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スバル純正アクセサリーを共同開発しているスバル用品（株）がお届けするSAAアイテム。

www.e-saa.co.jp
※掲載商品の他にも豊富に取り揃えています。スバル用品ホームページをご覧ください。 ＊工賃は販売店にお問い合わせください。 

※ＳＡＡ（SUBARU AUTO ACCESSORIES）のアイテムはスバル用品（株）が取り扱う商品です。
　取り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。

車検証ケース
￥4,320
SUBARUロゴが刻印されたプレートがシャープに光る、
オリジナルの車検証ケース。
表地は高密度ナイロンのしなやかな手ざわりで仕上げ、
裏地にはPVCを使用しています。
車検証などの車載書類、カード類を収納できます。
〈全車〉R0077Y0001［￥4,000］

さりげないアイテムにも、SUBARUのこだわりを。SUBARU SMART STYLE

LEDウェッジバルブ（マップランプ用）
￥7,085/左右2個
SAA3050296［￥3,280］×2個
＊ナノイー＊ドライブシャワーと共着不可。

マルチLEDルームバルブ
￥7,020/1個
SAA3050272［￥6,500］

工具＆タイヤゲージセット
￥3,024
〈全車〉SAA1031200［￥2,800］
●スバル車の日常点検作業・使用頻度の多い作業に役立つ工具を厳選した
　仕様設定。
●スバルがより重要視している、車の性能（走行性、ブレーキ、燃費等）に影響が　
　大きい、タイヤ空気圧の管理が行える「タイヤ圧ゲージ」をセットにしました。
●汎用性があり、車種を選ばずスバル全車に適用。
●コンパクトなので、グローブボックスやカーゴルームアンダーボックスに
　収納可能です。（車種により収納出来ない場合があります）❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。

＊標準装備の電球をLEDバルブに交換します。　＊写真は他車種による装着イメージです。　＊工賃は販売店にお問合せください。

注文番号：b0111225

■「ＳＵＢＡＲＵお客様センター」 SUBARUコール　0120 -052215

受付時間：9:00～17:00（土日祝は9:00～12:00、13:00～17:00）
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き 他）
②お問い合わせ／ご相談
※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

■インターネットでもアクセサリーを紹介しています。
　
　

スバル部品用品本部 国内部品部（2014.05）

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2014年5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。●ベースキットや各パッケージに含まれる商品は個別に購入する事もできます。●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。●SUBARU純正用品の
保証期間は、スバル特約店、またはスバル特約店が指定した販売店での取付け後１年間またはその期間内でも走行距離２万ｋｍ以内。ただし富士重工業（株）が特に指定する用品は、取付け後３年間またはその期間内でも走行距離６万ｋｍ以内のいずれかを超えるまでと
なります。●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。●本カタログに掲載の商品は、トレジアに装着した場合にのみ、保証が適用されます。●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アクセサリーサイト　www.subaru.jp/accessory

❖ ❖

2014 .0 5~

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.jpSUBARUオンラインショップ
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リヤフロントロント

フロントロントフロントロント

Base Kit TREZIAを使いこなすためのベーシックなアイテム。
リーズナブルにコーディネートが揃う、おすすめのキットです。

■

ドアバイザー
￥24,840/ 1台分（フロント・リヤ）
バイザーが水滴の侵入を防ぎ、雨の時にもウインドゥを
少し開けて室内の換気などができます。
〈全車〉E3617F2301［本体価格￥20,000＋　標準工賃￥3,000］

スプラッシュボード
￥23,760/ 1台分（フロント・リヤ）
タイヤの泥はねや石はねを抑えるスプラッシュボード。自分のクルマを守るだけでなく、
歩行者や後ろのクルマへの配慮も兼ねたアイテムです。
〈サイドシルスポイラー装着車を除く〉J1017F2850##［本体価格￥18,000＋　標準工賃￥4,000］
＊サイドアンダースカート、リヤバンパースカートと共着不可。

ナンバープレートベース
￥3,240/1枚
フロントフェイスをキリリと引き締めます。
ナンバープレートの傷つき防止にも。
〈全車〉J1017FG000［本体価格￥3,000］
＊樹脂製。　クロームメッキ。

ナンバープレートロック
￥3,240/3個セット、専用キー
ナンバープレートの盗難を防止するボルト。
特殊なボルト形状のため専用キー以外で
の取り外しは困難です。
〈全車〉J1077YA003［本体価格￥3,000］
＊字光式ナンバーと共着不可。

フロントバンパースカート
￥30,240
フロントフェイスをスポーティに引き締めます。違和感なくフィットするSUBARU純正パーツ。
〈全車〉E2417F2000##［本体価格￥25,000＋　標準工賃￥3,000］
＊バンパー地上高が約20mm下がります。
＊段差等ではバンパー破損のおそれがあります。注意して走行してください。

