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キャリイ／スーパーキャリイ アクセサリーカタログ

●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。
　価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●記載の参考取付費は新車装着時の参考価格です。
　新車装着時以外の取付は、車両の状態と作業内容に応じた取付費が必要となる場合もあります。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に
　基づいた金額となります。
●仕様およびメーカー希望小売価格は2023年4月現在のもので、予告なく変更することがあります。
●カタログに掲載されている商品につきましては、車両届出後の取付を前提としております。
●掲載のアクセサリーについて、福祉車両の特装車など車種によっては装着できないものもあります。また、複数の商品を同時に
　装着できない場合もあります。
●商品の色調は印刷のため、実物とは若干異なる場合もあります。また、撮影の都合で一部現行仕様と異なる場合があります。
●掲載の写真には合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
●写真撮影用の小道具は商品に含まれません。
●安心してご使用いただくために、商品付属の取扱説明書をよくお読みください。｠

●法令で定められた点検整備（日常点検・定期点検）およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

浜松市南区高塚町300432-8611カタログ品番：99000-4840K-H33
適応車両型式　キャリイ DA16T（6型）
 スーパーキャリイ DA16T（4型） h t t p s : / / w w w . s u z u k i . c o . j p / a c c e s s o r y _ c a r /

スズキアクセサリー
サイトはこちら

▼

車室内 消臭・抗菌コーティング シート等に施工することで、消臭・抗菌効果を発揮します。
▼詳しくはこちら！

保証対象外

お手入れ用の
メンテナンススプレー付
（240ml）

3ヵ月に1度シートへ噴霧
することで消臭・抗菌
性能を補います。お手入れ用のメンテナンススプレーは、追加購入できます。

保証対象外

＊効果持続期間 約1年間

侵入したニオイを吸着・分解。
カビや細菌が発散するニオイを抑制。

カビや細菌を防ぎ新車の清潔さをキープ。

天然由来成分配合。

消臭・防臭効果

抗菌効果

安心・安全 

F9FF（99000-59294）11,440円（本体価格8,800円＋参考取付費2,640円）

エクスター

 ECSTAR エアコーデ150
XKX

F9FG（99000-59295）　240ml 2,200円

エクスター

 ECSTAR エアコーデ メンテナンススプレー151

※新車時にのみ施工が可能です。　※ファブリック表皮の撥水加工シートに施工は行なえますが、一部撥水機能が低下することがございます。
※シートカバーを装着する場合は、シートカバーを装着後、施工を行ないます。■68革調シートカバーは施工できません。 ＊製造元による摩擦耐久テストの結果、理論上1年以上効果が持続します。持続期間は目安であり、お車の使用状況によって変わります。

スズキ純正用品の保証は、商品欄のマーク表示の有無及び内容により、以下の通りとなります。
※保証期間は、スズキの指定した販売店での取付日（取付けが不要なものは販売日とします。以下同じ。）からとなります。
※スズキの指定した販売店で販売されていること（取付けが必要なものは取付けを含むものとします）が確認できた場合のみ保証します。
※保証をお受けになる場合は、取付日と取付時の走行距離がわかるものをご提示ください。ご提示されない場合は、保証できません。

 
用品の取付日より3年間保証いたします。
ただし、保証の期間内でも走行距離が
6万kmまでとなります。

用品の取付日より1年間保証いたします。
ただし、保証の期間内でも走行距離が
2万kmまでとなります。

保証対象外です。但し、製造
不具合に起因する初期不良
については交換いたします。

1年間2万km 保証対象外マークなし

▼詳しくはこちらスズキ純正用品の
保証について

スズキオリジナルアパレルグッズ
好きを、もっと毎日の暮らしのそばに。

スズキ公式
オンラインモール

▲
お求めはスズキ販売店または
スズキオンラインモール
S-MALLへどうぞ

▲
カタログはこちら

SUZUKI キャリイ／スーパーキャリイ アクセサリーカタログ　H1-H4



0201 SUZUKI Genuine Accessories
●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

積む
荷台を保護し、より快適に。より便利に。
P3～P8

魅せる
より格好良く、見た目も実用性も抜群。
P9～P10

くつろぐ
室内をより快適に、より便利に、使いやすく。
P11～P12

定番品
便利で使いやすい、キャリイオリジナル。
P13～P14

ナビ・オーディオ
P15～P25

キャリイグッズ
P26

目 次

もっと広がる。 もっと便利に。
目的に合わせた多彩なアクセサリーで、　いつもの活用方法がもっと広がる。

あなたの相棒が　きっと見つかる！

写真：X アクセサリー装着車 ボディーカラー：クールカーキパールメタリック（ZVD）写真：KC アクセサリー装着車 ボディーカラー：シルキーシルバーメタリック（Z2S）

