
A C C E S S O R I E S

注文番号： b0111250

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）

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
スバル部品用品本部 国内部品部（2016.09）

2016.09~

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。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2016年9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。●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。

www.subaru.jp/accessory

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）。

カタログから動画が見れる。機能や装備がよく分かる。
端末を「スバプリ」アイコンがあるページにかざすだけ。

S U B A R U × アプリ

●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android TM搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。 ●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線
LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。 ●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、
視聴してください。 ●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。 ●通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
●コンテンツは予告なく終了する場合があります。 ●App StoreはApple Inc.の商標です。 ●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

無料の専用アプリケーション 「スバプリ」 を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード！

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIパーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、富士重工業（株）の車両クレームと車両保証の対象外となります。
◆印はSTI独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016年10月以降にSTI指定ショップでの取付け後、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。
　STI指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。
◆SAA商品の取り扱いはスバル純正アクセサリーを受託開発するSUBARU AUTO ACCESSORIES：スバル用品（株）。保証は1年間か走行2万キロ（消耗品など一部商品を除く。
　プラズマクラスター搭載LEDルームランプは3年間か走行6万キロ）のいずれかを超えるまで。商品の不具合により二次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。



Life Active 

Design

A C C E S S O R I E S
写真はすべてイメージです。



p04-05:exterior

■フロントグリル  ¥33,480 ［¥29,000＋　¥2,000］ J1017FJ050 
●樹脂製。枠部分のメッキはドアハンドル【p7】と同じ色味です。

フロントグリル

■ＬＥＤフォグランプ  ¥45,360 
［¥40,000＋　¥2,000］ H4518FJ080 
※発光色は他の灯火類と異なります。

ＬＥＤフォグランプ

■シャークフィンアンテナ  ￥21,600 ［¥13,000＋　¥5,000］ H0017FJ810## 
＋ アンテナ変換コードB［¥2,000］ H0017FJ821 〈メーカーOPナビ車を除く〉

シャークフィンアンテナ

■LEDアクセサリーライナー  ¥49,680 
［¥42,000＋　¥4,000］ H4517FJ200
●ON/OFFスイッチ付。 ※発光色は他の灯火類と異なります。

LEDアクセサリーライナー

■ルーフスポイラー ¥51,840 ［¥42,000＋　¥6,000］ E7217FJ700## 
〈ハイブリッド車はルーフエンドスポイラー標準装備のため装着不可〉

ルーフスポイラー

※ルーフレール/キャリアベース類の装着が無くても車両全高が22mm高くなります。
　高さ制限1,550mm以下の駐車場・通路等には入れません。
※コンパクト化アンテナのため、電波状況により感度に影響が出る場合があります。

■SAA ピラーカーボンフィルムセット  
￥12,960 ［￥8,000＋　¥4,000］ SAA3190035  
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に
　起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】 
＊1台分。フロントドアBピラー部、リヤドアB・Cピラー部に貼付。

■サイドシルプレート（XV）  ¥12,960 
［¥11,000＋　¥1,000］ E1017FJ300 
●前席２枚セット。 ●ステンレス製。 【XV-HYBRIDはp7】

cross country

■フロントバンパーパネル  ¥45,360 
［¥40,000＋　¥2,000］ E5517FJ000
〈STI フロントアンダースポイラーと共着不可〉
●樹脂製。
シルバー/クリスタルブラック・シリカ（車両の
無塗装ブラック部とは色味が異なります）。
※ラフロード用プロテクターではありません。

フロントバンパーパネル

■サイドアンダーパネル  ¥57,780 
［¥50,000＋　¥3,500］ E2617FJ200 〈パドルランプと共着不可〉
●樹脂製。シルバー/クリスタルブラック・シリカ（車両の無塗装ブラック部とは色味が異なります）。
※ラフロード用プロテクターではありません。

ボディサイドモールディングサイドアンダーパネル

■リヤバンパーパネル  ¥45,360 
［¥40,000＋　¥2,000］ E5517FJ100
●樹脂製。シルバー/クリスタルブラック・シリカ（車両の
　無塗装ブラック部とは色味が異なります）。
※ラフロード用プロテクターではありません。

■カーゴステップパネル（樹脂）  
¥12,960

exterior package

※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

■エクステリアパッケージ 〔フロント ＋ サイド ＋ リヤバンパーパネル〕 
通常合計価格 ¥148,500 ▶ パッケージ価格 ¥134,460  ［¥117,000＋　¥7,500］ P0017FJ660

■エクステリアパッケージ 〔フロント ＋ リヤバンパーパネル〕
通常合計価格 ¥90,720 ▶ パッケージ価格 ¥82,080  ［¥72,000＋　¥4,000］ P0017FJ661  

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。

▶P 1 7

▶P06

▶P07

▶P07

点灯時

写真はすべてイメージです。

消灯時

ドアハンドル
プロテクター（メッキ）

ドアハンドル（メッキ）

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

クリスタルホワイト・
パール

W6
アイスシルバー・
メタリック

TQ
ダークグレー・
メタリック

EN
クリスタルブラック・

シリカ

V2
デザートカーキ

I9
タンジェリンオレンジ・

パール

I6
ヴェネチアンレッド・

パール

U9
ダークブルー・
パール

E8
ハイパーブルー

E6



p06-07:exterior

■ドアハンドル（メッキ） 
¥23,760（キーレスアクセス車は ¥35,424） 
［¥12,000＋　¥10,000］ F0018FJ002##
（キーレスアクセス車は［¥22,800＋　¥10,000］ F0018FJ012##） 
●1台分。　

■ドアハンドルプロテクター（メッキ）  
¥14,580
［¥12,000＋　¥1,500］ F0017FJ000  
●1台分。

■サイドシルプレート（XV-HYBRID） ¥12,960 
［¥11,000＋　¥1,000］ E1017FJ400  
●前席２枚セット。 ●ステンレス製。 【XVはp5】

■カーゴステップパネル（ステンレス）  ¥12,960

■サイドデカール  ¥20,520 ［¥15,000＋　¥4,000］ J1217FJ000 〈ハイブリッド専用〉 

■SAA 17インチアルミホイール  ¥120,960 /4本  
［¥98,000＋　¥14,000］ SAA3102810×1セット
＊標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
●17インチ×7J＋48。 ●センターキャップ、エアバルブ付。
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】 

■システムキャリアベース（エアロ）  ¥42,120

earth colour

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

クリスタルホワイト・
パール

W6
アイスシルバー・
メタリック

TQ
ダークグレー・
メタリック

EN
クリスタルブラック・

シリカ

V2
デザートカーキ

I9
タンジェリンオレンジ・

パール

I6
ヴェネチアンレッド・

パール

U9
ダークブルー・
パール

E8
ハイパーブルー

E6

■STI シフトノブ（CVT）  
¥24,840
＊スバル純正保証対象。

■STI ペダルパッドセット
（CVT） ¥17,280
＊スバル純正保証対象。

■STI フレキシブルタワーバー  ¥35,640 
［¥30,000＋　¥3,000］ SG517FJ002
＊スバル純正保証対象。

■STI リヤルーフスポイラー  ¥52,920 
［¥43,000＋　¥6,000］ SG517FJ400 
〈ハイブリッド車はルーフエンドスポイラー標準装備のため装着不可〉
＊スバル純正保証対象。