エクステリアをスポーティに飾る。

インテリアに使いやすさをプラス。

こだわりやライフスタイルに合わせて

思いのままに楽しめるから、

TREZIAがもっと好きになる。

自由を広げる多彩なアクセサリーです。

見つかる、自分だけのスタイル。

A C C E S S O R I E S

カーライフを快適にする基本アイテム。

Base KitBase Kit 03

個性を際立たせるドレスアップスタイル。

Exterior Customizexterior Customize 04-05

Interior Customizenterior Customize
もっと思い通りにくつろげる空間へ。

06-07

快適な室内にプラスワンの表情を。

ComfoComfort/ Illuminationllumination 08-09

ライフシーンをアクティブに遊ぶ。

Luggage RoomLuggage Room 10-11

あなたをサポートする心くばり。

Parking Support/U/Utility/Protection/Protection 12-13

いつでも安心のドライブのために。

SecuritySecurity/Winter SupporWinter Support/Child Seat/Child Seat 14-15

0302

リヤフロント

フロント

収納例

コンソールボックス
￥11,880
フロントトレー、リッド付収納ボックス、リヤカッ
プホルダー3つのスペースに分かれた多機能
のコンソールです。
〈全車〉
J2017F2000：2WD車用　
J2017F2010：AWD車用
［本体価格￥10,000＋　標準工賃￥1,000］

フロアカーペット
￥22,140/1台分（フロント・リヤ）
全席の足元フロアにぴったり合う形状の純正カーペット。
固定フックでズレないため、ペダル操作も安心です。
〈全車〉
J5017F2010：2WD車用　
J5017F2020：AWD車用
［本体価格￥20,000＋　標準工賃￥500］
＊他のマット類と共着不可。

A

A

B

B

C

C

D

D

フロントトレー 
格納式の仕切板で用途が広がります。
リッド付収納ボックス
 CD約５枚が収納できます。
カードホルダー 
リッド裏面に装備。
ボトルホルダー　
500mℓのペットボトルが入ります。

ベースキット

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。）

A0  
ホワイトパール・クリスタルシャイン

B0 
シルバー・メタリック

C0　
ブラック・マイカ

D0　
スーパーレッド

E1E1
ブロンズマイカブロンズマイカ・メタリック

J1　
サテンブルー・メタリックマイカ

K0 
ディープアメジスト・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。

ベースキット表

1.3i、1.3i-L、
1.5i、1.5i-L

ベースキット
カスタム

ベースキット

1.5i-S

サイドアンダースカート、
リヤバンパースカート装着車

サイドアンダースカート、
リヤバンパースカート装着車

1.5i-S

1.5i、1.5i-L

ドア
バイザー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

ナンバー
プレート
ベース

ナンバー
プレート
ロック

フロア
カーペット

コンソール
ボックス

2WD車用2WD車用
●
2枚

●
2枚

●
2枚

●
2枚

●
2枚

●
2枚

● ●
2WD車用2WD車用

● ●
2WD車用2WD車用

● ●
AWD車用AWD車用

● ●
AWD車用AWD車用

● ●
AWD車用AWD車用

フロント
バンパー
スカート

スプラ
ッシュ
ボード

品番

￥87,480 ［￥73,500＋　￥7,500］￥98,820 ［￥84,000＋　￥7,500］

￥82,080 ［￥67,500＋　￥8,500］￥92,340 ［￥77,000＋　￥8,500］

￥64,800 ［￥55,500＋　￥4,500］￥68,580 ［￥59,000＋　￥4,500］

￥87,480 ［￥73,500＋　￥7,500］￥98,820 ［￥84,000＋　￥7,500］

￥82,080 ［￥67,500＋　￥8,500］￥92,340 ［￥77,000＋　￥8,500］

￥64,800 ［￥55,500＋　￥4,500］￥68,580 ［￥59,000＋　￥4,500］

単品合計価格 ベースキット価格

P0017F2121

P0017F2111##

P0017F2101##

P0017F2120

P0017F2110##

P0017F2100##

2WD

ベースキット
カスタム

ベースキット
AWD

→
→
→
→
→
→
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Exterior Customize スタイルに磨きをかける、オリジナルのドレスアップパーツ。

SUBARU純正ならではのスポーティさが印象を際立たせます。

■

フロントバンパースカート
￥30,240
フロントフェイスをスポーティで迫力あるスタイルにドレス
アップ。違和感なくフィットするSUBARU純正パーツです。
〈全車〉E2417F2000##［本体価格￥25,000＋　標準工賃￥3,000］
＊バンパー地上高が約20mm下がります。
＊段差等ではバンパー破損のおそれがあります。注意して走行してください。
＊お得なベースキットでもお選びいただけます。 →P3　