　　サイドデカール
　　　　　　
AC6M（99230-62T00）
ステンシル　左右セット

35,970円
（本体価格29,810円＋参考取付費6,160円）
※■55  サイドデカールと同時装着はできません。
※■59  ボディモールと同時装着する場合は■01  サイドデカールを先に取り付けてください。

01
XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC L

0101

スズキアクセサリー
サイトはこちら ▼

SUZUKI キャリイ／スーパーキャリイ アクセサリーカタログ　P01-02



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 0403 SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

積む積む 荷台を保護し、より快適に。より便利に。

写真：KC アクセサリー装着車
ボディーカラー：ホワイト（26U）

①A9Q4（99000-99004-F45）
素材：発泡合成ゴム  ブラック  長さ：400mm×6本

12,320円（本体価格8,800円＋参考取付費3,520円）

キャビンバックモール11

　　ゲートインサイドプロテクター
A9QM（99000-99004-F43）
素材：発泡合成ゴム  ブラック  サイド2本  リヤ1本
長さ：サイド1,900mm リヤ1,365mm

各15,840円（本体価格13,200円＋参考取付費2,640円）
※■06  荷台セパレータ、■13  デッキボックス、■17  FRP荷台カバーと同時装着はできません。

10　　アッパーメンバーガード
ABHU（9912L-82M00-001）  ブラック
ABHV（9912L-82M00-002）  ブルー
ABHW（9912L-82M00-003）  シルバー
素材：PVC（塩ビ）  サイド2本  リヤ1本
長さ：サイド1,959mm リヤ1,385mm

各9,350円（本体価格7,590円＋参考取付費1,760円）
※■06  荷台セパレータ、■17  FRP荷台カバー、■23  幌セット（ランカン式）と同時装着はできません。
※■13  デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります。
※農繁仕様にはアッパーメンバーガードが標準で装備されています。

09

ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎます。

キャビンバックを保護します。 長尺物の運搬時に荷物のキズ付きを軽減します。

保 護 ゲートやキャビンを守る。

ABHR（9912L-82MF0-001）  ブラック
ABHS（9912L-82MF0-002）  ブルー
ABHT（9912L-82MF0-003）  シルバー
素材：PVC（塩ビ）  サイド2本  リヤ1本
長さ：サイド1,500mm リヤ1,385mm

長さ：サイド1,430mm リヤ1,365mm

長さ：140mm×6本

ブルー

シルバーブラック

装着アクセサリー

荷台セパレータ
追加用モール
デッキボックス
①リヤゲートデカール

06
08
13
57

ブルー 部分拡大

シルバー 部分拡大

X KC KCスぺ KC農 農スぺ KX

ABSE（9912R-82M10）

任意の位置に固定が可能な仕切板。

　　荷台セパレータ
A9QN（99000-99010-C10） 本体材質：アルミ

26,400円
※任意の位置に固定することができます。
※サイドゲート（ヒンジ部）、■13  デッキボックス及び■40  ロープフックの装着部には
　取り付けできません。
※■15  荷台マット（3mm）との同時装着が可能です。
※■09  アッパーメンバーガード、■10  ゲートインサイドプロテクター、■15  荷台マット
　（7mm、5mm）、■16  荷台マット（レール付）、■17  FRP荷台カバー、■23  幌セット
　（ランカン式）と同時装着はできません。
※農繁仕様には装着できません。

06

キャビン背面を保護します。

　　キャビンバックプロテクター
①A9Q6（99000-99010-C20）  本体材質：アルミ

27,720円（本体価格24,200円＋参考取付費3,520円）
②ABJL（9912N-82M00）  本体材質：アルミ

31,020円（本体価格27,500円＋参考取付費3,520円）
※キャビンバックへの固定装着となります。
※①キャリイ用はバーを上げることはできません。
※■11  キャビンバックモール、■13  デッキボックス、■17  FRP荷台カバーと
　同時装着はできません。
※■15  ■16  荷台マットと同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする
　必要があります。その場合、②スーパーキャリイ用は荷台マットを容易に
　脱着できなくなります。
※②スーパーキャリイ用は最上段のバーの取付けを手締めノブから同梱の
　ネジにすることでより平らな面にすることができます。その場合、バーの
　開閉はできません。