◆STI サイドアンダースポイラー  ￥73,440
［¥60,000＋　¥8,000］ ST96030MF060 〈サイドアンダーパネルと共着不可〉
●樹脂製。 ※装着部地上高が変わります。
◆保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

◆STI フロントアンダースポイラー  ￥52,920
［¥43,000＋　¥6,000］ ST96020MF100 〈フロントバンパーパネルと共着不可〉
●樹脂製。 ※装着部地上高が変わります。
◆保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

▶P 1 1 ▶P 1 1

■ボディサイドモールディング  ¥22,680 ［¥18,000＋　¥3,000］ J1017FJ800## 
●樹脂製ボディ同色。

■ドアアンダーガーニッシュ（メッキ）  ¥35,640 ［¥30,000＋　¥3,000］ J1017FJ700  
●樹脂製。

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。

このカタログに掲載のSTIアイテムにつきましては、フロント / サイドアンダースポイラーを除き、スバル純正保証の対象となります。 写真は他車種

フロントグリル

ＬＥＤフォグランプ

シャークフィンアンテナ
システムキャリアベース（エアロ）

LEDアクセサリーライナー

サイドデカール

ドアハンドル
プロテクター（メッキ）

ドアハンドル（メッキ）

フロントバンパーパネル

ボディサイドモールディングドアアンダーガーニッシュ

▶P19

▶P05

▶P04

▶P05

▶P05

▶P05

▶P 1 9

▶P 1 7

on the road

■STI アルミホイール  
17インチ×7J＋48
¥183,600 /4本 
［¥156,000＋　¥14,000］
（［¥39,000＋　¥3,500］SG217CA0#0×4本）
＊標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
＊品番末尾の# はカラーコード
（シルバー：0、ガンメタ：1、ブラック：2）
〈ハイブリッド車は装着不可〉  
●センターキャップ、エアバルブ付。
＊スバル純正保証対象。

写真はすべてイメージです。

STI サイドアンダースポイラー 

STI リヤルーフスポイラー  

STI フロントアンダースポイラー  STI 17インチアルミホイール（ブラック） 



p08-09: interior

■インパネパネル（ミニマムブラック）  ¥21,600/左右セット 
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317FJ311  ●貼付タイプ。

■パワーウインドゥスイッチパネル（ピアノブラック調）  ¥25,920/前後席 
［¥22,000＋　¥2,000］ J1317FJ240  ●貼付タイプ。

■パネルディスプレイアッパー
（オレンジ / シルバー） 
¥8,640 
［¥6,000＋　¥2,000］ 

J1317FJ400 / 410 
〈ハイブリッドなどアイサイトver.2車は取付不可〉

■コンソールリッド
（オレンジ / シルバー） 
¥16,200 
［¥14,000＋　¥1,000］ 

92114FJ050 / 92114SG050JC
〈オレンジは2.0i-Lアイサイト標準装備品 /

 シルバーはハイブリッド2.0i-Lアイサイト標準装備品。〉

後席

前席

後席前席

後席前席

■パワーウインドゥスイッチパネル（ミニマムブラック）  ¥23,760/前後席 
［¥20,000＋　¥2,000］  J1317FJ250  ●貼付タイプ。

■パワーウインドゥスイッチパネル（マットカーボン調）  
¥25,920/前後席 ［¥22,000＋　¥2,000］ J1317FJ281  ●交換タイプ。

■インパネパネル（マットカーボン調）  ¥21,600/左右セット 
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317SG030  ●交換タイプ。

■インテリアシリコンシート  ¥9,180 ［¥8,000＋　¥500］ J1317FJ500
●インパネセンター下&前席カップホルダー&前席左右ドアポケットの底部に計7枚。 ●接着式ではありません。

シルバー

シルバー

オレンジ

写真はオレンジステッチのコーディネイト例。
このページで紹介しているアイテムのほか、パナソニック・ビルトインSDナビ、ステアリングリモコン、フットランプ、ベースキットを装着しています。

オレンジ

インパネセンター下部 前席左右ドアポケット

●ミニマムブラック柄
●シリコン製

前席カップホルダー

Panel

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。

写真はすべてイメージです。



p10 -11: interior

■スエード調フルシートカバー（オレンジ / グレー） ¥58,320 ［¥50,000＋　¥4,000］ F4117FJ111 / 011 〈本革シート車は装着不可〉

■センターコンソールトレー  
¥5,400［¥5,000］J2017FJ000
※センターコンソール下段スペースのCDケース
　収納枚数は減ります。

■フロアカーペット
（オレンジ / シルバー / ピンク） 
¥30,780 
［¥28,000＋　¥500］ 
オレンジ：J5017FJ220 / 
シルバー：J5017FJ250 / 
ピンク：J5017FJ240 
〈他のマット類と重ねての使用不可〉  
●オレンジ、シルバーはベースキット【p26-27】
　でも購入可。

■クリーンボックス  
¥9,720［¥8,000＋　¥1,000］ J2017AJ000
●汎用色。 
●センターコンソール助手席側に装着。

■シガーライターキット  ¥4,320
［¥2,000＋　¥2,000］ H6718FJ000
●アクセサリーソケットと交換取付。

■フットランプ  ¥24,840★ ［¥17,000＋　¥6,000］ H7017FJ000 ★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要【下記】

■パワーコンセント  ¥25,920 
［¥18,000＋　¥6,000］ H6717VA000
〈ハイブリッド車はディスプレイコーナーセンサーと共着不可〉

■SAA プラズマクラスター搭載
LEDルームランプ  ￥20,412
〈サンルーフ車除く〉 
［¥17,400＋　¥1,500］ SAA3250370
＊マルチＬＥＤルームバルブ（ルームランプ用）と共着不可。
＊ルームランプごと交換。 
◆スバル純正保証対象外（SAA3年6万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】 

■SAA ＬＥＤルームバルブ
（スポットランプ用） 
￥6,178 / 左右2個（工賃別）
［¥2,860×2個］ SAA3050295×2個
＊バルブのみ交換。 

■SAA マルチＬＥＤルームバルブ
（ルームランプ用） 
￥7,020 / 1個（工賃別） ［¥6,500］ SAA3050270
＊プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。
＊バルブのみ交換。 

■SAA ＬＥＤウエッジバルブ
（ラゲッジランプ用） ￥3,542 / 1個（工賃別） 
［¥3,280］ SAA3050296
＊バルブのみ交換。 

※アイドリングストップからの再始動時は一時的に電源が落
ちます。※AC100V（100Wまで）。一部の携帯電話充電器や
ゲーム機など、使用できない機器があります。※パワーコンセ
ントから電源供給を受けながら、AUX端子や外部入力端子を
使用して音楽再生等をおこなった場合、機器類によってはノ
イズが発生する場合があります。