サイドアンダースカート
￥31,860
泥はねや石はねからボディを守るとともに、サイドスタイル
をシャープに引き締めます。　
〈サイドシルスポイラー装着車を除く〉E2617F2000##
［本体価格￥26,000＋　標準工賃￥3,500］
＊サイドシル地上高が約5mm下がります。　＊スプラッシュボードと共着不可。  
＊1.5i-Sに標準装備のサイドシルスポイラーとは形状が異なります。

リヤバンパースカート
￥25,380
ロー＆ワイドなシルエットで、リヤスタイルを力強く
印象づけます。
〈全車〉E5617F2000##［本体価格￥20,000＋　標準工賃￥3,500］
＊バンパー地上高が約66mm下がります。
＊スプラッシュボードと共着不可。

フォグランプキット（フロント）
￥39,960
雨や霧などの悪天候など、前方が見えにくい状況で進行方向を照らし、視界を確保。
対向車にも自車の存在を知らせることで安全運転をサポートします。
〈1.3i、1.5i〉H4518F2120［本体価格￥27,000＋　標準工賃￥10,000］

個性と洗練を手に入れて、ワンランク上のスタイルへ。

0504

PHOTO左：1.5i-L　シルバー・メタリック　ベースキット、フロントバンパースカート、サイドアンダースカート、リヤバンパースカート装着車
PHOTO右：1.5i　サテンブルー・メタリックマイカ　ベースキット、フロントバンパースカート、サイドアンダースカート、リヤバンパースカート、カーゴステップパネル、リヤビューカメラ装着車 

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。）

A0  
ホワイトパール・クリスタルシャイン

B0 
シルバー・メタリック

C0　
ブラック・マイカ

D0　
スーパーレッド

J1　
サテンブルー・メタリックマイカ

K0 
ディープアメジスト・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。

E1E1　
ブロンズマイカブロンズマイカ・メタリック
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パネル4枚セット

オープン時オープン時クローズ時クローズ時 オープン時オープン時クローズ時クローズ時

助手席助手席インパネ

運転席運転席

インテリアは、自分らしく仕立てるのが楽しい。

手ざわりやディテールにこだわって、くつろぎの場所に。

■

本革調シートカバー
￥47,520/1台分（フロント・リヤ）
上質さが漂う本革調のシートカバー。しっとりとした肌触りで乗る
人を包み、インテリア全体のプレミアム感を高めます。PVC製。
〈全車〉
F4117F2110：1.3i-L、1.5i-L（2WD）、1.5i-S（2WD）
F4117F2111：1.5i-L（AWD）、1.5i-S（AWD）　
F4117F2112：1.3i、1.5i（2WD）
F4117F2113：1.5i（AWD）
［本体価格￥40,000＋　標準工賃￥4,000］

シートカバー
￥29,160/1台分（フロント・リヤ）
水をはじき、表面を汚れにくくする撥水加工を施したシートカバー
です。飲みこぼしなども簡単に拭き取れて、シート本体を保護します。
〈全車〉
F4117F2010：1.3i-L、1.5i-L（2WD）、1.5i-S（2WD）
F4117F2011：1.5i-L（AWD）、1.5i-S（AWD）　
F4117F2012：1.3i、1.5i（2WD）
F4117F2013：1.5i（AWD）
［本体価格￥23,000＋　標準工賃￥4,000］
＊防水処理ではありません。撥水効果には限度がありますので、水等をこぼした際はすぐに拭き取ってください。

オーバーヘッドコンソール
￥15,120
2段ポケットが付いたコンソール。フロントシートから手の届きやすい頭上スペースを
有効に使えます。サングラスなどのちょっとした小物の収納に。
J2017F2700［本体価格￥12,000＋　標準工賃￥2,000］
＊ナノイー＊ドライブシャワーと共着不可。　＊収納最大荷重約500g。

サイドシルプレート
￥11,880/フロントセット
SUBARUロゴ入りのプレートがドアの足元
をドレスアップ。乗り降りの際に傷つきやす
い箇所をガード。フロントに装着されます。
〈全車〉E1017F2700
［本体価格￥9,000＋　標準工賃￥2,000］
＊アルミ製。

ハーフカバー
￥9,072/1台分（フロント・リヤ）
レース編みのカバー。燃えにくい素材を使用しています。
フロント、リヤ全席に装着されます。　
〈全車〉
F4117F2210：2WD車用
F4117F2211：AWD車用
［本体価格￥7,400＋　標準工賃￥1,000］

