
 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。

NAVINAVI & AUDIO
www.subaru.jp/accessory

レヴォーグ STI Sport含む

Wi-Fi地図更新＊1、ストリーミング音楽再生＊2など最新の通信機能。
8型WXGAの美麗画質で愉しむ、スマートフォン対応ハイエンドナビ。

ハイエンドオーディオの響きと、美しく見やすい8型大画面。
操作性、検索速度などユーザビリティにも優れた音響主義ナビ。

車両標準装備のステアリングスイッチが純正全ナビで使用できます。

ナビの主要AV操作が可能
（ナビにより異なります）。
●ハンズフリー電話　
●選局／選曲　
●音量調整　
●消音（彩速ナビは音量が約10分の1になります）
●AVソース切替え
●ボイスコントロール※

※楽ナビはボイスコントロール機能が無いため、
　音声認識スイッチに特定の機能はプリセットされません。
※オーディオでは使用できません。

2017.07～

ナビ標準装備 オプション

ナビ標準装備 オプション

ビルトインナビ（画面サイズは8型）&マルチファンクションディスプレイ画面の明るさは
車両のイルミネーションコントロールと連動します。エアコンパネル&ダイヤルは車両側の仕様です。

レヴォーグ専用オープニング画面

写真はイメージです。 フロントスピーカーは実際には見えません。 撮影小物は商品に含まれません。

音楽性や快適性までも高める専用デザイン。
Apple CarPlay /Android AutoTM対応の
2画面ビルトインナビ。

　　

カロッツェリア サイバーナビ（8インチ）  ¥234,036 

カロッツェリア 楽ナビ（8インチ）  ¥183,276 

画面サイズは8型です。

見やすい高精細8型画面、素早い動作、淀みないサウンド。
SUBARU専用にチューンされたハイレゾ体験ベストバイ。

見やすく触りやすい8型大画面と、スマホ感覚の直感操作。
 VICS WIDE & NaviConにも対応する人気のエントリーモデル。

いつも過ごすキャビンを、優しく爽やかな空気に。「ナノイー」もビルトイン。

ケンウッド 彩速ナビ（8インチ）  ¥195,156 

DIATONE サウンドナビ（8インチ）  ¥218,916 

画面サイズは8型です。 VICS光・電波ビーコン（オプション）

画面サイズは8型です。

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。

SAA ナビ液晶保護フィルム（ブルーライトカット）  ¥4,104 
〈ディーラーOPナビ車用〉 
※機種により若干隙間があく場合があります。

SAA「ナノイー」は、空気中の水分から生み出される微粒子イオン。一般的なイオンと比べて約6倍※1長持ちで、広範囲に届きます。
また、水分量はマイナスイオンの約1000倍※2（体積比）以上。お肌と同じ弱酸性で、人に優しいイオンです。
※1 空気イオンとの比較。【一般的な空気イオンの寿命】数十秒～100秒。【「ナノイー」の寿命】約600秒。 ※2 一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3ｎｍ）と「ナノイー」（代
表的な粒子径：13ｎｍ）との比較による。 ●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。 ●「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”。 ●「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック（株）の登録商標です。

「ナノイー」

OHラジカル

水素

「ナノイー」デバイスの検証結果であり、実使用空間の効果ではありません。
＊1：車室空間での試験による1時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。
＊2：1m3の密閉空間の試験による90分後の効果であり、実使用空間内での効果ではありません。

スマートコマンダー
（オプション別体リモコン）

＊5

ボイス
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スイッチ

本体SD
16GB

8型
WVGA

マルチファンクション
ディスプレイ連携

レヴォーグ専用
オープニング画面

50W×4ハイレゾ再生
～192kHz

フルセグ
4アンテナ AM/FM Bluetooth

オーディオ DVD/CD
＊6

ＵＳＢ
オーディオ/動画

SD
オーディオ/動画

CD音源
本体録音

＊2
Bluetooth
ハンズフリー電話

ナビ連動
ETC 2.0

高音質
スピーカー

液晶保護
フィルム
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リヤ
モニター

リヤ
モニター
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モニター
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VICS
WIDE＊4

＊3 リヤビュー
カメラ

＊2デジタル・アナログ
映像入力＊6

車種別
音響チューン

＊5 コーナー
センサー

＊5

＊7

リヤモニター　ナビ液晶保護フィルム　ETC2.0車載器キット　リヤビューカメラ　ディスプレイコーナーセンサー　高音質スピーカー

外部入力ユニット（インパネHDMI/USB/AUX） 
¥9,720［￥8,000＋　￥1,000］

HDMI変換ケーブル ¥4,104［￥2,800＋　￥1,000］
iPod・USB接続ケーブル ¥2,808

［￥1,600＋　￥1,000］

＊6の各デジタル入力に必要。

＊6のデジタル映像入力をセンターコンソール内に設置したい場合に使用。
＊6のiPhoneオーディオおよびUSBオーディオ/動画入力を
   センターコンソール内に設置したい場合に使用。