■パートナーズカバー  ¥15,120 ［¥14,000］ F4117AJ050
〈ISO FIXチャイルドシート、後席アームレストと同時使用不可〉

■ハーフカバー  ¥17,820
［¥15,000＋　¥1,500］ F4117FJ600

スモールランプ点灯：アンバー

ドア開：ブルー

■SAA インテリアLEDセット 〔下記3点のセット〕  ¥16,524 ［¥13,800＋　¥1,500］ SAA3050304  ※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

■SAA LEDアシュトレー  ¥6,156
［￥5,200＋　￥500］ SAA1060006
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】 

■STI シフトノブ（CVT）  ¥24,840 
［¥22,000＋　¥1,000］ SG117SG101  
＊スバル純正保証対象。

■STI ペダルパッドセット（CVT）  ¥17,280 
［¥13,000＋　¥3,000］ SG317FG000 〈アルミパッド付スポーツペダル車は装着不可〉
＊スバル純正保証対象。

●ラバーパッド&ノンスリップシート付。

写真は他車種

写真は他車種

写真はすべて他車種

写真はすべて他車種

助手席パワーシート無車用 
（着脱式ショッピングバッグ付）
助手席パワーシート無車用 

（着脱式ショッピングバッグ付）

助手席パワーシート車用 
（ティッシュボックス付）写真は他車種

写真は他車種

■パドルランプ  ¥39,960★ ［¥25,000＋　¥12,000］ H4717FJ010 
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要【下記】
〈サイドアンダーパネル、超音波セキュリティと共着不可〉

■SAA シートバックポケット  ￥5,940
［¥5,500］ SAA1031500（助手席パワーシート無車はSAA1031550） ＊助手席背面に装着。 
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】 

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両１台につき１個必要（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。
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。

●本革＋ディンプル本革。 

■SAA イルミ付USB電源 ¥12,960
［¥9,000＋　¥3,000］ SAA3060400 
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

■SAA クリーンエアフィルター プレミアム 
￥7,560（工賃別） ［¥7,000］ SAA333005P
◆消耗品のため保証対象外。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

このカタログに掲載のSTIアイテムにつきましては、
フロント / サイドアンダースポイラーを除き、
スバル純正保証の対象となります。

◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】 

●ソーラー充電式。 
●SUBARUロゴ入り。 

●iPhone/iPadなど一般的なスマートフォン/タブレットで使用可。
●センターコンソール後方に装着。

●スモールランプ点灯：アンバー／ドア開：ブルー。 
●LED前後席4ヶ所。 



Life Active 

Design

A C C E S S O R I E S

SUBARU X V の  毎日は、もっと愉しい。

熟成のシンメトリカルAWD、先進 の安全思想。S U Vの行動範囲に
ふさわしい確かな安心のもと、多彩な趣味生活を軽快に愉しめる
SUBARU XV。その独創的なフォ ルムや、ワゴンの経験が息づく
ユーティリティを、あなた自身の 個性にするために。SUBARU XVを
知りつくした純正アクセサリーが、S U B A R U  X Vを選んだあなたの
高感度アクティブライフを、その安心 と愉しさをもっと深めていきます。



SUBARU XVの内装に水も漏らさずフィットする、純正
デザインのカバー類。シートにはどんな色とも合わせ
やすいモノトーンのほか、S.Clothingの4色【下記】も用意。
例えば自分のウェットスーツに合わせるなど、多彩な
コーディネイトが可能だ。カーゴは汚れの目立ちにくい
グレーのカバーを設定し、分割可倒リヤシート背面から
カーゴサイド、バンパーまでカバー。濡れたフィンや
ボードも気軽に放りこめて、積み降ろし時のバンパー傷や
服の汚れも防いでくれる。季節を越えて、いい波を求め
駆けめぐる、ビーチクルーザーとしてのフットワークにも
優れたS U B A R U  X V。濡れたまま気兼ねなく乗れる/  
積める安心感が、乗る人のフットワークまで軽快にする。

機能性インテリアクロスを最新デザインで装う、
注目のSUBARUオリジナルブランド「S.Clothing」。
SUBARU XVには、車体色タンジェリンオレンジ・パールを意識したブラックとライトグレー、
デジタルカモフラージュを採りいれたグリーンとピンクの、
4色のオールウェザー・シートカバーをラインナップ。
ボディカラー、インテリアアクセサリー、いつも積む道具、あるいはお気に入りの服まで、
何とコーディネイトするかはあなた次第です。

ウインタースポーツシーンで支持を集めてきたSUBARUは、冬対策アイテムのノウハウも蓄積している。
例えば、靴に付いた雪が暖かい車内で溶けることを想定したトレーマットは、フチ付きで水がこぼれにくく、
全席のフロアに合わせた形状や、ズレにくい運転席2点留め、さらにはカーゴルームトレーとともに、冬の
カーライフに安心をもたらす。雪だけでなく朝霜のおりたフロントウインドゥにも頼もしい、カーボン
コーティングのウインターブレードも用意。もちろんスキーからスノボまで、走行性にも影響する
ルーフキャリア【p18-19】も、厳しい純正試験をクリアした物が揃っている。

水に強いクルマは、
フットワークも
自由にする。

■オールウェザーシートカバー
フロント（1脚分） ¥11,340
［¥10,000＋　¥500］ F4117SG101
リヤ  ¥18,360
［¥16,000＋　¥1,000］ F4117FJ300
〈本革シート車は装着不可。
 リヤは後席アームレスト使用不可〉

                    

オールウェザーシートカバー
フロント（1脚分） ¥12,420 
［¥11,000＋　¥500］ F4117FJ5#0

リヤ  ¥22,680 
［¥20,000＋　¥1,000］ F4117FJ5#1
＊品番末尾の#はカラーコード
（ミニマムブラック：1、
 ミニマムライトグレー：2、
 デジカモグリーン：3、
 デジカモピンク：4）
〈本革シート車は装着不可。
 リヤは後席アームレスト使用不可〉

▶P17

▶P17

▶P24

▶P18オールウェザーカーゴカバー  ¥18,360 SUBARU バスタオル SUBARU 
ウォールマグタンブラーデミタ

SUBARU
サーモスステンレスボトル

サーフボード
アタッチメント  
¥11,880
〈システムキャリアベース
（エアロ）用〉

▶P19
ルーフ＆サーフクッションパッド 
¥6,696
〈ルーフキャリアアタッチメントまたは
 システムキャリアベース（スクエア）用〉

■トレーマットセット
¥14,580　
［¥13,000＋　¥500］
J5017FJ520
〈他のマット類と重ねての使用不可〉
●1台分5枚。
●低臭SBRゴム製（独特のゴム臭が
感じられる場合があります）。

ウインターブレード
運転席 ¥6,480 / 助手席 ¥2,592 / リヤ ¥3,240

スキーアタッチメント
システムキャリアベース（スクエア）用は  
¥24,840
システムキャリアベース（エアロ）用は  
¥27,000

カーゴルームトレー ¥21,060
（ハイブリッド車は ¥22,140）

p14-15: interior

ミニマムライトグレー

デジカモグリーン     

デジカモピンクミニマムブラック

SUBARU Online Shop THULE（SAA） 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。

