
★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。 ※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。
  ※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。

ナビ／オーディオ標準装備 オプション

NAVI & AUDIO NAVI & AUDIO

AUDIO

SUBARU純正ナビ・オーディオ・運転支援カメラの本体保証は、
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の
いずれかを超えるまでとなります（一部別売品を除く）。

■H0012VA002VV［¥220,000＋　¥18,000］  ●ナビ取付キット P0017VA951［¥7,200］
＊6：各デジタル入力には 外部入力ユニット（インパネHDMI / USB / AUX）¥9,720［￥8,000＋　￥1,000］H0012AL990 が別途必要（標準対応のセンターコンソールAUX入力もインパネに統合されます）。
※センターコンソールに各端子を設置したい場合は HDMI変換ケーブル ￥4,104［￥2,800＋　￥1,000］H0012FJ900、iPod・USB接続ケーブル ￥2,808［￥1,600＋　￥1,000］H0012AJ920 もご用意しています。

ビルトインSDナビ（画面サイズは7型）＆マルチファンクションディスプレイ画面の明るさは
車両のメーター・イルミネーションコントロールと連動します。
※写真のレヴォーグ専用オープニング画面はビルトインSDナビのみ。エアコンパネル&ダイヤルは車両側の仕様です。

パナソニック ビルトインSDナビ
（レヴォーグ）
￥257,040 ＋ 別売取付品 ￥7,776

先進のドライブアシストを、
2つのディスプレイで使いこなす。
新たなツーリングスタイルを完成させる
レヴォーグ専用ビルトインナビ。

車種別
音響チューン

＊1：2016年6月末～2019年6月中旬までの間「差分更新: 年6回、全更新: 3年の内１回（任意の時期）」のダウンロードが可能です。WindowsPC＆ネット環境が必要です。 ＊2：本体地図SD（16GB）とは別に、本体録音SD（16GB）を付属。
＊3：スマートフォン連動で目的地フリーワード検索が可能です（「Drive P@ss」最新版アプリ対応スマートフォンが必要）。 ＊4：ナビ連動ETCを使うにはパナソニックITS車載器キットが必要。パナソニックETCキットは共着はできますがナビ連動はできません。
＊5：リヤビューカメラはナビ接続／コーナーセンサーはマルチファンクションディスプレイ接続（アドバンスドセイフティパッケージ車は両方ともナビ接続）。いずれも共着が可能です。
※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等への適応条件は、パナソニック製ナビ CN-RS02D と共通です。

Bluetoothでコードレス・ハンズフリー電話&音楽再生。
前面とケーブル、2つのUSBも使える防塵デザインの多機能1DIN機。

ケンウッド 1DIN BT/USB/CDレシーバー  
￥28,080 ＋ 別売取付品 ￥2,808

2016.07～

ナビ標準装備 オプション

ボイス
コントロール

ネット連動
スポット探索

＊1

地図データ更新

3回分付
地図データ更新

3回分付

Wi-Fi接続＆ハイレゾ対応で、音響ユニットとしても高次元へ。
鮮やか描画と高速動作で好評のハイレスポンス・ナビ。

ケンウッド彩速ナビ
￥183,600 ＋ 別売取付品 ￥7,776

画面サイズは7型です。

＊1：2017年3月～2020年2月末日までの期間内に、2016/2017/2018年度版地図データのダウンロードが可能（左記期間内にユーザー登録が必要）。パソコン＆ネット環境と取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。 ＊2：取扱説明書で指定の市販SDカードへも録音可。
＊3：ナビ付属マイクでiPhone/Androidの音声操作機能の一部と、専用アプリでナビ本体の目的地設定も可能。 ＊4：VICS FM多重には標準対応。
＊5：リヤビューカメラはナビ接続／コーナーセンサーはマルチファンクションディスプレイ接続（アドバンスドセイフティパッケージ車は両方ともナビ接続）。いずれも共着が可能です。 ＊8：192kHz／24bit再生対応。
※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、AVデータ形式等への適応条件は、ケンウッド製ナビ MDV-Z702 と同様です（「KENWOOD Drive Info.（スマートループ含む）」「MapFan Club」には非対応）。