外部入力
ユニットと
共着不可

H0012AL990

H0012FJ900

H0012AJ920

オ
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ハイレゾ再生
～44.1kHz

液晶保護
フィルム

VICS
WIDE

ステアリング
スイッチ＊5

本体ＳＤ
32GB

8型
WXGA

ボイス
コントロール リモコン Bluetooth

ハンズフリー電話
ナビ連動
ETC 2.0

プローブ
渋滞情報

Navi
Con

リヤビュー
カメラ

50W×4フルセグ
4アンテナ AM/FM Bluetooth

オーディオ
デジタル・アナログ
映像入力 DVD/CD CD音源

本体録音＊7

ＵＳＢ
オーディオ/動画

SD
オーディオ/動画

オープニング
SUBARU画面

iPhone
オーディオ/動画

＊6 コーナー
センサー

＊6 コーナー
センサー

＊5

コーナー
センサー

＊5

コーナー
センサー

＊7

＊7

＊3

HDMIケーブルセット ￥5,940［￥4,500＋　￥1,000］

VTR接続ケーブル ¥2,700［¥2,500］
ミニジャック延長ケーブル  ¥3,240［¥2,000＋　¥1,000］

USB接続ケーブル ￥4,320［￥3,000＋　￥1,000］

＊7のアナログ映像入力に2本とも必要。

＊7のデジタル映像入力
および一部iPhone動画入力に必要。

USB端子増設用（iPod/iPhoneは
ナビ標準装備のUSB端子のみ接続可）。

＊4

＊3

＊8

高音質
スピーカー

リヤモニター　ナビ液晶保護フィルム　ETC2.0車載器キット　ETCキット　リヤビューカメラ　ディスプレイコーナーセンサー　高音質スピーカー

H0018AL924

H0048K3910 
H0018AJ922

H0018AJ921

H0014VA065VV

P0017VA960

本体
［¥181,000＋　¥15,000］
ナビ取付キット［¥6,700］

H0018VA065VV

P0017VA960

本体
［¥195,000＋　¥15,000］
ナビ取付キット［¥6,700］

H0012VA020VV

P0017VA959

本体
［¥220,000＋　¥18,000］
ナビ取付キット［¥6,410］

H0018AL065VV

P0017VA960

本体
［¥148,000＋　¥15,000］
ナビ取付キット［¥6,700］

H0019VA020VV

P0017VA960

本体
［¥159,000＋　¥15,000］
ナビ取付キット［¥6,700］

オプション

高音質
スピーカー

ハイレゾ再生
～44.1kHz

液晶保護
フィルム

リヤモニター　ナビ液晶保護フィルム　ETC2.0車載器キット　ETCキット　リヤビューカメラ　
ディスプレイコーナーセンサー　高音質スピーカー
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ステアリング
スイッチ

本体eMMC
16GB

8型
WVGA

オープニング
SUBARU画面

45W×4フルセグ
4アンテナ AM/FM Bluetooth

オーディオ
iPhone
オーディオ DVD/CDＵＳＢ

オーディオ/動画
ＳＤ

オーディオ/動画
CD音源
本体録音

車種別
音響チューン
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ボイス
コントロール

Bluetooth
ハンズフリー電話

ナビ連動
ETC 2.0

VICS
光・電波ビーコン
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Navi
Con

リヤビュー
カメラ

＊8＊2

＊7

＊9

VICS
WIDE

＊1

地図データ更新

3回分付
地図データ更新

3回分付

＊1：無料地図更新は2020年４月末日まで。「スマートフォン&Wi-Fiによる更新」と
　　「パソコン&ネット環境と取扱説明書で指定の市販SDカードによる更新」が併用できます。
　　詳しくは www.mapfan.com/store/c/cyber/t8h_f.php をご覧ください。 
＊2：専用アプリ「ミュージッククルーズチャンネル2」をダウンロードしたiPhone/Androidおよび、クラブレコチョク入会、
　　クレジットカード情報登録が必要です。「ミュージッククルーズチャンネル2」は、株式会社レコチョクの音楽ストリーミング　　
　　サービスをもとに、パイオニア独自の楽曲レコメンド技術等を融合した車載用音楽ストリーミング機能です。　
　　本機能は株式会社レコチョクが運営する音楽ストリーミングサービス「replay」年間￥3,888［￥3,600］への登録が必要です。
　　本機能対応機種はreplay使用権1年分付（2年目からは料金が発生します）。 
＊3：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。  