1台分はフロント2脚分とリヤで計￥41,040

1台分はフロント2脚分とリヤで計￥47,520

SUBARU Online Shop SUBARU Online Shop SUBARU Online Shop

▶P18

写真はすべてイメージです。

SUBARU Online ShopとTHULE（SAA）は参考掲載品。スバル純正保証や車両クレーム保証は対象外。予告なくモデルチェンジおよび販売終了する場合があります。詳しい保証内容やラインナップは
ホームページ等をご覧ください。  ■スバルオンラインショップ  www.subaruonline.jp ■THULE店頭パンフレット （SAAホームページ www.e-saa.co.jp でもダウンロードできます）



◆スバル純正保証対象外（SAA3年6万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】 

写真はすべてイメージです。

レイク&リバーからエリアトラウトまで、あるいは湾奥からサーフシーバスまで。クオリティ
フィッシュを求めて走るラン&ガン・アングラー達が、様々な道を軽快に長距離移動できる
SUBARU XV。そのカーゴルームにアジャストされた丈夫なトレーは、水のこぼれにくい
フチ付きで、ライブウェルや結露した重いクーラーボックス等にも最適。カーゴサイドや
バンパーまでカバーする撥水カバーは、濡れたウェーダーやランディングネットも気兼ねなく
放りこめ、リヤゲートに腰かけてリヤハッチライトの明かりでリグを作るような使い方も。
いずれも分割可倒リヤシート対応で、ロッドにルアーを付けたまま移動できる。キャビンには
消臭効果も備えた明るいLED、ルーフには11フィート２ピースや5.6フィート１ピースのロッドが
収まるルーフボックスも純正で用意されている。

美しい景色のなかアウトドアを愉しむ仲間たち、フェイスブックにアップして自慢したくなる釣りの釣果、
レアな鉄道車両、サーキット、航空ショーまで、他のアクティビティと並行して愉しむ事も多いカメラ趣味。
カーゴネット&フックは、精密機械を収めたカメラバックや重い三脚の荷崩れも防ぎ、荷室のプライバシーを
守るトノカバーは、高価な機材の盗難抑止にも欠かせない。もちろん、キャビンの一部としてのカーゴにふさわ
しい、上質なカーペットも設定。スマホのカメラでは得られない、趣味人のディープなこだわりを心おきなく
追求するために。ワゴンの経験が息づく細やかな気くばりが、SUBARU XVのカーゴルームにも用意されている。

趣味人の
大切なこだわりを
運んでいる。

▶P19

▶P11

▶P10

SUBARU 氷点下
ハイパークーラーBOX

■リヤハッチライト  ¥34,560 
［¥30,000＋　¥2,000］ H4617FJ000

■トノカバー  ¥17,280 ［¥16,000］ 65550FJ020VH

■カーゴルームトレー ¥21,060（ハイブリッド車は ¥22,140）
［¥18,000＋　¥1,500］ J5017FJ600
（ハイブリッド車は［¥19,000＋　¥1,500］ J5017FJ610）
〈カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴサイクルキャリア、
 スペアホイールキットは共着不可〉 

■オールウェザーカーゴカバー  ¥18,360
［¥16,000＋　¥1,000］ F4117FJ400
〈ハイブリッド車は装着不可。カーゴネット、カーゴルームトレー、
 カーゴマット、カーゴサイクルキャリア、スペアホイールキットと
 共着不可〉

■カーゴネット  ¥6,480 
［¥6,000］ F5517FJ100
〈ハイブリッド車は装着不可。
 オールウェザーカーゴカバーと共着不可〉

■カーゴフック  ¥7,560 
［¥3,000＋　¥4,000］ F5517FJ000
〈ハイブリッド車は装着不可。
 スペアホイールキットと共着不可〉

スイッチ部

ルーフボックス
（ブラック / シルバー）  
¥79,920 

パワーコンセント  
¥25,920

●樹脂製

■カーゴマット  ¥11,880 ［¥11,000］ J5017FJ300
（ハイブリッド車は J5017FJ310）
〈カーゴルームトレー、オールウェザーカーゴカバー、カーゴサイクルキャリア、
 スペアホイールキットと共着不可〉

■カーゴサイクルキャリア  ¥17,280
［¥15,000＋　¥1,000］ L0017FJ020
〈ハイブリッド車は装着不可。オールウェザーカーゴカバー、
 カーゴルームトレー、カーゴマット、スペアホイールキット共着不可〉

■リヤゲートアシストハンドル  ¥6,264
［¥3,800＋　¥2,000］ F6057FJ000

p16-17:cargo

SAA プラズマクラスター搭載
LEDルームランプ  ￥20,412

■カーゴステップパネル（樹脂 / ステンレス） ¥12,960
［¥11,000＋　¥1,000］ E771SFJ400 / E771CFJ010
〈SAAプロテクションフィルム（リヤバンパー）と共着不可〉

●前輪等を外した自転車を１～２台積載可。
　積載可能サイズは販売店にお問い合わせください。

ハイブリットは若干
形状が異なります。

ハイブリットは若干
形状が異なります。

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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。SUBARU Online Shop THULE（SAA）

ステンレス

樹脂

SUBARU Online Shop

SUBARU×ルートート コラボ 
ルー・ガビッジ

SUBARU Online Shop

SUBARU Online ShopとTHULE（SAA）は参考掲載品。スバル純正保証や車両クレーム保証は対象外。予告なくモデルチェンジおよび販売終了する場合があります。詳しい保証内容やラインナップは
ホームページ等をご覧ください。  ■スバルオンラインショップ  www.subaruonline.jp ■THULE店頭パンフレット （SAAホームページ www.e-saa.co.jp でもダウンロードできます）



積む自由が
広がる。
できることが
拡がる。

ベース車のルーフレールの有無に合わせて2種類
用意されたキャリアベースは、SUBARU XVらしい
デザインへのこだわり。アタッチメントも信頼の純正
品から、世界的名門THULE がSUBARUのために
用意したラインナップまで、多彩に用意されている。
特に、クルマのサポートがあればこその趣味である
カヌーやカヤックなどは、ルーフキャリアが必需品。
誰もが憧れていたシーンを、確実に実現する能力と
信頼性が、SUBARU XVアクセサリー・ラインナップ
には与えられている。

2名乗車で自転車が2台収納できるカーゴサイクルキャリア【p 1 7】に、システムキャリア＆
サイクルアタッチメントを加えれば、3名乗車でカーゴに1台、ルーフに2台、ちょうど3台
積む事もできる。カーゴとルーフをフルに使えば、トランポとしてダウンヒルのサポートに
回ることも。また、違う種類のアタッチメントを装着すれば、例えば自転車とカヌーを積んで
ダウンヒルと川下りを組み合わせたり、デイキャンプをベースにサイクリングに出かける
なども可能。SUBARU XVの積載/機動力と多彩なキャリア&カーゴアイテムを活かせば、
アイデア次第で愉しみ方はさらに広がっていく。

▶P17           ホイールバッグ563

◆キャリア類の注意事項　
※表記のスキー、スノーボー
ド、サーフボード、自転車等の
積載数は目安。種類・形状に
よって積載できない場合が
あります。※サイクルキャリ
ア類は主にスポーツバイク
用。詳しい適合寸法や積載可
能自転車は取扱説明書に記
載。詳しくは販売店にお問い
合わせください。※システム
キャリアベースの最大積載重
量内でご使用ください。※
キャリア類装着時は走行状
況により風切り音が出たり、
電波状態によりラジオが受信
しにくい場合があります。