■H0019VA010VV［¥155,000＋　¥15,000］ ●ナビ取付キット P0017VA951［¥7,200］
＊6：デジタル映像入力には HDMI接続ケーブル￥3,240［¥2,000＋　 ¥1,000］H0019VA900 または MHL接続ケーブル¥4,320［¥3,000＋　 ¥1,000］H0019VA910 が機種に応じて別途必要。
＊7：iPodオーディオ・ビデオを使うには iPod接続ケーブル（ビデオ）¥3,780［￥2,500＋　￥1,000］H0049K3900 が、iPodオーディオのみ使うには iPodケーブル（オーディオ）¥2,160［￥2,000］H0049KJ903 が別途必要。
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※エアコンの風向きや風量によって送風が本体マイクに干渉し、ハンズフリー通話が困難になる場合があります。

■H6219VA010［¥22,000＋　¥4,000］ ●オーディオ取付キット P0017VA957［¥2,600］
＊：iPodを接続するには iPodケーブル H0049KJ903 ￥2,160［￥2,000］が別途必要。 ※グローブボックスの標準装備ケーブルUSBではなく前面USBスロットを使う場合、安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,160［￥2,000］でお使いください。
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iPhoneコントロールやAndroid楽曲再生など、
スマートフォン対応も充実したコンパクトUSB/CD-Rデッキ。

ケンウッド 1DIN USB/CDレシーバー  
￥18,360 ＋ 別売取付品 ￥2,808

■H6219VA000［¥14,000＋　¥3,000］ ●オーディオ取付キット P0017VA957［¥2,600］
＊：iPodを接続するには iPodケーブル H0049KJ903 ￥2,160［￥2,000］が別途必要。 ※前面USBスロットは安全のため USB延長ケーブル H0011AJ901 ￥2,160［￥2,000］でお使いください。
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地図データ更新

3回分付
地図データ更新

3回分付
＊1

■H0014VA010VV［¥158,000＋　¥15,000］  ●ナビ取付キット P0017VA951［¥7,200］
＊5：デジタル映像入力およびiPodビデオを使うには HDMI変換ケーブル￥9,720［￥8,000＋　￥1,000］H0014AJ930 が別途必要（iPodオーディオは標準対応）。

DIATONEサウンドナビ
￥186,840 ＋ 別売取付品 ￥7,776

＊1：2019年7月末日までにOPENINFOからユーザー登録、申請された方に、2016/2017/2018年度版の地図データDVDを計3回お送りします。パソコン&ネット環境が必要です。 ＊2：本体録音SD（8GB）付属。 ＊3：VICS FM多重には標準対応。
＊4：リヤビューカメラはナビ接続／コーナーセンサーはマルチファンクションディスプレイ接続（アドバンスドセイフティパッケージ車は両方ともナビ接続）。いずれも共着が可能です。 ＊6：44.1kHz／24bitダウンサンプリング再生となります。
※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、AVデータ形式等への適応条件は、三菱電機製ナビ NR-MZ100 と同様です。

画面サイズは7型です。

破格の64ビット演算DSPが奏でる、SUBARU専用チューンのハイレゾサウンド。
Wi-Fi情報取得や動作速度など、ナビ性能も一新した音響主義モデル。

＊1
地図データ更新

2018年12月中旬まで
地図データ更新

2018年12月中旬まで
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より詳細なVICS WIDE情報に標準対応。
ゲリラ豪雨や交差点レーン別渋滞まで表示できる安心の親切ナビ。