＊4：一部スマートフォン連動で目的地音声検索のみ可能。 
＊5：車両標準装備のステアリングスイッチで主要AV操作が可能。 
＊6：リヤビューカメラとディスプレイコーナーセンサー（フロント2センサー）はナビ接続
　　（マルチファンクションディスプレイ接続は不可）。
＊7：下記オプション表をご覧ください（iPhoneオーディオは標準対応）。 デジタル映像入力（Lightningコネクタの
　　iPod/iPhone、Androidスマートフォン含む）は、取扱説明書で指定の市販ケーブルをご使用ください。 
＊8：44.1kHz／16bitダウンサンプリング再生となります。 
※携帯電話/パソコン等の機器、AVメディア/データ、Bluetooth®等通信規格への適応条件は、
　カロッツェリア製ナビ AVIC-CL900 と共通です。

＊1：2018年3月頃～2021年2月末日までの期間内に、2017/2018/2019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。
　　パソコン&ネット環境がないお客様は2020年3月～2021年2月の間にお電話にて申込み頂くと2019年版SDカードを
　　郵送致します。 
＊2：取扱説明書で指定の市販SDカードへも録音可。 
＊3：専用アプリVOIPUTによりスマートフォンと連携し、住所や楽曲などのフリーワード検索が可能です。
＊4：車両標準装備のステアリングスイッチで主要AV操作が可能。 

＊5：リヤビューカメラとディスプレイコーナーセンサー（フロント2センサー）はナビ接続
　　（マルチファンクションディスプレイ接続は不可）。
＊6：下記オプション表をご覧ください。 
＊7：車種別音響チューンはケンウッド フロント&リヤスピーカーの他、標準装備フロント&リヤスピーカーにも対応します。
※携帯電話/パソコン等の機器、AVメディア/データ、Bluetooth®等通信規格への適応条件は、ケンウッド製ナビ MDV-Z704 と
　同様です（「KENWOOD Drive Info. （スマートループ含む）」「MapFan Club」には非対応。逆チルト機能はありません）。

＊1：SUBARU純正楽ナビに同梱の特別申込ハガキでお申込みのお客様に限り（2018年7月31日消印有効）、
　　2019年秋版地図データのSDカードを2020年2月頃郵送予定です。 
＊2：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：下記オプション表をご覧ください（iPhoneオーディオは標準対応）。 
＊4：車両標準装備のステアリングスイッチで主要AV操作が可能。 

＊5：リヤビューカメラとディスプレイコーナーセンサー（フロント2センサー）はナビ接続
　　（マルチファンクションディスプレイ接続は不可）。
※携帯電話/パソコン等の機器、AVメディア/データ、Bluetooth®等通信規格への適応条件は、
　カロッツェリア製ナビ AVIC-RL900 と共通です。
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＊6

＊2

Bluetooth
ハンズフリー電話

ナビ連動
ETC 2.0

＊3

＊7＊2

VICS
WIDE

高音質
スピーカー

リヤビュー
カメラ

＊5

ハイレゾ再生
～192kHz

ステアリング
スイッチ＊4

液晶保護
フィルム

リヤモニター　ナビ液晶保護フィルム　ETC2.0車載器キット　ETCキット　リヤビューカメラ　ディスプレイコーナーセンサー　高音質スピーカー

＊1

地図データ更新

3回分付
地図データ更新

3回分付
ビクタースタジオで使用している録音技術を元とし、
ビット拡張、周波数帯域拡張、波形補正を行うことで、
録音時に失われた信号成分を補完。ＣＤやＭＰ３などの
非ハイレゾ音源や、ハイレゾ音源もより高音質化して
マスター音源のクオリティに近づけるＫ２テクノロジー。

ケンウッド フロント
&リヤスピーカー
との組み合わせを
推奨します。

オプション
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オーディオ/動画 DVD/CDＵＳＢ
オーディオ