05

キャビン下に収納した備品が、荷台に
滑り出さないための簡易ストッパー。

　　キャビンバックストッパー
ABJK（9912N-82M10） 本体材質：アルミ

16,720円（本体価格13,200円＋参考取付費3,520円）
※■15  荷台マットと同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする
　必要があります。

07

　　追加用モール

A9Q3（99000-99004-F49）
キャビンバックプロテクター（キャリイ用）、
荷台セパレータ用  素材：発泡合成ゴム
ブラック  長さ1,308mm×2本

8,360円
（本体価格6,600円＋参考取付費1,760円）
※■05  ①キャビンバックプロテクター、■06  荷台セパレータの
　追加オプション部品です。本品の単品使用はできません。
※■05  ②キャビンバックプロテクター（スーパーキャリイ用）には
　装着できません。

08

に追加用モールがセットでオススメ！05 06

追加用モール未装着

キャビンバックプロテクターに装着時

②スーパーキャリイ用

①キャリイ用

バーを上げた状態
※②スーパーキャリイ用は、最上段のバーのみ上げることができます。

部分拡大

L X

　　アングルポストプロテクター
　　　　　　
①A9QK（99000-99023-937）

②ABJJ（9912L-82MG0-001）
素材：PVC（塩ビ）  ブラック

各2,970円（本体価格2,090円＋参考取付費880円）
※農繁仕様、Xにはアングルポストプロテクターが標準で装備されています。

12

L

　　デッキボックス
A9QT（99000-99013-DB4）  素材：樹脂（PE）  グレー
サイズ：奥行460mm×幅1,460mm×高さ360mm

43,560円（本体価格41,800円＋参考取付費1,760円）

13

荷台にスマートに設置できる
ポリエチレン製のボックスです。

※■05  キャビンバックプロテクター、■10  ゲートインサイドプロテクター、■11  キャビンバックモール、
■15  荷台マット（7mm、5mm、3mm）、■16  荷台マット（レール付）、■17  FRP荷台カバー、■22  ウイ
ング幌、■23  幌セットと同時装着はできません。
※取り付けには荷台への穴開け加工と固定が必要です。装着後は左右のゲートは開閉でき
ません。
※スーパーキャリイへ装着すると、キャビン下スペースが活用できなくなります。
※農繁仕様には装着できません。

L X

6,600円（本体価格4,840円＋参考取付費1,760円）

②ABSF（9912R-82M00）

※■05  キャビンバックプロテクター、■13  デッキボックス、■17  FRP荷台カバーと同時装着はできません。

キャビンバックモールの
ボディ装着時の断面図（mm）

38

10 20

②スーパーキャリイ用①キャリイ用

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

L XKCスぺ KXKC

XL

X
KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

L

KCスぺ KXKC L

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

XL

KCスぺ KXKC

L XKCスぺ KXKC

1年間2万km

1年間2万km

1年間2万km

1年間2万km

1年間2万km 1年間2万km

1年間2万km

1年間2万km1年間2万km



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 0605 SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

積む積む積む積む積む 大切な積み荷をしっかり守る。

荷台を保護し、荷物のすべりも
軽減するマットです。

耐水性、防腐性に優れ、
荷台をしっかり保護します。

荷台マット5mmの断面図（mm）
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荷台マット5mmの断面図（mm）
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3荷台マット
3mmの断面図（mm） 2

1

2 2

①A9QQ（99000-99032-826）  素材：PVC（塩ビ）
ブラック  サイズ：奥行2,048mm×幅1,410mm  厚さ7mm

19,800円

②A9QR（99000-99032-827）  素材：PVC（塩ビ）
ブラック  サイズ：奥行2,048mm×幅1,410mm  厚さ5mm

14,850円

③A9Q2（99000-99004-F44）  素材：PVC（塩ビ）
ブラック  サイズ：奥行2,047mm×幅1,415mm  厚さ3mm

8,800円

　　荷台マット
　　　　　　
15

68,200円（本体価格59,400円＋参考取付費8,800円）

　　FRP荷台カバー
　　　　　　
AC3D（9911H-82M00）
ブルー  
サイズ（内寸）：奥行1,855mm×幅1,366mm×高さ277mm
排水ホース2本付き（長さ：400mm）