パナソニックSDストラーダ
￥166,320 ＋ 別売取付品 ￥7,776

画面サイズは7型です。 画面は参考表示。実際の速度規制に従って走行してください。

＊1：2016年1月初旬～2018年12月中旬までの間「差分更新: 年6回、全更新: 3年の内１回（任意の時期）」のダウンロードが可能です。WindowsPC＆ネット環境が必要です。 ＊2：CD本体録音には取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。 
＊3：スマートフォン連動で目的地フリーワード検索が可能です（「Drive P@ss」最新版アプリ対応スマートフォンが必要）。 ＊4：ナビ連動ETCを使うにはパナソニックITS車載器キットが必要。パナソニックETCキットは共着はできますがナビ連動はできません。 
＊5：リヤビューカメラはナビ接続／コーナーセンサーはマルチファンクションディスプレイ接続（アドバンスドセイフティパッケージ車は両方ともナビ接続）。いずれも共着が可能です。 
※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等への適応条件は、パナソニック製ナビ CN-RS02D と共通です。

■H0012AL020VV［¥139,000＋　¥15,000］  ●ナビ取付キット P0017VA951［¥7,200］
＊6：アナログ映像入力は標準対応（3.5mm4極AUX端子）。デジタル映像入力にはHDMI変換ケーブル ￥4,104［￥2,800＋　￥1,000］H0012FJ900 が別途必要。 
＊7：USBオーディオ・ビデオ/iPodオーディオには iPod・USB接続ケーブル ￥2,808［￥1,600＋　￥1,000］H0012AJ920 が、iPodビデオにはさらに iPod接続ケーブル ￥3,780［￥3,500］H0012AJ910 が別途必要。
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■H0018AL010VV［¥139,000＋　¥15,000］  ●ナビ取付キット P0017VA951［¥7,200］
＊6：デジタル映像入力およびiPhone5ビデオ入力には HDMI接続ケーブル ￥3,240［￥2,000＋　￥1,000］H0018AJ924（市販品番：CD-HM020）が別途必要。
      またアナログ映像入力には VTR接続ケーブル H0048K3910 ¥2,700［¥2,500］と ミニジャック延長ケーブル H0018AJ922 ¥3,240［¥2,000＋　¥1,000］が別途必要。
＊7：iPodオーディオには標準対応。iPodビデオを使うには iPod用USB変換ケーブル ¥4,860［￥3,500＋　￥1,000］H0018AJ920（市販品番：CD-IUV51M）か HDMI接続ケーブル【＊6】を機種/世代に応じて選択してください。
       またUSBを同時に接続するには USB接続ケーブル￥4,320［￥3,000＋　￥1,000］H0018AJ921 が別途必要。

＊1

地図データ更新

2018年10月まで
地図データ更新

2018年10月まで

スマホ感覚の操作＆音声検索に、スマートコマンダーも機能アップ。
冠水地点や一時停止など、地図表示も充実した人気モデル。

カロッツェリア楽ナビ
￥166,320 ＋ 別売取付品 ￥7,776

画面サイズは7型です。 スマートコマンダーは標準装備。
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＊1：ご購入時期に関わらず、地図データ無料更新の期間は2018年10月までとなります。WindowsPC＆ネット環境と取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。 ＊2：CD本体録音には取扱説明書で指定の市販SDカードが必要です。 
＊3：一部スマートフォン連動で目的地音声検索のみ可能。 ＊4：VICS FM多重には標準対応。 ＊5：リヤビューカメラはナビ接続／コーナーセンサーはマルチファンクションディスプレイ接続（アドバンスドセイフティパッケージ車は両方ともナビ接続）。いずれも共着が可能です。 
※Bluetooth®、iPod、携帯電話、パソコン、ＡＶデータ形式等への適応条件は、カロッツェリア製ナビ AVIC-RZ99 と共通です。
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7色LEDイルミ付の大画面リヤモニター。ディーラーOPナビ全機種に接続できます。

※サンルーフ車は装着不可。 ※マルチLEDルームバルブ（ルームランプ用）、プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。 
※リヤモニターはスピーカー内蔵ではありません。TV、DVDビデオ等の音声はナビから車両スピーカーへ出力されます。 
※ナビからの映像のみ入力できます。ゲーム機等の接続は出来ません。 
※ディスプレイを開いた状態で後方視界が妨げられる場合があります。その場合、モニター角度を適宜調整するか、ディスプレイを閉じて後方確認を行って下さい。
※使用していないときはモニターを閉めてください。

