤコンビランプガーニッシュ・ドアバイザー装着車 

3 カーペットマット　¥30,975（¥525）［¥29,500（¥500）消費税抜］ 
　 適応車種 ALL   J5017XA010BA 
　  ブルー基調の中にグレーラインを入れた落ち着きのあるマットです。1台分のセット。※難燃対応。 
　 ※トレーマットとは共着できません。 

2 ナンバープレートベース（樹脂メッキ）　¥3,150［¥3,000 消費税抜］（一枚） 
　 適応車種 ALL   J1017AG100　 
　 SUBARUロゴ入りプレート。※フロントのみの装着となります。 

クルマの使いやすさは、工夫しだいで様々にひろがる。 

エアロ・スタイルという主張。 

エアロセット 適応車種　　　　E0018XA000##（全ボディ色対応） 
A＋B＋C→セット価格  ￥156,450（￥13,650）［¥149,000（¥13,000）消費税抜］ 
エアロパーツは機能美を追求しながら、 
Cd値・CL値等を低減するなど実際の走行時に効果を発揮します。 

A フロントアンダースポイラー　¥45,150（¥4,200）［¥43,000（¥4,000）消費税抜］ 
     適応車種　　　　E2418XA010## 

B サイドアンダースポイラー　¥69,300（¥6,300）［¥66,000（¥6,000）消費税抜］ 
     適応車種　　　　E2618XA010## 

C リヤアンダースポイラー　¥42,000（¥3,150）［¥40,000（¥3,000）消費税抜］ 
     適応車種　　　　E5618XA010## 

D ルーフスポイラー　¥53,550（¥5,250）［¥51,000（¥5,000）消費税抜］ 
     適応車種　　　　E7218XA020##

 

高機能なナビゲーションと、上質なサウンド。さらなる安心と快適を手に入れる。 

 
処理速度の速い、HDD7型ワイドモニターナビゲーション。音楽CDやDVDビデオの再生、 
TV・AM/FM放送の受信が可能なシステムです。また、タッチパネルを採用し、 
操作性も向上しました。さらに、CD-R/RW、MP3にも対応しています。 

ADDZEST［アゼスト］製  
HDDナビゲーションシステム 

H0011XA001¥394,800（¥21,000） 
［¥376,000（¥20,000）消費税抜］ 

H0057TC800¥35,700（¥7,350） 
［¥34,000（¥7,000）消費税抜］ 

H6217XA908

H6217XA907

必要部品込みの合計価格  

HDDナビ／7型ワイドTV／DVD／ 
CDレシーバー 

AVトレー（助手席用） 

AVトレー（運転席用） ¥11,550（¥1,050） 
［¥11,000（¥1,000）消費税抜］ 

¥11,550（¥1,050） 
［¥11,000（¥1,000）消費税抜］ 

¥453,600（¥30,450） 
［¥432,000（¥29,000）消費税抜］ 適応車種　ALL

 

ダイバシティテレビアンテナ 
（フィルムタイプ） 
¥35,700（¥7,350）［¥34,000（¥7,000）消費税抜］ 
適応車種　ALL   H0057TC800 

※ＭＤレシーバー、ＣＤレシーバー、カセットレシーバーとの共着はできません。（ＭＤレシーバー標準装備車は交換取付となります。）※システム取付後、SL-packageに標準装備のオーディオリモートコントロールの使用ができなくなります。 

※マルチインフォメーションディスプレイにオーディオ連動の表示は出ません。※旧型車に装着する場合は、取付方法が異なります。詳細は販売店にてお問合わせください。 

 

A

C A

C A

C A

C A

C A

5 トノカバー　¥21,000［¥20,000 消費税抜］ 
　 適応車種  ALL    
　  ブラック F5518XA000　ライトグレー F5518XA001 
　  ラゲッジルームのプライバシーを守る、巻き取り式トノカバー。 
　 ※サードシート収納時の使用に限ります。 