クリーンボックス
￥8,100
助手席側の足元にフィットするクリーンボックス。
取り外し可能なボックスはゴミを捨てやすく、車内を清潔に保てます。
小物入れとしても使用できます。
〈全車〉J2017F2030［本体価格￥6,500＋　標準工賃￥1,000］

ウッドタイプパネル
￥31,320/1台分（インパネ・フロントドア）
シックな質感のウッドパネル。インテリアの印象がモダンに変わります。
インパネセンター（上・下）、フロントドアパネル（運転席・助手席）の計4枚。
〈全車〉
J1317F2000：マニュアルエアコン車用　
J1317F2100：フルオートエアコン車用
［本体価格￥27,000＋　標準工賃￥2,000］

本革巻シフトノブ
￥4,482
心地よく手にフィットする本革巻シフトノブ。
自然な感覚で、操作フィーリングを高めます。　
〈1.3i、1.5i〉3350474020C1［本体価格￥3,650＋　標準工賃￥500］
＊1.3i-L、1.5i-L、1.5i-Sには標準装備。

助手席インパネ

運転席

オープン時クローズ時 オープン時クローズ時

人を招きたくなるような、自分仕様の空間。
PHOTO：1.3i-L　ベースキット、カロッツェリアナビゲーション、ウッドタイプパネルセット、本革調シートカバー、サイドシルプレートセット、クリーンボックス装着車

Interior Customize

0706

シートエプロン  
￥10,800/1枚（フロント）
乾きやすく、水を吸収しやすい素材のシー
トエプロン。水濡れや食べこぼしなどの汚
れからシートを守ります。
〈全車〉F4117F2300［本体価格￥10,000］

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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Comfort クルマの中を、心地よい空気でいっぱいに満たし、

肌や髪をすこやかに保つアイテムです。

■

フットランプ
￥24,840
ドアを開けるとホワイトの間接照明でフロアを照らします。ドアを閉めた後、
数秒後に消灯。夜間はスモールライトに連動し、目に優しいアンバー色に点灯します。
また、アンバー色ランプは運転席手元にあるスイッチでON/OFFの切替ができます。
〈全車〉H7017F2000［本体価格￥15,000＋　標準工賃￥8,000］　

ウェルカムライト
￥21,600
アクセスキーを携帯して運転席に近づくと、ドアミラー下の白色LEDが
運転席のドア足元を明るく照らします。夜間の乗り降りの際にも足元が見やすく、安心です。
〈全車〉H4717F2011［本体価格￥12,000＋　標準工賃￥8,000］

エントリーライト
￥24,840
ドアを開けると運転席、助手席のドア下部を白色LEDで明るく照らします。
夜間でも足元を見やすくするとともに、乗る人をおもてなしします。
〈全車〉H4717F2000［本体価格￥12,000＋　標準工賃￥11,000］　

シガーライターキット
￥5,832
スモーカーにもうれしいシガーライターソケット。12Vの電源としても使用できます。
〈全車〉H6717F2000［本体価格￥3,900＋　標準工賃￥1,500］
＊インパネアクセサリーソケットと交換取付となります。

イグニッションキー照明
￥8,640
夜間でもキーシリンダーの位置がわかりやすい白色LEDのリング照明。
ドアを開けると点灯、ドアを閉めると数秒後に消灯します。
〈キーレスアクセス＆プッシュスタート装着車を除く〉H7017F2100
［本体価格￥5,000＋　標準工賃￥3,000］