リヤエンターテイメント（10.1型ワイドVGA＋LED） ￥97,200＊

■H0016VA010［￥80,000＋　￥10,000］
＊DIATONEナビは 外部入出力ケーブル ¥1,728［¥1,600］H0014AJ910 が、ケンウッド彩速ナビは AV拡張ケーブル ¥2,160［¥2,000］H0019VA930 が別途必要。 

リヤ
モニター

※写真は機能説明のため画像処理したもので、実際の発色とは異なります。

新型レヴォーグ STI Sport含む

＊1
地図データ更新

2019年6月中旬まで
地図データ更新

2019年6月中旬まで

www.subaru.jp/accessory

ビルトインSDナビ専用機能

マルチファンクションディスプレイ表示例
※実際の速度規制に従って走行してください。

外部入力ユニット（インパネHDMI /USB/AUX）
※インパネアクセサリーソケット左側
  （オプションで車両のUSB電源と交換取付）。

＊8

別売品



OPTION
NAVI&AUDIO 新型レヴォーグ STI Sport含む

操作メニュー例（ナビにより異なります）
●現在地表示  ●縮尺変更  ●ハンズフリー電話  ●音量調整／ミュート  ●AVソース切替え  ●選局／選曲

ステアリング
リモコン

ナビ&AVの主要機能が操作できる、
ディーラーOPナビ専用ステアリングリモコン。

＊品番末尾の##には以下のカラーコードが入ります。
   W6 クリスタルホワイト・パール、M1 スティールブルーグレー・メタリック、TQ アイスシルバー・メタリック、EN ダークグレー・メタリック、
   V2 クリスタルブラック・シリカ、T2 ピュアレッド、E2 ラピスブルー・パール、E4 WRブルー・パール。

■86321VA000##［¥12,000＋　¥7,000］ ●クリップピン 909130146 ×2個［¥50×2］

シャークフィンアンテナ ¥20,628 
■H0017VA924（2.0ℓ車は H0017VA925）［￥11,500＋　￥2,000］
＊ケンウッドナビは拡張ケーブル ¥1,620［¥1,500］H0049KJ902 が別途必要
 （ケンウッド連動専用ETC H5012AJ003 共着時は不要）。

ステアリングリモコン  ¥14,580＊

標準シャークフィンアンテナの、別カラーを選んでコーディネイト。

※インパネ上面に取付けます。

渋滞を避けたナビゲートに欠かせない、VICSのリアルタイム道路情報。
ナビのVICS FM多重に光・電波ビーコンを追加でき、より詳しい情報が得られます。

VICS光・電波ビーコン  ￥24,840
カロッツェリアナビ用

■H0018AG202［￥20,000＋　¥3,000］

VICS光・電波ビーコン  ￥31,320＊
DIATONEナビ用

■H0014AJ250［￥26,000＋　¥3,000］
＊ナビ連動ETC共着時は ETC/VICS接続アダプター ￥10,692［￥9,900］
   H0014AJ920 が別途必要。

VICS光・電波ビーコン  ￥30,240
ケンウッドナビ用

■H0019AJ280［¥25,000＋　¥3,000］

VICS
光・電波ビーコン

●上記の ETC接続コードAは ¥2,160［¥2,000］H0077YA130。車両1台につき2個以上は不要です。 　 　
★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）。

※本体はコンソール運転席右下にビルトインします。アンテナはフロントガラス上部に取付けます。 
※車載器形状は各メーカーで違うため、ビルトインカバーとの隙間や出っ張り方は異なります。 
※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事を確認のうえ料金所ETCゲートを走行してください。