VICS
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アナログ
映像入力

＊2

 CD音源
本体録音

＊2

オープニング
SUBARU画面

液晶保護
フィルム

SD
オーディオ/動画

リモコン リヤビュー
カメラ

＊5ステアリング
スイッチ＊4

高音質
スピーカー

＊1

地図データ更新

1回分付
地図データ更新

1回分付

＊3

＊3

スマートコマンダー ¥7,560［¥7,000］
VTR接続ケーブル ¥2,700［¥2,500］

ミニジャック延長ケーブル▲iPod用USB変換ケーブル【下記】には同梱。 
¥3,240［¥2,000＋　¥1,000］

iPod用USB変換ケーブル ¥4,860［￥3,500＋　￥1,000］

USB接続ケーブル ￥4,320［￥3,000＋　￥1,000］

＊3の別体リモコン。

＊3の一部iPhone動画入力に必要
（Lightningケーブル非対応）。
USB端子増設用（iPod/iPhoneは
ナビ標準装備のUSB端子のみ接続可）。

＊3のアナログ映像入力に2本とも必要。　オ
プ
シ
ョ
ン

リヤモニター　ナビ液晶保護フィルム　ETC2.0車載器キット　ETCキット　リヤビューカメラ　ディスプレイコーナーセンサー　高音質スピーカー

H0018AL930
H0048K3910

H0018AJ922

H0018AJ920

H0018AJ921

◆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】

ビルトインナビ用
サイバーナビ用

DIATONEナビ用
彩速ナビ用
楽ナビ用

［¥3,300＋　¥500］

SAA3220188
SAA3220210
SAA3220082
SAA3220210
SAA3220211

ビルトインナビ専用機能

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）
インパネセンターポケットに装着
（車両のUSB電源と交換取付）。

オプション

液晶保護
フィルム

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。

リヤエンターテイメント（10.1型ワイドVGA＋LED） ¥97,200●＋別売品
〈ディーラーOPナビ車用 
 ＊サンルーフ、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
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。

本体［￥80,000＋　￥10,000］
外部入出力ケーブル ¥1,728［¥1,600］

AV拡張ケーブル ¥2,160［¥2,000］
⊕別売品 DIATONEナビのみ注文

ケンウッドナビのみ注文

H0016VA010
H0014VA910
H0019FL900

お肌や髪に
優しい
弱酸性タバコ

付着臭を
脱臭
※1

花粉・
アレル物質
を抑制
※1

 ウィルス・
菌を抑制
※2

＊1

地図データ更新

最大3年間
地図データ更新

最大3年間

パナソニック ビルトインナビ（「ナノイー」搭載8インチ）  
¥263,963 

パナソニック 
フロント&リヤスピーカーとの
組み合わせを推奨します。

※Apple CarPlay、Android Autoの使用には、外部入力ユニットまたはiPod・USB接続ケーブルが必要です【下記】。

オプション

■Apple CarPlay公式サイト  www.apple.com/jp/ios/carplay
■Android Auto公式サイト  www.android.com/intl/ja_jp/auto

iPhone
オーディオ

＊6

「ナノイー」
発生装置

＊1：無料地図更新は下記いずれか1つを利用できます。
　  ●WindowsPC&ネット環境と同梱SDカードを使う場合：ナビ使用開始から最大3年間もしくは2021年9月下旬までの
　　  どちらか早いほうで差分更新（年6回）、全更新（計1回）。
　  ●ナビ同梱ハガキで申込み（2019年4月30日まで）の場合：全更新1回（2020年10月頃SD送付予定）。 
＊2：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：車両標準装備のステアリングスイッチで主要AV操作が可能。 

＊5：リヤビューカメラとディスプレイコーナーセンサー（フロント2センサー）はナビ接続
　　（マルチファンクションディスプレイ接続は不可）。
＊6：下記オプション表をご覧ください（アナログ映像AUX入力は標準対応。USBはオーディオ/動画ともオプション）。 
＊7：車種別音響チューンはパナソニック フロント&リヤスピーカーの他、パナソニック フロントスピーカー＋標準装備リヤスピーカー、
　　標準装備フロント&リヤスピーカーにも対応します。
※携帯電話/パソコン等の機器、AVメディア/データ、Bluetooth®等通信規格への適応条件は、
　http://panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru.html をご覧ください。

画面サイズは8型です。 スマートコマンダーは標準装備。

オプション

＊1

地図データ更新

 2020年4月まで
地図データ更新

 2020年4月まで

＊6

＊1：2020年7月末日までにOPENINFOからユーザー登録、申請された方に、2017/2018/2019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：目的地設定などのナビ機能の操作が可能です。
＊4：車両標準装備のステアリングスイッチで主要AV操作が可能。
＊5：下記オプション表をご覧ください（VICS WIDEは標準対応）。
＊6：OpenInfoの登録とスマートフォン等を用いた通信環境が必要です。