17
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荷台マット 7mmの断面図（mm）

保 護 荷台を守り、用途に合わせて使いやすく。

　　ウイング幌
AC34（9911E-82M61-00W）
素材：ポリエステル生地＋塩化ビニールコーティング（グリーン）
高さ1,300mm（荷台床面から）

167,200円（本体価格154,000円＋参考取付費13,200円）
※■13  デッキボックス、■17  FRP荷台カバー、■20  平シート、■21  スロープ式平シートと同時装着はできません。
※■15  ■16  荷台マットと同時装着する場合、荷台マットの一部をカットする必要があります。

22

雨・風からしっかりガード。出し入れも簡単。

　　幌セット
　　　　　　
AC32（9911E-82M31-00R）  ランカン式
素材：ポリエステル生地＋塩化ビニールコーティング（グリーン）
高さ1,300mm（荷台床面から）  荷台のアオリ開閉箇所：リヤのみ

120,560円（本体価格110,000円＋参考取付費10,560円）
AC30（9911E-82M01-00F）  フロア式
素材：ポリエステル生地＋塩化ビニールコーティング（グリーン）
高さ1,300mm（荷台床面から）  荷台のアオリ開閉箇所：両サイド、リヤ

109,560円（本体価格99,000円＋参考取付費10,560円）
※■13  デッキボックス、■17  FRP荷台カバー、■20  平シート、■21  スロープ式平シートと同時装着はできません。
　さらにランカン式は■06  荷台セパレータ、■09  アッパーメンバーガードと同時装着はできません。
※ランカン式は農繁仕様には装着できません。
※フロア式と■15  ■16  荷台マットを同時装着する場合、荷台マットの一部をカットする必要があります。

23
ファスナーによる開閉箇所（4ヶ所）

※写真はフロア式です。

両側にウイングを設け、様々な用途に対応。

●幌を巻き上げたままや、開けたままの走行はしないでください。走行時は必ずゴムバンドをかけてください。 ●ウイングを開けたままの走行はしないでください。走行時は必ずウイングを閉め、ゴムバンドをかけてください。 ●後方誤発進抑制機能付車に装着する
場合は、固定用ゴムバンドで超音波センサーが隠れないようにしてください。後方誤発進抑制機能が正常に作動しないおそれがあります。走行前に正しく確実に固定されていることを確認してください。

　　スロープ式平シート
　　　　　　
①AAMV（99000-99034-FC4）  グリーン
②ABJ4（9912K-82M00-003）  シルバー
素材：ポリエステル生地＋塩化ビニールコーティング
サイズ：奥行2,190mm×幅1,806mm

各16,500円
※■20  平シート、■22  ウイング幌、■23  幌セットと同時装着はできません。 ※遮熱機能はありません。

21
　　　　　　
③ABJ5（9912K-82MF0-001）  グリーン
④ABJ6（9912K-82MF0-003）  シルバー
素材：ポリエステル生地＋塩化ビニールコーティング
サイズ：奥行1,711mm×幅1,807mm

雨水を溜まりにくくした平シートです。
荷台とともに荷物をフルカバー
することができます。

　　平シート
　　　　　　
AAMT（99000-99034-FC2）
素材：ポリエステル生地＋
塩化ビニールコーティング（グリーン）
サイズ：奥行2,120mm×幅1,780mm

9,240円
※■21  スロープ式平シート、■22  ウイング幌、■23  幌セットと同時装着はできません。

20

① ④

●後方誤発進抑制機能付車に装着する場合は、固定用ゴムバンドで超音波センサーが隠れないようにしてください。後方誤発進抑制機能が正常に作動しないおそれがあります。走行前に正しく確実に固定されていることを確認してください。

X

　　リヤゲートチェーン
　　　　　　
A9PV（99000-99025-57T）
ゲート内側収納タイプ　2本セット

2,530円（本体価格1,650円＋参考取付費880円）
※■17  FRP荷台カバーと同時装着はできません。
※KX、農繁仕様、Xにはリヤゲートチェーンが標準で装備されています。

18

リヤゲートからの積み
降ろしに便利です。

　　オートブリッジ
　　　　　　
F9CV（99000-99096-31L）  アルミ  L型
サイズ：長さ1,800mm×幅295mm

19,800円
※車両リヤゲートガターにかけられる荷重は100kgまでです。
※積載車両の形状により使用できない場合があります。
※■17  FRP荷台カバーと同時装着はできません。