■サーフボードアタッチメント  ¥11,880
［¥11,000］ E3617AJ564 〈システムキャリアベース（エアロ）用〉
●サーフボード1枚。
●全幅525×全高22mm（前後2本）。

■スキーアタッチメント
システムキャリアベース（エアロ）用  ¥27,000
［¥22,000＋　¥3,000］ E3617AJ571

システムキャリアベース（スクエア）用  ¥24,840
［¥20,000＋　¥3,000］ E3617AJ573

●スキー板6セットorスノーボード4枚。
●全幅790（有効幅650）×全高170mm。
●キーロック付。

■サイクルアタッチメント
システムキャリアベース（エアロ）用  ¥26,460
［¥20,000＋　¥1,000］ E3617FJ590 
＋ ブラケット［¥3,500］ E3617FG571

システムキャリアベース（スクエア）用  ¥22,680
［¥20,000＋　¥1,000］ E3617FJ590

■ルーフキャリアアタッチメント
システムキャリアベース（エアロ）用  ¥43,740
［¥34,000＋　¥2,500］ E3617SG580 
＋ ブラケット［¥4,000］ E3617FG570

システムキャリアベース（スクエア）用  ¥39,420
［¥34,000＋　¥2,500］ E3617SG580

●全長1130×全幅750（内幅650）×全高125mm。
●最大積載重量42kg。
●本体重量8kg。

■ルーフボックス（ブラック / シルバー）  ¥79,920 
［¥72,000＋　¥2,000］ E3617FJ560 / 561 

●スキー板6セットorスノーボード4枚
　（長さは1680mmまで）。
●全長1800×全幅810×全高315mm
　（内長1680×内幅650×内高280mm)。 
●容量400ℓ。
●最大積載重量：システムキャリアベース 
　エアロ：50kg／スクエア：47kg。
●本体重量 18kg。 
●サポートブロック、ワンタッチバックルベルト付。

■ルーフ＆サーフ
クッションパッド  ¥6,696 
［¥6,200］ E3617AC606
〈ルーフキャリアアタッチメントまたは
システムキャリアベース（スクエア）用〉

■ルーフキャリアネット
¥4,104
［¥3,800］ E3647KC551
〈ルーフキャリアアタッチメント用〉

●全幅500mm（前後2本）。

●自転車1台（サイクルアタッチメントは2基
　搭載可）。
●全長1495×全幅215×全高90mm（システ
　ムキャリアベース（エアロ）用は115mm）。
●自転車の寸法は全長1550～1700mm、
　ハンドル幅650mm、ホイール径 25～27
　インチ、パイプ径 25～55mm。

カーゴ
サイクルキャリア  
¥17,280

カーゴ
ステップパネル（樹脂）  
¥12,960

一人でカヤックの積載が可能
           Hydroglide 873

可倒式カヤックキャリア
           Hull-a-Port Pro 837

■システムキャリアベース
エアロ  ¥42,120 ［¥36,000＋　¥3,000］ P0017FJ500
〈シルバールーフレール無車用。ボディカバー使用不可〉

スクエア  ¥29,160 ［¥24,000＋　¥3,000］ E3617FJ530
〈シルバールーフレール車用。ボディカバー使用不可〉

写真はスクエア（ベースバー23×32㎜四角断面）

THULEルーフキャリア類については
店頭パンフレットをご覧ください。

写真はエアロ（ベースバー28×80.5㎜異形断面）

p18-19:carrier

▶P17

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。SUBARU Online Shop THULE（SAA）

THULE（SAA）

SUBARU オリジナル
サイクル半袖ジャージ ver.1

THULE（SAA） THULE（SAA）

写真はすべてイメージです。

SUBARU Online ShopとTHULE（SAA）は参考掲載品。スバル純正保証や車両クレーム保証は対象外。予告なくモデルチェンジおよび販売終了する場合があります。詳しい保証内容やラインナップは
ホームページ等をご覧ください。  ■スバルオンラインショップ  www.subaruonline.jp ■THULE店頭パンフレット （SAAホームページ www.e-saa.co.jp でもダウンロードできます）

SUBARU Online Shop



ナビゲートされる安心、行動が広がる愉しさ。
SUVのフットワークを支える、進化したマストアイテムが、
アクティブライフのクオリティと可能性も高めていく。

リスニングルームでも、コンサートホールでも体験できない、
ドライビングミュージックだけの歓びが、
愉しい一日への期待感を高め、想い出も深めていく。

例えば、首都高ブラインドコーナー先の落下物から、「中央道と第二東名のどちらが早いか」といった全国規模の
渋滞情報まで、ナビゲートに反映できる。慣れないツーリング先の縦列/並列駐車も、スマートにバックできめられる。
最新インフラ［ETC2.0］対応型DSRCや、定番の後方カメラとのパッケージングを前提に開発されたSUBARU 純正
ナビ。さらに、車両側のディスプレイも活かして、後方カメラと車体センサーの同時チェックもできるなど、純正なら
ではの拡張性も進化。気軽に走りだせる、踏みこめる、停められる安心感が、SUVのフットワークをもっと自由にする。

進化したAVナビの音響性能も、
最大限に引きだせる。
メディア対応から音響性能まで、ヘッドユニットとしても
進化したナビのオーディオ性能が、
最新スピーカーの能力もあまく所なく引きだす。

音楽の歓びは、
乗る人すべてと分かちあえる。
ともに走る仲間や家族の、お気に入りの曲もいい音で。
純正ならではのキャビン音響マッチングとともに、
音楽の歓びを分かちあう音空間を。

行きと帰りが
さらに愉しいという
贅沢。

■carrozzeria スピーカーセット 
■carrozzeria 楽ナビ
■DIATONE スピーカーセット 

写真はGS100

※純正ナビ全機種にDSRC［ETC2.0］対応の
　車載器をラインナップしています。

■パナソニック ビルトインSDナビ
▶ナビカタログ

■リヤビューカメラ
　（C-MOS）
▶ナビカタログ

■パナソニック ETC 2.0 車載器キット
　（DSRC）
▶ナビカタログ

▶ナビカタログ

クルマと過ごす、すべての時間が愉しい。
爽快なワインディング、長距離ツーリング、
渋滞路から休憩時間まで。
いつでもクルマが心地よいリスニングルームに。

※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。
　ナビやカメラ/センサー等だけに頼らず、
　必ず実際の道路状況を確認して運転してください。
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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。