＊7：リヤビューカメラとディスプレイコーナーセンサー（フロント2センサー）はナビ接続（マルチファンクションディスプレイ接続は不可）。
＊8：車種別音響チューンはDIATONE フロント&リヤスピーカーの他、DIATONE フロントスピーカー＋標準装備リヤスピーカー、
　　標準装備フロント&リヤスピーカーにも対応します。
＊9：44.1kHz／24bitダウンサンプリング再生となります。
※携帯電話/パソコン等の機器、AVメディア/データ、Bluetooth®等通信規格への適応条件は、三菱電機製ナビ NR-MZ200 と同様です
　（iPhone動画含むHDMIデジタル入力は非対応）。

VICS光・電波ビーコン ¥31,320［¥26,000＋　¥3,000］＊5のVICS光・電波ビーコンに使用。 H0014AJ250

H0049KJ903iPodケーブル（オーディオ）¥2,160［￥2,000］＊6のiPhoneオーディオに使用
（iPhone動画含むデジタル映像入力とLightningケーブルは非対応）。



Drive Assist

ETC

AUDIO

o p t i o n

NAVI&AUDIO
レヴォーグ STI Sport含む

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2017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。●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。●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。●「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック（株）の登録商標です。
●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。

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）。

日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に、このロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

◆SAAの記載がある商品は、SUBARU AUTO ACCESSORIES（スバル用品株式会社）製商品の略称。スバル純正アイテムとは保証が異なり、１年間か走行２万キロのいずれかを超えるまでとなります（一部商品を除く）。
　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。

SAA

ケンウッド 1DIN BT/USB/CDレシーバー  ¥38,556 

＊1：下記オプション表をご覧ください。
※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。
※車両標準装備のステアリングスイッチは使用できません。

ハンズフリー電話、コードレス再生、音声操作など、スマートフォン連携機能を高めたBluetooth対応1DIN機。 狭い駐車場でも駐車をサポート。ステアリング連動ガイド付ナビ接続リヤビューカメラ。
夜の雨にも安心の「リヤビューカメラブロワー」も追加できます。

ナビゲーションロックボルト  ￥3,240
〈ディーラーOPオーディオ車用 ＊ディーラーＯＰナビはナビ取付キット同梱済み〉 ※盗難補償は付帯しておりません。 
●ロックボルト２個＆キー＆レンチ＆ステッカー。 ●マックガード社製。PHOTO：イメージ

［¥3,000］ H0077YA000

ライン赤：距離目安
ライン緑：車幅延長
ライン黄：予想進路
＊ナビ表示のみ（マルチファンクションディスプレイ表示不可）。

リヤビュー
カメラ

前進/後退時ともフロント2センサーが障害物を感知し、狭い道の切り返しや縦列/並列駐車も安心。
ブザーに加え、ナビ画面に色とグラフィックの変化で表示します。

リヤビュー
カメラ

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」。 
単独装着でも使える通常ETCもご用意しています。

ナビ連動
ETC

ナビ連動
ETC 2.0

オーディオ標準装備 オプション

リヤビューカメラ&フロント2センサーの
同時ナビ画面チェックに加え、
フロント/サイドビューモニター
&後退時自動ブレーキシステムとの
２画面チェックも可能です。
※リヤビューカメラとディスプレイコーナーセンサーの
　マルチファンクションディスプレイ接続はできません。
※ハメコミ画面はイメージ。

高音質
スピーカーAM/FM アナログ

音声入力
Bluetooth
ハンズフリー電話

Bluetooth
オーディオ

iPhone
オーディオ

ＵＳＢ
オーディオ C D 50W×4

＊1

高音質
スピーカーAM/FM アナログ

音声入力
iPhone
オーディオ

ＵＳＢ
オーディオ C D 50W×4

＊1

ケンウッド 1DIN USB/CDレシーバー  ¥33,696 

＊1：下記オプション表をご覧ください。
※車両標準装備のステアリングスイッチは使用できません。

iPhoneやAndroidの楽曲再生もさらに自由自在。手軽に愉しめるコンパクトUSB/CD-Rデッキ。

ETC 2.0 車載器キット  ￥45,360
〈ディーラーOPカロッツェリア/DIATONEナビ連動用〉

※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。

本体［¥28,000＋　¥4,000］
ETCビルトインカバー［¥5,000＋　¥1,000］
DSRC接続ケーブル

［¥4,000］
カロッツェリアナビ用

DIATONEナビ用

本体［¥17,000＋　¥4,000］
ETCビルトインカバー［¥5,000＋　¥1,000］

ETCキット  ¥29,160
〈ディーラーOPケンウッドナビ連動用〉
＊ETC2.0ではありません。

ETC 2.0 車載器キット  ￥42,984 ●＋別売品 
〈ディーラーOPパナソニック/ケンウッドナビ連動用〉

本体［¥29,800＋　¥4,000］
ETCビルトインカバー［¥5,000＋　¥1,000］

別売品：DSRC接続ケーブル
 （ケンウッド）　¥4,320 ［¥4,000］

ETCキット  ￥24,732 ●＋別売品
〈単独装着およびディーラーOPカロッツェリア/DIATONEナビ連動用〉 ＊ETC2.0ではありません。

▲ETC接続コードAは、SUBARU純正ドライブレコーダー用とあわせ車両1台に1点注文。 ▲のれんわけハーネスⅤは、フットランプ用、
センターコンソールイルミネーション用、フェンダーコントロール用、SAAドライブレコーダー用とあわせ車両1台に1点注文。