車載器をコンソール運転席右下に
スマートに装着できるビルトインカバー（写真は他車種）。

ETCキット（音声ガイド）￥24,732＊
単独装着用

■H0014AJ210［¥12,900＋　¥4,000］ 
●ETCビルトインカバー H0017VA912［¥5,000＋　¥1,000］
＊カロッツェリアナビ連動は、ETC接続コード￥5,400［￥5,000］
  H0018AJ950 が別途必要。
＊DIATONEナビ連動は、ETC接続ケーブル￥5,940［￥5,500］
  H0014AJ950（VICS光・電波ビーコン共着時は代わりにETC/VICS
  接続アダプター H0014AJ920 ￥10,692［￥9,900］）が別途必要。
＊ナビ非連動でアイドリングストップ車は、ETC接続コードA
 【下記】が必要。（ディーラーOPナビ/オーディオと共着時は不要）
＊ナビ非連動でアイドリングストップ無車は、★のれんわけ
   ハーネス【下記】が必要。（ディーラーOPナビと共着時は不要）

ETCキット（音声ガイド） ￥24,732＊
カロッツェリアナビ/DIATONEナビと連動可

■H5012AJ003［¥17,000＋　¥4,000］
●拡張ケーブル H0049KJ902［¥1,500］
●ETCビルトインカバー H0017VA912［¥5,000＋　¥1,000］

ETCキット（音声ガイド） ￥30,780
ケンウッドナビと連動専用

■H0012AJ200［¥14,000＋　¥4,000］ 
●ETCビルトインカバー H0017VA912［¥5,000＋　¥1,000］
＊アイドリングストップ車は、ETC接続コードA【下記】が必要。
 （ディーラーOPナビ/オーディオと共着時は不要）
＊アイドリングストップ無車は、★のれんわけハーネス【下記】が
   必要。（ディーラーOPナビと共着時は不要）

ETCキット（音声ガイド） ￥25,920＊
単独装着用

マストアイテムのETC車載器。進行方向の直前～遠距離情報をナビゲートに活用できる、
最新インフラ「ETC2.0」対応機も選べます。 ナビ連動

ETC

ナビ連動
ETC 2.0

ナビ＆オーディオ取り付け時に使用する、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。

ナビゲーションロックボルト 
￥3,240
■H0077YA000［¥3,000］

※ディーラーＯＰナビはナビ取付キットに含まれます。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。

目に優しいブルーライトカット。
スマートフォン等でおなじみの液晶保護フィルム。

ナビ液晶保護フィルム
(ブルーライトカット)
¥3,780

PHOTO：イメージ

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2016年7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。●地図データ日付は www.subaru.jp/accessory のナビページをご覧ください。●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。走行中はナビモニターで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。●ボイスコントロールは声質やノイズ等により、言葉を認識できない場合や誤認識する場合があります。●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対応機能は、Dockコネクター非装備機種などiPodの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Bluetooth SIG,Inc.USAの商標です。●「Android」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。

〒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（2016.07）

スピーカーセット（GS100） フロント ¥41,580／リヤ ￥29,700

■フロント（2スピーカー＋2ツィーター）：H6314FJ020［¥35,000＋　¥3,500］ 
■リヤ（ダブルコーン×2スピーカー）：H6314FJ030［¥25,000＋　¥2,500］

金属より硬く軽いカーボンナノチューブの極細繊維を、まるで紙漉きのように特殊樹脂に漉きこむ事で、
打てば響くような金属コーンの高音レスポンスと、減衰の効いた紙コーンの歯切れよい低音をともに獲得。その超高音から重低音まで
圧倒的なダイナミックレンジは、樹脂成型ならではの形状最適化が実現したツィーターとスピーカーの素材統一により、
一分の隙もない統一感で貫かれています。クラシックからロックまで、高く低く躍動する音のダイナミズムを、すべて受けとめ調和させる。
音楽とは音の躍動と調和である事を思い出させるような、荘厳な音のステージが目の前に広がります。

G50 フロント&リヤイメージ

GS100 フロント&リヤイメージ

超広域ダイナミックレンジの、全てが調和する。カーボンナノチューブが織りなす音の荘厳。

その超広域ダイナミックレンジを、あなたの手に。
ソリッドライン構造ウーファーそして新型ダイレクター付ツィーター。
クラスを超えたベストバイ高音質スピーカー登場！impact