NAVI
二画面を駆使した
ドライブアシストから
AV機能まで、
拡張性も進化した
純正ナビ。

DSRC［ETC2.0］

進行方向の直前～
長距離情報を
集中的に大量取得

Rearview
　 Camera

慣れない
ツーリング先でも
スマートに
バック駐車。

［2画面ナビ シミュレーション動画］
［ディスプレイコーナーセンサー&リヤビューカメラ駐車シーン］
ページ全体を写してください（撮影車はレヴォーグ）。

写真はすべてイメージです。



写真は他車種

■コーナーセンサー（フロント2センサー）  ¥45,360★ 
［¥35,000＋　¥7,000］ H4817FJ7##

■バックセンサー（リヤ4センサー）  ¥64,800★ 
［¥50,000＋　¥10,000］ H4817FJ8##　

■コーナーセンサー＆バックセンサー  ¥86,400★ 
［¥35,000＋　¥7,000］ H4817FJ7## 
＋ ハーネスリヤ［¥8,000＋　¥6,000］ H4817FJ801 
＋ センサー×4個［¥6,000×4個］ H4817#####×4個
＊品番末尾の##はカラーコード（ホワイト=00、ブラック=15、シルバー=20、レッド=30）。
＊品番末尾の#####はカラーコード（ホワイト=FJ501、 ブラック=SG011、シルバー=FJ521、レッド=SG031）
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要【下記】
〈ハイブリッド車は装着不可。他のセンサー類、フェンダーコントロールと共着不可〉

■SAA ノーズアップカメラ  ￥34,560★ 
［¥26,000＋　¥6,000］ SAA3220300
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要【下記】
〈パナソニック ビルトインSDナビと共着不可。
 ディスプレイコーナーセンサーまたはリヤビューカメラをマルチファンクションディスプレイに接続している場合は装着不可〉
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

■ドアミラーオートシステム  ¥15,120 
［¥10,000＋　¥4,000］ H2717VA000
●ドアミラーで後方確認しながら降りたい時、
　降りてからドアロックすることでミラーを畳めます。
●ミラーの動きでキーレスの作動確認もできます。

■フェンダーコントロール（オート）  ¥29,160★ 
［¥20,000＋　¥7,000］ H4417FJ150 
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が
　車両1台につき1点必要【下記】
〈コーナーセンサー類と共着不可〉
●イグニッション連動自動伸縮（オフスイッチ付）。
●夜間用LED付。
●ポール長300mm。

ホワイト

●ブザーとインジケーター点滅間隔で障害物の接近距離を知らせます。
●フロント／リヤコーナー感知範囲：約60ｃｍ・水平約90°×垂直約60°。
●バック感知範囲：約150ｃｍ・水平約62°×垂直約32°。
●センサーは4色から選択可（ボディ同色ではありません）。

ブラック シルバー レッド

インジケーター

■ドアエッジモール  ¥3,456 
［¥2,200＋　¥1,000］ F0077YA00#
〈SAAプロテクションフィルム（ドアエッジ）と共着不可〉
＊品番末尾の#はカラーコード
 （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）
●ドア2枚分（1台分は2セット必要）。 
※ボディ同色やメッキではありません。

■SAA プロテクションフィルム
ドアハンドル4点  ￥5,940 ［¥4,000＋　¥1,500］ SAA3320020

前席ドアトリム2点  ￥4,860 ［¥4,000＋　¥500］ SAA3320030

ドアエッジ4点  ￥6,048 ［¥3,600＋　¥2,000］ SAA3340020
〈ドアエッジモールと共着不可〉

リヤバンパー  ￥9,720 ［¥8,000＋　¥1,000］ SAA3340017
〈カーゴステップパネルと共着不可〉
●乗り降りや積み降ろしで傷付けやすいドアハンドル奥、前席ドアトリム下部、ドアエッジ、
　リヤバンパーをガード。
●車体の飛石ガードにも使われるウレタン素材。 
●ボディにフィットし見映えも損なわない軟質クリアフィルム。
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】 

ドアハンドル4点 前席ドアトリム2点

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両１台につき１個必要（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。
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。

▶ナビカタログ

ディスプレイ
コーナーセンサーも
ご用意しています。

▶ナビカタログ

リヤビューカメラも
ご用意しています。
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※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。※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。※Googleマップ およびGoogle Earth は、Google Inc. の商標または登録商標です。

万一の事故記録だけでなく、車載カメラ感覚で愉しめて、SNSや動画サイトへのアップもかんたん。
アイサイト車の安心感もさらにアップグレードするドライブレコーダーが、クルマの新しい愉しみ方も提案します。

確実な記録を追求した、信頼の純正ドライブレコーダー。

エンタメ志向のお手頃高画質ドライブレコーダーも選べます。

車載カメラ
として愉しむ。

気持ちのいいワインディングから、
カメラが間に合わない通りすがりの出来事まで。

迫真の車載カメラ映像で愉しめます。

microSDカード対応のスマホや
タブレットでその場で観たり、

SNSや動画サイトへのアップも容易です。

夜間映像やLED信号機などもしっかり捉え、
GPSとGoogleマップ連動

Windows PCビュワーで、走行軌跡もしっかり確認。

SNSや
動画サイト
にもアップ。

もちろん
万一の

事故記録も。

■SUBARU純正ドライブレコーダー  ¥54,864＊ 

 ［¥42,800＋　¥8,000］ H0013VA000 
＊ディーラーOPナビ/オーディオ非装着車は
  ETC接続コードA ¥2,160［¥2,000］H0077YA130
  （メーカーOPナビ車はETC接続コードB ¥1,620［¥1,500］
  H0077YA140）が別途必要。

■SAA（スバル用品製）ドライブレコーダー 
¥29,430★ ［¥23,250＋　¥4,000］ 
SAA3060320（ハイビームアシスト車はSAA3060330）
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が
　車両1台につき1点必要【下記】

［ドアミラーオートシステム使用シーン］
ページ全体を写してください（撮影車はレヴォーグ）。

仕様一覧 SUBARU純正ドライブレコーダー SAA（スバル用品製）ドライブレコーダー
寸法

C-MOSイメージセンサー（カメラ）

画角 / 画素数

フレームレート（動画1秒あたりフレーム数）

本体カメラ一体型：W84×H40×D30mm

1/2.9インチ（約6.23mm）

水平約108°垂直約66°/ 約200万画素

24fps（LED信号対応）

本体：W70×H113×D22.5mm / カメラ：W26×H26×D40mm

1/2.7インチ（約6.67mm・明暗変化対応HDR合成）

水平約110°垂直約70°/ 約100万画素

28fps（LED信号対応）

高画質 / 標準 / 長時間（付属4GBカードで最大約100 / 150 / 200分録画）

1280×720（HD）

MP4ファイル（H.264＋AAC）

● GoogleEarth対応

●

● 検知前12秒～検知後8秒

無し（常時記録 / イベント記録から追ってパソコン等で抜粋保存）

●

●

●

画質モード

画像サイズ

記録フォーマット

Windows PCビュワー
（GPS・Gセンサー・Googleマップ対応）

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

音声録音（車内会話等・本体OFFスイッチ付）

電源バックアップ（スーパーキャパシタ）

動作状況を知らせるLED&ブザー機能

4GB（最大約200分録画）高耐久pSLC規格
＊別売4GBカード¥5,400［¥5,000］H0013VA001

（最大約400分録画の8GBカードは¥7,560［¥7,000］H0013VA002）に交換可

8GB（常時記録約70分）
＊取扱説明書で指定の市販32GBカード
（常時記録約310分）まで使用可

高画質（付属8GBカードで常時記録約70分録画）

1920x1080（フルHD）

AVIファイル（H.264）

●

●

● 検知前10秒～検知後30秒

●

●

●

●

microSDカード同梱
（SDカードアダプター付属） 

● 前方視界にも配慮した小型カメラ別体式。
● ノイズや温度変化への対策を徹底した本体設計。
● 繰り返し記録も安心。厳しい環境での
　 動作が求められる産業用pSLC規格の高耐久microSDカードを採用。
● 事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。
● microSD対応スマートフォン等での動画再生に加え、
　 Googleマップ と Google Earthにも連動するWindows PCビュワー。