⊕別売品：ケンウッド
ナビ連動時のみ注文

本体［¥12,900＋　¥4,000］
ETCビルトインカバー［¥5,000＋　¥1,000］

ETC 接続コード ￥5,400［￥5,000］
ETC 接続ケーブル ￥5,940［￥5,500］

ETC/VICS 接続アダプター ￥10,692［￥9,900］
▲ETC接続コードA ¥2,160［ ¥2,000］

▲のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［ ¥2,000］

⊕
別
売
品【
下
記
】

カロッツェリアナビ連動時のみ注文

アイドリングストップ車のナビ/オーディオ無車のみ注文
アイドリングストップ無車のみ注文

DIATONE ナビ
連動時のみ注文

VICS ビーコン無
VICS ビーコン有

H0012AL200
H0017VA913

H5012AJ003
H0017VA913

H0014AJ210
H0017VA913

H0018AJ950

H0014AJ950

H0014AJ920

H0077YA130

H0077AL000

H0018AJ955
H0014AJ955

H0014AL200
H0017VA913

H0019FL910

究極の自然素材「竹」が紡ぎだす癒しの響き。 
スバルのために開発された新素材スピーカー。

フロント
リヤ

レコーディングのプロ集団「ミキサーズ・ラボ」が監修した、
スタジオマスター音源のニュアンスまでも汲みとるリアルサウンド。

パナソニック ビルトインナビ 
ハイレゾ出力 & レヴォーグ専用音響チューン対応

リヤ2スピーカー  ¥45,360

フロント2スピーカー＋2ツィーター  
¥66,420 

リヤ2スピーカー（2way） ¥16,740
本体［¥8,000＋　¥3,000］

スピーカーブラケット リヤ ［¥4,500］

［¥39,500＋　¥2,500］

［¥58,000＋　¥3,500］

竹繊維、竹炭そして竹プラントオパールをハイブリッドしたハニカム樹脂コーンは、
中低域の豊かな紙コーンならではの味わいを、淀みない全音域ハイバランスサウンドで提供。
竹ナノファイバーでコーティングされたソフトドーム振動版ツィーターは、
超高音域でも耳に優しい、伸びやかなハイレスポンストーンを奏でます。
究極の自然素材「竹」が織りなす、かつて聴いた事のないドライビングミュージック。
基本構造からSUBARU専用に設計された新素材スピーカーが、
クルマという濃密な空間を、心洗われる優しく清々しい響きで癒します。

感動のハイレゾサウンドを、レヴォーグ専用チューンで。

Speaker 高音質
スピーカー

ハイレゾ対応ナビ&スピーカーのラインナップを充実させたレヴォーグ。
CDを超えた音の解像度とワイドレンジを誇る、ハイレゾサウンドの魅力を最
大限に引きだすために。レヴォーグ専用音響チューンにも対応する、同ブランドの
ハイレゾ対応ナビ＋フロント&リヤスピーカーの組み合わせをお勧めします。

前方の障害物との距離に応じて、マークが緑→黄→赤と変化します。
＊ナビ表示のみ（マルチファンクションディスプレイ表示不可）。
※写真は説明のためすべてのセンサーを表示しています。

※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。ツィーターは車両標準装備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。

H6312VA000

H6319AJ010
H6311YC501

［¥61,100＋　¥3,500］H6317VA000 ［¥43,500＋　¥2,500］H6317VA010 ［¥104,600＋　¥6,000］H6317VA020

H6312VA010

●ステアリング連動ガイドラインで、バック時の予想進路を表示し駐車をサポート（全ディーラーOPナビ対応）。
●人や荷物で後方視界が悪い時に、後方映像をしっかり表示。
＊ガイドライン&ステアリング連動ガイド常時表示（調整不可）。
＊画像反転機能によりバックミラー感覚で後方確認。
※表示内容はナビにより異なります。
※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。
※カーゴステップパネル装着車は、太陽光が反射しカメラに光が入ることで映像が見えづらく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。