さりげなく室内外を照らすイルミネーション。

ドライブシーンを豊かな表情で演出します。

ナノイー＊ドライブシャワー 
2つの機能。

クルマの中をフレッシュな空気に。
ナノイー※を発生する機能があります。

1

可動式LED照明スイッチ 「ナノイー」スイッチ

「ナノイー」吹き出し口 可動式LED照明

D

A

C

B

D

A B C

肌の角質に

うるおいを与え、

キメが整った

美肌をキープします。

肌に

弱酸性の「ナノイー」が

髪の内部まで浸透して

キューティクルを引き締め、

うるおいを保ちます。

髪に

髪のうるおいバランスが崩れ、
うねりが生じる。

洗髪しても、
伸長しにくい部分

髪への浸透性がアップ

洗髪による含水で
伸長する部分

キューティクル

まとまり感のない髪

髪の水分バランスを整える。

まとまり感のある髪

水分が逃げない 角質のキメが整っている

自然光に近い、
柔らかな明るさの
高演色LED照明。
照射方向の調節が
できるため、
手元などを照らせます。

照 明

やや黄色みを帯びて見える。

　 一般的な白色LED

太陽光に近い色味で
照射物の色を自然に映し出す。

　　 高演色LED　 　

イメージ図

水に包まれた
微細なイオン、「ナノイー」。
「ナノイー」とは？

 長寿命 

微細

ナノイー

弱酸性

水に包まれたイオンで、寿命長持ち。＊

5～20ナノメートルの微細な水粒子です。

お肌や髪にやさしい弱酸性のイオン
＊ パナソニック株式会社調べ。
　マイナスイオンの寿命：数十秒～100秒
　ナノイーの寿命：約600秒

「ナノイー」技術の特徴

LED 技術の特徴

可動式のLED照明で
お好みのポジションに対応。

身長やシート位置に合わせて
照射方向の調節が可能。
運転席はもちろん、
助手席からでも
使用できます。

キューティクル

ナノイーが皮脂となじんで、
肌をコーティング。

肌を保湿し、キメが整った
うるおい美肌へ。

ナノイー

皮脂層

角質層

皮脂

■次のような方は使用しないでください。　●妊娠中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）　●ぜんそくの方　■肌や身体に異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。

●「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

※ナノイー(nanoe)=nano-technology+electric最先端のテクノロジーから
　  生まれた“水につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。
　 効果は季節、周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。

肌も明るく見える、高演色LED照明。
自然な色を引き出す、高演色LED。

2

■

0908

Illumination 

ライト点灯時

ドア開閉時

G3012F2000
［本体価格￥25,000＋　標準工賃￥5,000］
＊オーバーヘッドコンソールと共着不可。
＊標準装備のマップランプと交換取付となります。

ナノイー＊ドライブシャワー
￥32,400
水に包まれた微粒子イオン「ナノイー」が頭上の吹き出し口から
降り注ぎ、肌や髪にうるおいを与えます。
さらに脱臭効果もあり、車内を快適な空気で包みます。

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。
※写真の発光色は実際とは異なる場合があります。
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ラゲッジカバー上面収納時ラゲッジカバー上面収納時

ラゲッジカバー下面収納時ラゲッジカバー下面収納時

マット状態マット状態 裏面収納時裏面収納時

ボックス状態ボックス状態

Luggage Room ひろびろラゲッジをフルに活用するために。

機能性とアイデアが充実した、多彩な収納アイテムです。

■

ラゲッジカバー
￥17,820
プライバシーを守るだけではなく、ボードの上下面を収納として有効活用。
ボードの上面全体をファスナー付ポケットとして使えるため、ブランケットや上着などの薄い物を
たたんで入れられます。ボード下面に付いたネットはラケットなど軽い物の収納に。
〈全車〉F5517F2000［本体価格￥16,000＋　標準工賃￥500］
＊収納最大荷重はポケット部分、ネット部分合わせて約2kg。

カーゴステップパネル
￥12,960
荷物などの積み降ろしの時に傷つきやすいリヤバンパー部
をガードします。SUBARUロゴ入り。
〈全車〉E7717F2350［本体価格￥11,000＋　標準工賃￥1,000］
＊ステンレス製。

ラゲッジソフトトレー
￥9,720
柔らかい素材を使用し、外周にフチの付いたトレーです。使用しない時は、
コンパクトに丸めておくことも可能です。撥水・防水機能付。
〈全車〉J5017F2100［本体価格￥9,000］
＊ラゲッジトレーマットと共着不可。

ラゲッジマット
￥6,912
汚れや傷つきからラゲッジを守るカーペットタイプのマット。
汚れた時には水洗いも可能なため、気軽に使えます。
SUBARUロゴ入り。
〈全車〉
J5017F2030：標準カーゴボード車用
J5017F2040：フレキシブル2段カーゴボード車用
［本体価格￥6,400］

ラゲッジトレーマット
￥10,800
しっかりとした防水タイプのトレー型マット。濡れたものを
気兼ねなく積むことができるため、海や山でのアクティブ
なアウトドアシーンでも活躍します。SUBARUロゴ入り。
〈全車〉
J5017F2000：標準カーゴボード車用
J5017F2005：フレキシブル2段カーゴボード車用
［本体価格￥10,000］
＊ラゲッジソフトトレーと共着不可。

マルチラゲッジマット
￥11,340
カーゴボード全体にすっぽりかぶせて使用するラゲッジ
マット。ボード下面にメッシュポケットを装着できるため、外
から見られたくない物や汚れ物などの整理に役立ちます。
〈フレキシブル2段カーゴボード装着車〉
F5517F2020［本体価格￥10,000＋　標準工賃￥500］
＊フレキシブル2段カーゴボードを下段に落として使用する際は
　ポケットを外す必要があります。　

ラゲッジソフトボックス
￥18,360
ファスナーの開閉だけでボックスとマット、2つのアレンジ
ができるソフトボックス。ボックス状態では仕切り板で中の
スペースを最大3つに仕切れるため、倒れやすい物の
収納にも便利。マット状態ではラゲッジフロアをカバー
できるサイズに広がります。
〈全車〉F5517F2010［本体価格￥17,000］