＊ナビやマルチファンクションディスプレイと接続不可。　＊手動記録は不可（常時記録/イベント記録から追ってパソコン等で抜粋保存は可）。
＊車内会話も録音可（OFFスイッチ付）。 ＊本体はグローブボックス内に装着。 ＊サンバイザー使用時は干渉します。
■SUBARU純正保証：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。

●昼夜を問わず確実な記録。解像度だけでなく、
　受光量の多い1/2.7インチ大型イメージセンサー。

● お手頃な本体/カメラ一体式。　　　　　　　　　　　　　　
● エンターテイメント性も意識した、約200万画素フルHDの美麗画質。

● 残したいシーンをその場で保存。手動記録も可能。　
● microSD対応スマートフォン等での動画再生に加え、Googleマップ連動Windows PCビュワーも使用可能。

●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。

＊ナビやマルチファンクションディスプレイと接続不可。 ＊車内会話も録音可（OFFスイッチ付）。 ＊ハイビームアシスト車はサンバイザー使用時に干渉します。
◆SAA保証は1年間か走行2万キロのいずれかを超えるまで。商品の不具合により二次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。

＊写真のPCビュワーの
　使用にはWindows PCが
　必要です。
＊ハイビームアシスト車は
　インナーミラーが
　画面端に入ります。

※イメージ画像は純正ドライブレコーダー。

＊写真のPCビュワーの
　使用にはWindows PCが
　必要です。

ハイビームアシスト非装着車用
（写真は他車種）

前方カメラ面

操作面

写真はすべて他車種
貼付け位置

貼付け位置

ドアエッジ4点 リヤバンパー

●見えにくい左フロントの映像を
　マルチファンクションディスプレイに表示。
●左フロントの距離感がつかみやすいガイド線付で、
　路肩寄せ等をサポート。 
●路地から出る際など、左から車が来ないかもチェック。
●画角：水平約120° 
●約30万画素C-MOSカメラ

ドライバー視界

ノーズアップカメラ画面
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■ISO FIXチャイルドシート（サポートレッグ） 
¥84,240
［¥78,000］ F4107YA400 
〈パートナーズカバーと同時使用不可〉
●テザーベルト不要のサポートレッグベースシート。
●使用可能体重18kg［100cm/4歳］まで
   （成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能）。

CHILD SEAT

■ユニバーサル ジュニアシート  ¥34,560 
［¥32,000］ F4107YA350
●身長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。
●使用可能体重
　15kg（100cm/3歳）～36kg（150cm/12歳）まで。

■ユニバーサル チャイルドシート  ¥38,880
［¥36,000］ F4107YA310
●使用可能体重18kg［100cm/4歳］まで
（成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能）。

■スプリングチェーン  
¥37,800 ［¥35,000］ 
B3177SC000
●225/55R17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。
※走行状況によりアルミホイールが
　傷つく事があります。
＊消耗品のため保証対象外。 

■消棒RESCUE
（簡易消火具/ホルダー付）  
￥6,480
［¥5,500＋　¥500］ 
M0077YA050

■SAA エマージェンシーサポートキット  ￥19,224 ［¥17,800］ SAA1020010  

■SAA セーフティサポートキット ￥6,264 ［¥5,800］ SAA1020005
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】 

■SAA 
SUBARU WinterPack 
¥41,688 
［¥38,600］SAA1020015
◆スバル純正保証対象外
　（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は
　車両保証対象外。【裏表紙参照】

■ウインターブレード
運転席  ¥6,480 ［¥6,000］ H6577AJ000

助手席  ¥2,592 ［¥2,400］ H6577YA002

リヤ  ¥3,240 ［¥3,000］ H6577YA010
＊消耗品のため保証対象外。 

●2ステップ操作の簡易消火具。 
●洗浄の容易な消火剤。
●緊急脱出用シートベルト切断カッター
　＆ドアウインドゥ破砕ハンマー一体型。

■SAA アイサイトver.3専用ワイパ－替えゴム
運転席  ¥1,663＊（工賃別） ［¥1,540］ SAA30270UE / 
助手席  ¥1,426＊（工賃別） 

［¥1,320］ SAA30250UE
〈アイサイトver.3車（ハイブリッドなどアイサイトver.2車は取付不可）〉
＊アイサイトver.3対応ウインドゥガラス撥水コートを施工した上での
  装着となります（単独使用不可）。
  施工料金等は販売店にお問い合わせください。
◆消耗品のため保証対象外。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

標準ホイール＆スタッドレスタイヤの
セットもご用意しています。
【詳しくは販売店までお問い合わせください。】

■スペアホイールキット
&スペアタイヤ  
¥61,020
［¥35,000＋　¥4,000］ 
B3118FJ010 
＋ スペアタイヤ［¥17,500］ 
28121FJ141
〈ハイブリッド車は装着不可。
 カーゴサイクルキャリア、
 カーゴルームトレー、
 カーゴフック、カーゴマット、
 オールウエザーカーゴカバーと
 共着不可〉
＊価格はスペアタイヤ
  （T145/90D16）装着工賃含む。 
＊スペアタイヤは消耗品のため
  保証対象外。

■SUBARUホーン  ¥10,800 
［¥6,000＋　¥4,000］ H3717FJ000
●標準装備のホーンと交換取付。
●渦巻き型ダブルホーン（400Hz＋500Hz）。
●セキュリティインパクトセンサーの警告効果も高めます。

■超音波セキュリティ  ¥54,000★
［¥35,000＋　¥15,000］ H0017FJ100
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 
　が車両1台につき1点必要【下記】
〈メーカーOPナビ車とキーレスアクセス車は装着不可。
 パドルランプと共着不可〉

●ポリエステル製。 
●日本防炎協会認定品。

●ドア開閉等による室内の空気の流れを
　超音波レーダーで感知し、サイレンで警告。
●警告ステッカー付。

■ボディカバー  
¥21,600 
［¥20,000］ 
M0017FJ200 
〈システムキャリア車は
  使用不可〉

●車体の振動を感知し、車両のホーン&ハザードで警告。
■セキュリティインパクトセンサー  
￥17,280 
［¥12,000＋　¥4,000］ H0017FJ200

■SAA 
LEDライセンスバルブ  
￥5,724 / 左右セット
［¥4,800＋　¥500］ 
SAA3050352
※発光色は他の灯火類と
　異なります。
◆スバル純正保証対象外
　（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する
　不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】 

写真は他車種 標準バルブ

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両１台につき１個必要（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。
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。