リヤビューカメラを利用した
前後方同時録画も可能。 ドライブレコーダー

※撮影車は他車種。

〒150-8554  東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
部品用品本部 国内部品部（2017.07）

後退時自動ブレーキシステム

フロント/サイドビューモニター

［¥35,000＋　¥7,000］ H4817VA45#

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。

ディスプレイコーナーセンサー（フロント2センサー） 
￥45,360
〈ディーラーOPナビ車用 ＊パワーコンセント、フェンダーコントロールと共着不可〉 
※使用後一時的にナビの現在位置がずれる事があります（ビルトインナビ除く）。

センサーは5色から選べます（ボディ同色ではありません）。

：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、
 ストームグレー・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

センサー色番号（品番末尾＃）：推奨ボディ色。
⓪ホワイト
❶ブラック

❷シルバー
❸レッド
❹ブルーブラック シルバー レッド ブルーホワイト

前進時

フロント２センサー接近距離を図形&数値表示。

後退時

後退時は、リヤビューカメラとともに
フロント2センサー接近距離も数値表示します。

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。

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。

ハイレゾ音源に込められた空気感までも鮮やかに再現。
低音のキレと量感も魅力のフロント17cmスピーカー。

フロント

ケンウッド彩速ナビ 
ハイレゾ出力&レヴォーグ専用音響チューン対応

DIATONEサウンドナビ  
レヴォーグ専用音響チューン対応

ケンウッド スピーカーセット 〈ディーラーOPナビ/オーディオ車用〉
●アルミダイキャストフレーム&グラスファイバーコーン17cmスピーカー
●ソフトドーム25mmツィーター
◆25Hz～48kHz 

ケンウッド スピーカーセット 〈ディーラーOPナビ/オーディオ車用〉
●カーボンファイバー配合PPコーン16cmスピーカー
●PEIバランスドドーム25mmツィーター（スピーカー一体）
◆30Hz～30kHz

フロント2スピーカー＋2ツィーター  ¥69,768
SonicDesignスピーカーセット

リヤ2スピーカー  ¥49,680 フロント&リヤ  ¥119,448

G20 リヤG20 フロント
GS100 フロント

GS100 リヤ

＊マイクロスピーカーの特性上、イコライザー等で低音を過剰にブーストするとバスレフポートの動作音が発生します。スピーカーの個性に合った適切なセッティングでお愉しみください。

フロント2スピーカー＋2ツィーター  ¥54,000
本体［¥39,500＋　¥4,000］

スピーカー取付ブラケット（フロント）［¥6,500］
H6319FL000
H6319VA500

G500 リヤ
G500 フロント

NCV（Nano Carbonized high Velocity)は
DIATONE独自の振動板です。

ケンウッド フロント&リヤスピーカーと
ケンウッド彩速ナビの組み合わせを推奨します。
※フロントスピーカーはハイレゾ対応

DIATONE フロント&リヤスピーカーと
DIATONE サウンドナビ（ハイレゾ音源ダウンサンプリング再生）の組み合わせを推奨します。
※フロントスピーカーはハイレゾ対応

写真はリヤビューカメラブロワー付
約31万画素C-MOSカメラ
画角：水平約142°／垂直約111°

リヤビューカメラ

ディスプレイコーナーセンサー

フロントコーナー感知範囲：
最大約60ｃｍ・水平約110°×垂直約70°

高音質スピーカー　ナビゲーションロックボルト

iPodケーブル ￥2,160［￥2,000］
USB延長ケーブル ￥2,160［￥2,000］

＊1のiPhoneオーディオに使用（Lightningケーブル仕様のiPhone等には不要）。
前面USBスロット使用時は安全のため使用推奨。オプション

H0049KJ903
H0011AJ901 

本体［¥18,000＋　¥3,500］
オーディオ取付キット

［￥13,700＋　￥500］P0017VA961

H6219FL010

高音質スピーカー　ナビゲーションロックボルト

iPodケーブル ￥2,160［￥2,000］
USB延長ケーブル ￥2,160［￥2,000］

＊1のiPhoneオーディオに使用（Lightningケーブル仕様のiPhone等には不要）。
前面USBスロット使用時は安全のため使用推奨。オプション

H0049KJ903
H0011AJ901 

本体［¥14,000＋　¥3,000］
オーディオ取付キット

［￥13,700＋　￥500］P0017VA961

H6219FL000

※各カメラ/センサーの認識性能には限界があります。各ガイド表示はあくまで目安です。実際の車両位置や障害物との間隔等の周囲の状況は必ず目視確認してください。

カメラのレンズに付いた雨滴等を、高圧空気で吹き飛ばす
リヤビューカメラブロワー。ギヤをリバースに入れた状態で
リヤワイパーを作動させると1.5秒間作動します。
※吹き出し時に作動音がします。 ※レンズの汚れの種類によって充分機能しない場合があります。