もっと自由な
日常へ。

1110

●傘

ラゲッジカバー上面収納時

ラゲッジカバー下面収納時

裏面収納時

ボックス状態

マット状態

PHOTO：1.5i-L （AWD）　シルバー・メタリック　ベースキット、パナソニックナビゲーション、ラゲッジカバー、ラゲッジトレーマット、カーゴステップパネル装着車

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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写真のドアエッジモールはシルバー

セセンサーンサー インジケーターンジケーター

12

Parking Support　

フェンダーコントロール（オート）
￥30,240
左フロントフェンダー部に装着されたポールによって、
縦列駐車などで見えにくい左前方の車両感覚がつかみやすくなります。
スイッチONでイグニッションと連動して伸縮し、先端の青色LEDが点灯します。
〈全車〉H4417F2100［本体価格￥21,000＋　標準工賃￥7,000］
＊ボイスコーナーセンサーと共着不可。
＊ポール長さ 約400mm。

ボイスコーナーセンサー（4センサー）
￥70,200
狭い場所での車庫入れもこれで安心。クルマの4コーナーに取り付けられた超音波センサーが
障害物との距離を検知。音声、表示ランプ、アラーム音でドライバーにお知らせします。
〈全車〉H4812F2010（ボイスコーナーセンサー車載キット）［本体価格￥26,000＋　標準工賃￥13,000］と
以下のセンサーセット2個入り［本体価格￥13,000］×2セットとなります。
H4812F2001：（センサーセット：ホワイト/2個入り）  ホワイトパール・クリスタルシャイン
H4812F2002：（センサーセット：ブラック/2個入り）  ブラック・マイカ、スーパーレッド、ブロンズマイカ・メタリック、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 サテンブルー・メタリックマイカ、ディープアメジスト・マイカメタリック
H4812AJ002：（センサーセット：シルバー/2個入り）  シルバー・メタリック
＊フェンダーコントロールと共着不可。　＊センサーセットはボディ色とは異なります。記載のボディカラーは推奨色です。

気軽に乗れる安心感を、すべての人に。

苦手だったパーキングもちょっと楽しくなるアシスト機能。

■

リヤビューカメラ（C-MOS）
￥29,160
縦列・並列駐車などでバックする時、死角になりやすいリヤ下方を、
バックギアに入れると自動的にナビ画面に表示。
画像反転機能により、バックミラーに近い感覚で後方確認ができます。
■約30万画素C-MOSカメラ　
■画角：水平約133°/垂直約100°
〈ディーラーOPナビ装着車〉
H0017F2200［本体価格￥18,000＋　標準工賃￥9,000］

PHOTO：1.5i-S　シルバー・メタリック　ベースキット、リヤビューカメラ装着車

カメラ部

センサー インジケーター

※カメラ位置の関係で、アングルは完全な真後ろ正面ではありません。　※画面はイメージ（ハメコミ合成）です。実際の画面とは異なります。自車体の映り込み・画質・マーカー・アイコン・注意文など画面表示の内容・有無は、接続するナビ/オーディオや
車種・装着オプションにより異なります。　※泥等で汚れた場合は拭いてください。高圧洗車機によるカメラ部への噴射等はしないでください。　※カメラの映し出す範囲は限られています。必ず状況を目視確認し、後退時は後方を直接見てください。夜間も車両の
ライトの明かりで画像が映りますが特にご注意ください。　※これらの商品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。　※詳しくはナビ＆オーディオカタログをご覧ください。

13

Utility/Protection ■乗る人への快適さと、大切な愛車をガードする安心感。

さまざまな機能で、毎日のカーライフをさりげなくサポートします。

IRカットスクリーン（スモーク）キット
￥25,920/ 1台分
（リヤドア左右、リヤクォーター左右、リヤゲート）
紫外線約99％、赤外線約53％カット。
〈全車〉F5017F2600［本体価格￥14,000＋　標準工賃￥10,000］　

直射日光による肌へのジリジリとした刺激をやわらげるので、真夏のドライブも快適に。車内の断熱性も向上させ、
エアコンの冷房効果を高めます。スモークタイプはプライバシーにも配慮。　
＊リヤゲート部のスクリーンは3分割となります。

IRカットスクリーン（クリア）キット
￥25,920/ 1台分
（リヤドア左右、リヤクォーター左右、リヤゲート）
紫外線約99％、赤外線約74％カット。
〈全車〉F5017F2850［本体価格￥14,000＋　標準工賃￥10,000］　

ボディカバー
￥14,040
防炎タイプのボディカバー。
雨や汚れからクルマをガードします。
（財）日本防炎協会認定品。　
〈全車〉M0017F2000［本体価格￥13,000］
＊着脱時にボディにこすれて傷が付かないようご注意ください。

遠隔操作でエンジンをスタートさせると
エアコンが始動し、快適温度で乗車できます。

エンジン＆エアコンをあらかじめON!