スピーカーセット（G20） 
フロント ¥70,200
リヤ ￥45,684

■高密度樹脂フレームスピーカー
（強力フェライトマグネット◆60Hz～8kHz） 

■ドーム&コーン振動板ツィーター
（Wネオジウムマグネット◆1.5kHz～60kHz）

■フロント（2スピーカー＋2ツィーター）：H6314FJ000［¥61,500＋　¥3,500］  
■リヤ（ダブルコーン×2スピーカー）：H6314FJ010［¥39,800＋　¥2,500］ 

G20 フロント&リヤイメージ

※スピーカー各種は全純正ナビ&オーディオに対応します。 ※写真はイメージ。車種により専用ブラケット等細部が異なります。ツィーターは標準装備品／メーカーOP品と同位置に装着されます。 
◆周波数帯域はスピーカー本体の性能。クロスオーバーネットワークに割り当てられた周波数帯域とは異なります。専用設計でSUBARU車に最適化しているため、取付けはスバル正規ディーラーでお願いします。 

■H6319AJ010［¥8,000＋　¥3,000］ 
●スピーカーブラケット フロント H6311YC500［¥4,500］ 

■H6319AJ010［¥8,000＋　¥3,000］ 
●スピーカーブラケット リヤ H6311YC501［¥4,500］ 

フロント2スピーカーセット  ￥16,740

リヤ2スピーカーセット  ￥16,740
■H6348KJ110［￥20,000＋　￥3,000］ 
●スピーカーブラケット リヤ H6311YC501［¥4,500］ 
●スピーカー変換コード H6318FG900［¥4,000］ 

リヤ2スピーカーセット ￥34,020

■車種別専用設計樹脂フレーム一体スピーカー（Wネオジウムマグネット◆60Hz～5kHz） 
■ドーム&コーン振動板ツィーター（ネオジウムマグネット◆2.5kHz～40kHz）

■アルミ&亜鉛フレームスピーカー
（Wネオジウムマグネット◆50Hz～10kHz）
■ドーム&コーン振動板ツィーター
（Wネオジウムマグネット◆1.5kHz～80kHz）

人の声が、音の中心が甦る。
鮮やかに像を結ぶミッドレンジ。

■フロント（2スピーカー＋2ツィーター）：
　H6318VA000［¥35,000＋　¥5,500］
　＋インナーバッフル H6318VA500［¥10,000］

スピーカーセット フロント  
¥54,540 

耳の高さに近く、指向性にも優れたツィーターが、中音域までカバーすることで、
ヴォーカルをはじめ、音楽のコアであるミッドレンジの音像を、より明確に定位。
そして、ハイブリッド高比重メタル素材で共振を制御するインナーバッフルでマウントされた、
17cmウーファーの淀みない低音。
素材・形状からクロスオーバー設定にまで貫かれた「Open&Smooth」コンセプトが、
セパレートスピーカーならではの際立ったハイ&ローはそのままに、
クルマという厳しい音環境のなかで埋もれていた「音の中心」を、
鮮やかにキャビンに描き出します。

ETC 2.0 車載器キット（DSRC） 
￥45,360
カロッツェリアナビ/DIATONEナビと連動専用

■H0014AL200［¥28,000＋　¥4,000］
●DSRC接続ケーブル H0014AJ955（カロッツェリアナビは H0018AJ955）［¥4,000］
●ETCビルトインカバー H0017VA912［¥5,000＋　¥1,000］

ITS車載器キット（DSRC：ETC2.0対応） 
￥47,304
パナソニックナビ/ケンウッドナビと連動専用

■H0012AJ210［¥29,800＋　¥4,000］
●DSRC接続ケーブル H0012AJ955（ケンウッドナビは H0019VA950）［¥4,000］
●ETCビルトインカバー H0017VA912［¥5,000＋　¥1,000］

■楽ナビ：SAA3220180、
DIATONEナビ：SAA3220187、
ビルトインSDナビ：SAA3220181、
彩速ナビ・SDストラーダ：SAA3220083
［¥3,000＋　¥500］