パナソニック スピーカーセット
〈ディーラーOPナビ/オーディオ車用〉
●ハニカム樹脂コーン16cmスピーカー
　（竹プラントオパール＋竹炭＋竹繊維ハイブリッド強化材） 
●ソフトドームツィーター（竹ナノファイバーコーティング）
◆フロント：60Hz～40kHz／リヤ：70Hz～20kHz
●SUBARU専用設計。
●フロント：バッチ4点／リヤ：バッチ2点付。

パナソニック フロント&リヤスピーカーと
パナソニック ビルトインナビの組み合わせを推奨します。
※フロントスピーカーはハイレゾ対応

リヤ2スピーカー（ダブルコーン）  ¥45,684

フロント2スピーカー＋2ツィーター  ¥70,200

［¥39,800＋　¥2,500］

［¥61,500＋　¥3,500］ H6314FJ000

H6314FJ010 リヤ2スピーカー（ダブルコーン）  ￥29,700 

フロント2スピーカー＋2ツィーター  ¥41,580

［¥25,000＋　¥2,500］

［¥35,000＋　¥3,500］ H6314FJ020

H6314FJ030

リヤ2スピーカー（ダブルコーン）  ¥100,980

フロント2スピーカー＋2ツィーター  ¥181,980

［¥91,000＋　¥2,500］

［¥165,000＋　¥3,500］

H6314VA010

DIATONE スピーカーセット GS100
〈ディーラーOPナビ/オーディオ車用〉
●16cmスピーカー：車種別専用設計バッフル一体構造樹脂フレーム
　（25㎜ダブルネオジウム構造マグネット）
●ツィーター：ドーム&コーン振動板（シングルネオジウム構造マグネット）
◆フロント：60Hz～40kHz（87dB）／リヤ：60Hz～20kHz（87dB）
●SUBARU専用設計。 
●フロント：バッチ4点／リヤ：バッチ2点付。

DIATONE スピーカーセット G500
〈ディーラーOPナビ/オーディオ車用〉
●16cmスピーカー：DMM構造アルミダイキャスト＆亜鉛フレーム
　（100㎜ダブルネオジウム構造マグネット）
●ツィーター：ドーム&コーン振動板（ダブルネオジウム構造マグネット）
◆フロント：50Hz～80kHz（90dB）／リヤ：50Hz～20kHz（90dB）
●SUBARU専用設計。
●フロント：バッチ4点／リヤ：バッチ2点付。

DIATONE スピーカーセット G20 
〈ディーラーOPナビ/オーディオ車用〉
●16cmスピーカー：高密度樹脂HD（High Density）フレーム（大型フィライトマグネット）
●ツィーター：ドーム&コーン振動板（ダブルネオジウム構造マグネット）
◆フロント：60Hz～60kHz（90dB）／リヤ：60Hz～20kHz（90dB）
●SUBARU専用設計。 ●バッチ2種×2セット付。

H6314VA000

フロント リヤ

リヤ2スピーカー（2way） ¥34,020フロント2スピーカー＋2ツィーター  ¥52,920
本体［¥35,000＋　¥4,000］
インナーバッフル［¥10,000］

H6318FL000
H6318VA500

本体［￥20,000＋　￥3,000］
スピーカーブラケット リヤ［¥4,500］
スピーカー変換コード［¥4,000］

H6348KJ110
H6311YC501
H6318FG900

カロッツェリア スピーカーセット〈ディーラーOPナビ/オーディオ車用〉
●フロント17cmスピーカー＋セパレートツィーター ●リヤ16cm2wayスピーカー（ロータリードームツィーター一体） ◆フロント：33Hz～65kHz／リヤ：34Hz～34kHz

広音域ツィーターと制振フレーム大径フロントスピーカーで、
艶やかな中音域を堪能できるヴォーカリストスペシャル。

カロッツェリア フロント&リヤスピーカーと
カロッツェリアサイバーナビ/楽ナビの組み合わせを推奨します。
※フロントスピーカーはハイレゾ対応

リヤビューカメラ（C-MOS）  ¥42,120 〈ディーラーOPナビ車用〉

リヤビューカメラブロワー ¥15,120  〈ディーラーOPリヤビューカメラ車用〉

［¥33,000＋　¥6,000］ H0017VA323

［¥10,000＋　¥4,000］ H0017VA340

【アクセサリーカタログをご覧ください】