イメージ画像

■エアロブレード　
運転席  ¥4,320 ［¥4,000］ H6577AJ200 / 
助手席  ¥3,564 ［¥3,300］ H6577FG010
〈アイサイト車は装着不可〉
※撥水コーティング等ガラス面の状態や天候条件などエアロブレード
  以外の要因でビビリが発生する場合があります。エアロブレードは
  その製品の特性上、ワイパー反転時に若干ワイパーゴムの反響音が
  あります。但し、性能上の問題はありません。
＊消耗品のため保証対象外。 

●ボッシュ社製。 

●事故・故障など緊急停車時に
　必要なアイテムを厳選。
●エマージェンシーサポートキットは
　車外脱出やバッテリー接続、
　牽引にも配慮。

●ブースターケーブル 
●スコップ 
●ウインドゥ用
　ハンディー伸縮ブラシ 
●防寒手袋  
●スタック脱出用
　スノーヘルパー  
●長靴  
●牽引ロープ 
●折りたたみコンテナ

［セキュリティインパクトセンサー作動シーン］
［SUBARUホーンサウンド比較］
［ISO FIXチャイルドシート着脱シーン］  ページ全体を写してください（撮影車はレヴォーグ）。

■三角停止表示板（ハードケース入り） 
■非常信号灯（LEDタイプ）
■蛍光安全ベスト（オレンジ色） 
■ＬＥＤライト 
■レインコート 
■SUBARUロゴ入りクッションケース（B5） 

■レスキューツール （ガラスハンマー&ベルトカッター） 
■牽引ロープ
■ブースターケーブル 
■輪留め（2個） 
■ゴム製手袋（1双） 
■SUBARUロゴ入り専用巾着袋

ウィンドウガラス
撥水コートイメージ

シリコン粒子

グラファイト粒子

※タイヤ等は商品に含まれません。

写真はエマージェンシーサポートキット

●アイサイト車に安心の
　専用ワイパーゴム。
●専用撥水ガラスコートとの
　組み合わせで、
　安定した撥水効果を実現。

エマージェンシーサポートキット

セーフティサポートキット

■キーレスアクセスアップグレード（エンジンスタート機能） 〈キーレスアクセス車〉
ハイブリッド以外  ¥29,160 ［¥18,000＋　¥9,000］ H0017FJ400

ハイブリッド  ¥31,104 ［¥19,800＋　¥9,000］ H0018FJ500

車両標準装備の
アクセスキーを使用。

キーレスアクセス車/ 
ハイブリッド用キーレスアクセス無車用

■リモコンエンジンスターター
キーレスアクセス無車  ¥81,000 ［¥66,000＋　¥9,000］ H0017FJ020

ハイブリッド以外のキーレスアクセス車  ¥72,360 ［¥58,000＋　¥9,000］ H0017FJ700

ハイブリッド  ¥74,520 ［¥60,000＋　¥9,000］ H0017FJ790

◆キーレスアクセスアップグレード / リモコンエンジンスターターの注意事項
※ターボタイマー機能はありません。 ※通信距離は周囲の建物環境等により大きく影響を受けること
があります。 ※エンジン作動中はキーレスアクセス等の作動範囲が狭くなることがあります。 ※本機使用
によるエンジン始動時のエアコン動作モードは車種により異なります。詳細は販売店へお問い合わせくだ
さい。なおエンジン始動後、車両の車幅灯・尾灯が点灯します。 ※使用にあたっては、各自治体の条例等を
厳守してください。罰則が適用される場合があります。 ※一般公道や閉め切った場所でのご使用は
おやめください。

●標準装備のアクセスキーで車外からエンジン&
　エアコン始動可。
●暖機時間：3分、10分、15分から選択可。 
●作動範囲はキーレスアクセスより狭く、
　リモコンエンジンスターターと同じような距離からの
　使用はできません。
●アンサーバック機能はありません。ドア等の誤解錠を
　避けるため車の見える場所からご使用ください。 

●作動中も車両のセキュリティシステムは有効。
●作動中もキーレスアクセス/リクエストスイッチ使用可。
●ドアやフロントフードを開けるとエンジンが停止する安心設計。
●始動/停止はメロディとLEDで確認可。
●暖気時間は10分、20分から選択可。
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■ナンバープレートベース  ¥3,240/1枚 ［¥3,000］ J1017FG000 

〈字光式ナンバー使用不可〉 ●樹脂製。 ●1台分は2枚必要。

■ナンバープレートロック  ¥3,240 ［¥3,000］ J1077YA003 

〈字光式ナンバー使用不可〉 ●封印部除く３個&専用キー&レンチ。 ●マックガード社製。

■LEDアクセサリーライナー  ¥49,680 ［¥42,000＋　¥4,000］ H4517FJ200
●ON/OFFスイッチ付。 ※発光色は他の灯火類と異なります。

■ホイールロックセット ¥7,560 ［¥6,000＋　¥1,000］ B3277YA000 

●４輪分４個&専用キー。  ●マックガード社製。

■ルーフスポイラー ¥51,840 ［¥42,000＋　¥6,000］ E7217FJ700## 

〈ハイブリッド車は装着不可〉

■ドアバイザー ¥18,360 ［¥14,000＋　¥3,000］ E3617FJ600 ■スプラッシュボード  ¥19,440 ［¥15,000＋　¥3,000］ J1017FJ250 ■フロアカーペット（オレンジ / シルバー） ¥30,780
［¥28,000＋　¥500］ オレンジ：J5017FJ220 / シルバー：J5017FJ250 〈他のマット類と重ねての使用不可〉

フロント リヤ

［¥63,000＋　¥6,500］

［¥68,000＋　¥7,500］

［¥97,500＋　¥10,500］

［¥102,500＋　¥11,500］

［¥121,500＋　¥13,500］

［¥127,000＋　¥14,500］

P0017FJ300 / 601

P0017FJ310 / 611

P0017FJ620 / 621

P0017FJ630 / 631

P0017FJ640## / 641##

P0017FJ650## / 651##

¥75,060

¥81,540

¥116,640

¥123,120

¥145,800

¥152,820

¥78,300

¥85,860

¥127,980

¥135,540

¥160,380

¥167,940
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SUBARU XV
SUBARU XV HYBRID
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 スプラッシュ
ボード

ホイール
ロック

ルーフ
スポイラー

ＬＥＤ
アクセサリー
ライナー

通常
合計価格 キット価格 価格内訳

品番
（カーペット色により異なります）
オレンジ / シルバー

フロア
カーペット
（オレンジ/

 シルバー）

ハイブリッド車は
装着不可

クリスタルホワイト・
パール

W6
アイスシルバー・
メタリック

TQ
ダークグレー・
メタリック

EN
クリスタルブラック・

シリカ

V2
デザートカーキ

I9
タンジェリンオレンジ・

パール

I6
ヴェネチアンレッド・

パール

U9
ダークブルー・
パール

E8
ハイパーブルー

E6

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。

ベースキット

▶

▶

▶

▶

▶

▶

カーライフのマストアイテムをスタイリッシュ＆リーズナブルに。
LEDアクセサリーライナーなど、SUBARU XVらしさを際立たせる
アイテムも選べるベースキット。

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

写真はすべてイメージです。