リモコンエンジンスターター
￥75,600
クルマから離れた家の中からでもエンジンの始動ができるので、
あらかじめエアコンを設定しておけば快適温度で乗車ができます。
〈全車〉
H0017F2000：キーレスアクセス＆プッシュスタート無車用
H0017F2010：キーレスアクセス＆プッシュスタート付車用
［本体価格￥60,000＋　標準工賃￥10,000］

トレーマット
￥14,580/1台分（フロント・リヤ）
トレー形状でしっかりしたラバー素材のため、漏水しにくい
防水マット。アウトドアや雪の降る季節も、車内の足元を水
濡れから守ります。後席用もセットでご用意いたします。
〈全車〉
J5017F2060：2WD車用
J5017F2070：AWD車用
［本体価格￥13,000＋　標準工賃￥500］
＊他のマット類と共着不可。
＊2WD車の前席用は、フロアとの間に若干の隙間ができます。

消棒ＲＥＳＣＵＥ（簡易消火具/ホルダー付）
￥6,480
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
＆ドアウインドゥ破砕用ハンマーを、簡易消火具と一体化。
〈全車〉M0077YA050［本体価格￥5,500＋　標準工賃￥500］

フロント（運転席）

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。

〈全車〉
F0077YA000：ホワイト　
F0077YA001：シルバー
F0077YA002：ダークシルバー
F0077YA003：ブラック
F0077YA004：レッドマイカ
F0077YA005：ダークグリーン
F0077YA006：ブルー
F0077YA007：ダークブルー　
［本体価格￥2,200＋　標準工賃￥1,000］
＊樹脂製
＊ボディ色とは色合いが異なります。
＊1台分は2セット(4本)必要となります。

ドアエッジモール
￥3,456/1セット（2本）
ドアを開け閉めする際に傷つきやすいドアエッジ部分を保護します。
全8色から、お好みの色をお選びいただけます。

サンシェード
￥10,800/1台分（フロントウインドゥ、フロントドア）
直射日光をやわらげ、長時間の駐車時などでの車内の室温の
上昇を抑えます。アウトドア等での目隠しとしても活用できます。
コンパクトに収納できる専用袋付です。
〈全車〉F5017F2000［本体価格￥10,000］
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使用可能体重
参考身長 参考年齢

９kg
70cm 9ヶ月

13kg
85cm1歳半

15kg
95cm 3歳

18kg
100cm 4歳

36kg
150cm 12歳

Security Child Seat ロゴから縁取りまで、SUBARU 専用デザインの純正チャイルドシート。

ISO FIX ／ユニバーサルとスタイルに合わせて選べるラインアップです。

■

※使用できるのは、道路運送車両の保安基準に適合したチャイルドシートのみです。 詳しい取り付けは販売店にお問合せください。　※チャイルドシートの装着については、取扱説明書をご参照ください。

シートベルトで固定できるユニバーサル・チャイルドシート。
より大きなお子様に対応するジュニアシートも用意しています。UNIVERSAL

国際標準化機構（ISO）準拠の固定方式を採用した、SUBARU純正ISO FIXチャイルドシート。車両側に固定された
専用ベースシートにチャイルドシートをしっかり装着。誰でも簡単に着脱できることが誤装着の防止にもつながります。ISO FIX

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可　●ヘッドレストは外します

シートベルトで後ろ向きに固定　
●リヤ左右席に装着可 
●付属のインナークッションを使用

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可　●ヘッドレストは外します

ベースシート＆テザーベルトで後ろ向きに固定
●リヤ左右席に装着可　●ヘッドレストは外します

ベースシート＆テザーベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可　●ヘッドレストは外します

インナークッション使用時

スバル純正ISO FIX 
ベースシート（テザーアンカー対応）
￥37,800
SUBARU純正ISO FIX ベビーシート/チャイルドシートの
装着に必要なベースシート。簡単・確実に着脱できる設
計です。
〈全車〉F4107YA090 ［本体価格¥35,000］

ISO FIXベビーシート
¥37,800
乳幼児専用設計により、ハンドキャリーも
しやすい小型・軽量デザインを実現した
ISO FIXベビーシート。
側面衝突にも配慮した形状を採用し、
便利なマグネット付小型バックル、
ショルダーアジャスターも装備しています。
〈全車〉 F4107YA070［本体価格¥35,000］