※ディーラーOPナビ用。
※機種により若干隙間があく場合があります。

スピーカーセット フロント ¥69,768
 
/ リヤ ¥49,680  / フロント＆リヤ  ¥119,448

■フロント（2スピーカー＋2ツィーター）：H6317VA000［¥61,100＋　¥3,500］ ■リヤ（2スピーカー）：H6317VA010［¥43,500＋　¥2,500］
■フロント&リヤ（4スピーカー＋2ツィーター）：H6317VA020［¥104,600＋　¥6,000］PHOTO：フロント

クルマのキャビン容積に対してサイズを最適化されたマイクロスピーカーを、
車両専用設計の独立エンクロージャーに封じ込め、ドアパネルの共振や音漏れを抑止。
従来のデッドニングとは発想の違う構造が、小口径・低慣性コーンの
リニアなレスポンスとともに、かつてなくクリアな響きを実現しました。
振動を封じ込め、純粋に、音だけを放つ。
カースピーカーだから実現できたクリアサウンドが、ボーカルの息づかいから
ギターの弦のこすれまで、今まで埋もれていたすべての音をキャビンに解き放ちます。

振動を封じ込め、純粋に、音だけを放つ。カースピーカーだけのクリアサウンド。

コーナー
センサー

リヤビュー
カメラ

30万画素C-MOSカメラ

バック感知範囲：
最大約150ｃｍ・水平約62°×垂直約32°

フロント／リヤコーナー感知範囲：
最大約60ｃｍ・水平約90°×垂直約60° 

バックギアに入れると、後方をナビ画面に表示。画像反転機能でバックミラー感覚の後方確認ができます。

※ガイドライン表示可（ステアリング連動不可）。表示
内容はナビにより異なります。 ※バンパー上面の太陽の
反射光などにより、映像が見づらくなることがあります。 
※カメラの汚れ、水滴などが付着すると画像が不明瞭に
なる場合があります。 ※夜間画像は輪郭をはっきりさせ
るため色の再現性を抑えています。 ※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。

リヤビューカメラ（C-MOS） ￥34,560＊　  ※マルチファンクションディスプレイには接続できません。

■H0017VA320［¥26,000＋　¥6,000］
＊ディスプレイコーナーセンサーとリヤビューカメラを同時ナビ接続（アドバンスドセイフティパッケージ車のみ）する場合、
   リヤビューカメラ変換ケーブル ¥3,240［¥3,000］H0017AL340 が別途計1本必要。
＊DIATONEナビにディスプレイコーナーセンサー（アドバンスドセイフティパッケージ車のみ）、リヤビューカメラ、およびそれらを同時接続する場合、
  カメラ接続ケーブル ¥1,620［¥1,500］H0014AJ310 が別途計1本必要。

※ビルトインSDナビ以外のナビに、ディスプレイコーナーセンサーとリヤビューカメラを同時接続する場合、
   接近距離表示の視認性確保のため、ガイドライン表示は消しての使用となります。

ディスプレイコーナーセンサーキット  ￥78,840＊

■H4817VA05#［¥60,000＋　¥13,000］
＊アドバンスドセイフティパッケージ車は ナビ接続キット ￥3,240［￥3,000］H4817VA104 が別途必要。
＊ディスプレイコーナーセンサーとリヤビューカメラを同時ナビ接続（アドバンスドセイフティパッケージ車のみ）する場合、
   リヤビューカメラ変換ケーブル ¥3,240［¥3,000］H0017AL340 が別途計1本必要。
＊DIATONEナビにディスプレイコーナーセンサー（アドバンスドセイフティパッケージ車のみ）、リヤビューカメラ、
  およびそれらを同時接続する場合、カメラ接続ケーブル ¥1,620［¥1,500］H0014AJ310 が別途計1本必要。

画角：水平約138°／垂直約108°

お手頃な2～4センサーも
ご用意しています。

¥50,760＊［¥40,000＋　¥7,000］
¥52,920＊［¥40,000＋　¥9,000］
¥66,960＊［¥50,000＋　¥12,000］
¥64,800＊［¥50,000＋　¥10,000］