4 スプラッシュボード　¥15,750（¥2,100）［¥15,000（¥2,000）消費税抜］ 
　 適応車種  C  A   J1017XA100 

　 水や泥、小石のはね上げなどからボディ下部を守る、剛性の高い 

　 樹脂製ガード。汚れにくいだけでなく、しっかりした外観になります。 

　 フロント・リヤ各左右1台分のセット。 

（内装色に合わせてお選びください） 

MP3 WMA CD-R/RW 内蔵メモリー 

 ETCキット 
（音声ガイド方式） 

 ¥22,050（¥4,200） 
 ［¥21,000（¥4,000）消費税抜］ 
 H0014AG201

［ミツビシ］ 

 ETCキット 
（音声ガイド方式） 

 ¥22,050（¥4,200） 
 ［¥21,000（¥4,000）消費税抜］ 

 H5012AG002

 ETCキット 
（音声ガイド方式） 

 ¥20,790（¥4,200） 
 ［¥19,800（¥4,000）消費税抜］ 

 H0012AG202

 ETCキット 
（ブザー音ガイド方式） 

 ¥18,690（¥4,200） 
 ［¥17,800（¥4,000）消費税抜］ 

 H5012AG003

［デンソー］ ［デンソー］ 料金所での渋滞緩和や、キャッシュレス決済に

よる利便性の向上を目的とした自動料金支払い

システム。料金所ゲートに設置されたアンテナと

ETC車載器との路車間通信によって、自動的に

通行料金を決済。料金所で一旦停車することな

く、簡単でスピーディな支払いを可能にします。 

  ※MITSUBISHI製ETCキットは、年式によって、装着できない場合があります。  ※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。詳細は販売店にてお問合わせください。 

高速クルーズをより楽しく、快適に。 

３Ｐセパレートタイプ ３Ｐセパレートタイプ ３Ｐセパレートタイプ ３Ｐセパレートタイプ 

 

 
年式によってはＶＩＣＳ（光・電波ビーコン）アンテナ取付に、 
ステーＶＩＣＳ（ビーコン）￥2,100［¥2,000消費税抜］H0017XA900が別途必要です。 
詳細は販売店にてお問合わせください。ＶＩＣＳ（光・電波ビーコン）は、周囲の環境に 
よっては受信できない場合があります。 
 
 

 

 

ダイバシティテレビアンテナ（フィルムタイプ）  
＊ロッド式も用意しています。 

＊ 

AVトレー 
¥11,550（¥1,050）［¥11,000（¥1,000）消費税抜］ 
適応車種   ALL   
運転席用 H6217XA908  

助手席用 H6217XA907 
HDDナビ／7型ワイドTV／DVD／CDレシーバー H0011XA001の 
取付に必要となります。 
 

ダイバシティテレビアンテナ（ロッド式） 
¥20,790（¥7,350）［¥19,800（¥7,000）消費税抜］ 
適応車種　ALL   H0011AC023 

ルーフに取り付けるロッド式。 

 

VICSユニット（光・電波ビーコン） 
¥30,660（¥3,150） 
［¥29,200（¥3,000）消費税抜］ 
適応車種　ALL   H0011AG200 

 

 

SUBARUコール 
「ＳＵＢＡＲＵお客様センター」 

富士重工業株式会社 
スバルカスタマーセンター　お客様相談部 
〒160-8316　東京都新宿区西新宿1-7-2（スバルビル） 

適応車種表示：SL-package→ SL   
 S -package→ S  
 C-package→ C  
 A-package→ A となります。 
 
 

●表示価格はメーカー希望小売価格で（  ）内の取付費が含まれています。●表示価格は、消費税込み価格を基本に、消費税抜き価格も併記しています。●本カタログに掲載の商品の仕様・価格・品番は２００4年6月現在のもので、予告なしに変更する場合があり

ます。●個別の商品の注意事項をすべて記載しておりません。それぞれの商品の取扱説明書をよくお読みのうえでご使用ください。●それぞれの商品の取り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いたします。●各キットは、単品（品

番設定単位）でもお求めになれます。●商品によっては複数のものを同時に装着できない場合があります。●輸入品・受注生産品についてはお届けするまでに若干の日数がかかる場合があります。●写真は印刷インク・撮影状況により実際の色とは異なって見え

ることがあります。●写真撮影用の小道具は商品に含まれません。●記載データは測定条件により異なる場合があります。●撮影の都合により現行仕様車とは異なる場合があります。●本カタログについての詳細は、最寄りの販売店までお問い合わせください。 

注文番号：11814