ISO FIXチャイルドシート
¥59,400
お子様の体格に合わせて、チャイルド
シートを固定したままリクライニングできる
ISO FIXチャイルドシート。
側面衝突にも配慮した形状を採用し、
便利なマグネット付小型バックルも
装備しています。
〈全車〉F4107YA080［本体価格￥55,000］

チャイルドシート
￥38,880
シートベルトで簡単・確実に固定するために、様々
な工夫を凝らしたユニバーサル・チャイルドシート。
側面衝突にも配慮した形状に加え、乳幼児を
しっかりサポートするインナークッションが付属し、
後向き取付け時の安定性も確保。お子様の成長に
合わせて長期間の使用が可能です。
小型軽量バックル付き。
〈全車〉F4107YA310［本体価格￥36,000］　

ジュニアシート
￥34,560
成長期のお子様にあわせて頭部ガードを上げる
と、肩部ガードの幅/高さや身長表示ウインドゥも
連動。側面衝突にも配慮した形状で、収納や持ち
運びに便利な折りたたみ機構も採用しています。
〈全車〉F4107YA350［本体価格￥32,000］

1514

突然の凍結や、雪の路面にも備えがあれば安心。
ウィンターシーズンも軽やかなフットワークで。

■Winter Support

合金鋼チェーン（175/60R16タイヤ用）  
￥12,960
滑りやすい降雪・凍結路にも安心のチェーンです。　
〈全車〉
B3177F2000：合金鋼チェーン［本体価格￥12,000］　
＊冬用タイヤなど、標準装備タイヤ以外には装着できない場合が
　あります。
＊ホイールに傷が付くことがありますので注意してご使用ください。

ウィンターブレード
フロント￥6,480　リヤ￥2,484
冬や寒冷地でもワイパーが凍結硬化しにくく、フロント・リヤ
ガラスにフィットします。降雪時にも作動がスムーズなグラ
ファイトコーティングを施しました。
〈全車〉
H6552F2000：フロント［本体価格￥6,000］
H6552F2100：リヤ［本体価格￥2,300］

 　 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。

ISO FIX専用
アンカーバー

テザーベルト

テザーアンカー

ISO FIXベースシート

ISO FIX
チャイルドシート

イラスト：ISO FIXチャイルドシート  2WD車装着時

ホイールロックセット
￥7,560/1台分4個セット、専用キー
ホイールの盗難を防止するナットです。特殊なナット形状で、
専用キー以外での取り外しは困難です。
〈アルミホイール装着車〉
B3277YA006［本体価格￥6,000＋　標準工賃￥1,000］　

ナンバープレートロック
￥3,240/3個セット、専用キー
ナンバープレートの盗難を防止するボルト。特殊なボルト形状
のため専用キー以外での取り外しは困難です。
〈全車〉J1077YA003［本体価格￥3,000］
＊字光式ナンバーと共着不可。
＊お得なベースキットでもお選びいただけます。 →P3

16インチアルミホイ－ル
（175/60R16タイヤ用）
￥123,120/1台分
〈1.5ｉ-S〉B3118F2010
［本体価格￥100,000＋　標準工賃￥14,000］
＊センターキャップ、バルブ、ナットを含む4本セット。
＊タイヤは含みません。
＊1.5ｉ-Sには標準装備。

セキュリティアラーム（侵入センサー付）
￥39,960  
ドアこじ開けや侵入などの異常を検知すると、ホーンやハザードの点滅で警告します。
リモコンキーの操作によるドアロックに連動して自動的にON/OFFを切替。
LEDインジケーター、および警告ステッカー付です。
〈全車〉H0017F2100［本体価格￥30,000＋　標準工賃￥7,000］

セキュリティアラーム（バッテリー内蔵式サイレン）
￥20,520
セキュリティアラーム（侵入センサー付）の追加アイテムとしてこのバッテリー内蔵式サイレンを装着すると、
万が一車両のバッテリーを外されてもサイレンを鳴らし続け、盗難予防に役立ちます。
〈全車〉H0017F2110［本体価格￥15,000＋　標準工賃￥4,000］
＊セキュリティアラーム（バッテリー内蔵式サイレン）単独では使用できません。

さらに安心

アルミホイール

信頼できるから、いつも安心していられる。

万が一に備えてクルマをしっかり守ります。

■

トレジア用チャイルドシートは、常に新しい安全技術の開発を目指す、

乗員拘束装置メーカー「タカタ」製です。

ISO FIXベビーシート

ISO FIXベースシートを使った、ベビーシート/チャイルドシートの装着イメージ。
ベビーシート/チャイルドシートをより確実にサポートするテザーベルトにも対応しています。

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

小さなお子様をしっかり快適にサポートするために。
チャイルドシート後向き装着時に使用するインナークッション。
ユニバーサル・チャイルドシートに標準で付属しています。