H4817VA01#
H4817VA02#
H4817VA03#
H4817VA04#

■フロント2センサー
■リヤ2センサー
■4コーナーセンサー
■バック4センサー

センサーは5色（ボディ同色ではありません）から選べ、品番末尾の#に以下のカラーコードが入ります。ボディカラーに対する推奨センサー色は以下。

ブラック シルバー レッド ブルーホワイト

クリスタルホワイト・パール
クリスタルブラック・シリカ、ダークグレー・メタリック、
スティールブルーグレー・メタリック
アイスシルバー・メタリック
ピュアレッド
ラピスブルー・パール
WRブルー・パール

ホワイト（#=0）

ブラック（#=1）

シルバー（#=2）
レッド（#=3）
ブルー（#=4）または   ブラック（#=1）
ブルー（#=4）

ディスプレイコーナーセンサー&リヤビューカメラの同時チェックも可能です。
※ディスプレイコーナーセンサー：アドバンスドセイフティパッケージ車はナビ接続のみ、それ以外はマルチファンクションディスプレイ接続のみ。 ※リヤビューカメラ：全車ナビ接続のみ。 

アドバンスドセイフティ
パッケージ非装着車

アドバンスドセイフティパッケージ車

前進時（センサーは前方２ヶ所のみ作動） 後退時（コーナーセンサー接近距離は数値表示のみ）

※ビルトインSDナビ以外のナビに、ディスプレイコーナーセンサーとリヤ
ビューカメラを同時接続する場合、接近距離表示の視認性確保のため、
ガイドライン表示は消しての使用となります。※画面はハメコミ合成イメージ
です。自車の車体の映りこみ、画質、マーカーや注意文など画面表示の内容・
有無は、接続するナビや車種/共着オプションにより異なります。※高圧洗
車機によるカメラ/センサー部への噴射等はしないでください。泥等で汚れ
た場合は拭いてください。※カメラ/センサーの映写/感知範囲は限られて
います。必ず前後左右を目視確認してください。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。※カメラ/センサー類はあくまで
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。

前後6つのセンサーが、周囲の障害物をしっかり感知。ブザーに加え、
マルチファンクションディスプレイ（アドバンスドセイフティパッケージ車はナビ）にわかりやすく表示します。

アドバンスドセイフティパッケージ車はナビ
（写真下）、それ以外はマルチファンクション
ディスプレイに表示します。

※ビルトインSDナビ以外のナビに、ディスプレイコーナーセンサーとリヤビューカメラを同時接続する場合、接近距離表示の視認性確保のため、
　ガイドライン表示は消しての使用となります。

■H5012AJ004［¥12,900＋　¥4,000］ 
●ETCビルトインカバー H0017VA912［¥5,000＋　¥1,000］
＊アイドリングストップ車は、ETC接続コードA【下記】が必要。
 （ディーラーOPナビ/オーディオと共着時は不要）
＊アイドリングストップ無車は、★のれんわけハーネス【下記】が
   必要。（ディーラーOPナビと共着時は不要）

※前進時センサーは前方２ヶ所のみ作動します。
※使用後一時的にナビの現在位置がずれる事があります（ビルトインSDナビ除く）。

＊16cm。

＊17cm。

＊16cm。

＊16cm。

＊16cm。 ＊SUBARU専用設計。 ＊バッチ2種×2セット付。

＊16cm。 ＊SUBARU専用設計。 ＊フロント：バッチ4点／リヤ：バッジ2点付。

スピーカーセット（G50） 
フロント ￥174,960
リヤ ￥93,420

■フロント（2スピーカー＋2ツィーター）：H6314AJ000［¥158,000＋　¥4,000］  
■リヤ（ダブルコーン×2スピーカー）：H6314AJ010［¥84,000＋　¥2,500］ 

＊16cm。 ＊SUBARU専用設計。 ＊バッチ2種×2セット付。