19

農機具の積み降ろしに便利です。

最大許可荷重
280kg

レール付きの荷台マット。
箱モノの積み降ろしに便利です。

　　荷台マット（レール付）
　　　　　　
A9QP（99000-99032-825）
素材：PVC（塩ビ）  
サイズ：奥行2,048mm×幅1,410mm  厚さ5mm

24,200円
※■06  荷台セパレータ、■13  デッキボックス、■15  荷台マット（7mm、5mm、3mm）、
　■17  FRP荷台カバーと同時装着はできません。
※■05 キャビンバックプロテクター、■22  ウイング幌、■23  幌セット（フロア式）と同時装着する
　場合は荷台マットの一部をカットする必要があります。

16
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荷台マット5mmレール付の断面図（mm）

※■05  キャビンバックプロテクター、■06  荷台セパレータ、■09  アッパーメンバーガード、
　■10  ゲートインサイドプロテクター、■11  キャビンバックモール、■13  デッキボックス、
　■15  荷台マット（7mm、5mm、3mm）、■16  荷台マット（レール付）、■18  リヤゲート
　チェーン、■19  オートブリッジ■22  ウイング幌、■23  幌セットと同時装着はできません。
※KXに装着する場合は、標準装備のリヤゲートチェーンを取り外して装着します。
※農繁仕様には装着できません。
※FRP荷台カバーを装着する場合、サイドゲートの開閉はできません。

　　バックブザー
　　　　　　
D9GV（99000-990G9-BB5）

3,960円（本体価格2,200円＋参考取付費1,760円）
※農繁仕様にはバックブザーが標準で装備されています。

24

シフトレバーをバックに入れると、
車両の後退を知らせる警告音を鳴らします。

■22 ウィング幌、
■23 幌セットとの
併用をおすすめ
します。

バックブザー本体※写真はイメージです。

① ④

　　　　　　
④ABHQ（9912M-82MG0-002）  素材：PVC（塩ビ）
ブラック  サイズ：奥行1,977mm×幅1,407mm  厚さ5mm

14,850円
※■13  デッキボックス、■16  荷台マット（レール付）、
　■17  FRP荷台カバーと同時装着はできません。
※■15  荷台マット（7mm、5mm）は、■06  荷台セパレータと同時装着はできません。
※■05  キャビンバックプロテクター、■07  キャビンバックストッパー、■22  ウイング幌、
　■23  幌セット（フロア式）と同時装着する場合は荷台マットの一部をカットする
　必要があります。
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●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 0807 SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

積む積む積む積む積む しっかり積めて、積み降ろししやすい。

　　荷台作業灯
　　　　　　
DAFC（99175-82M42）  12V  21W

18,700円（本体価格9,900円＋参考取付費8,800円）
※標準装備のアングルポストに装着します。
※KX、農繁仕様、Xには荷台作業灯が標準で装備されています。
　車両標準装備品とは異なります。
※KX、農繁仕様、Xに標準装備の荷台作業灯を取り外して
　装着することはできません。
※エンジンスイッチがACCまたはONの状態で、かつパーキングブレーキが
　かかっている時に点灯できます。

30

　　LED荷台作業灯
　　　　　　
DAFB（99175-82M32）  LEDタイプ
320カンデラ

26,400円（本体価格17,600円＋参考取付費8,800円）
※標準装備のアングルポストに装着します。
※KX、農繁仕様、Xに標準装備の荷台作業灯を取り外してLED荷台作業灯を
　装着することはできません。
※エンジンスイッチがACCまたはONの状態で、かつパーキングブレーキが
　かかっている時に点灯できます。

31

　　ロープフック
　　　　　　
A9Q7（99000-99069-483）
素材：スチール　ブラック　1個
サイド／リヤゲートに取り付けます。
取付位置をご指定ください。取付位置は任意に設定可能です。

2,860円/個
（本体価格1,100円／個＋参考取付費1,760円／個）

40

写真：KX
ボディーカラー：ノクターンブルーパール（ZJP）

霧などにより視界が悪い時に視認性を向上させます。

引っ張りに強く、ロープも外れにくい設計です。

荷台を明るく照らすので、
夜間の作業時に役立ちます。

※スイッチの位置：本体底面

※スイッチの位置：本体底面

　　ハロゲンフォグランプ（IPF）
　　　　　　
①DAJ4（99173-82M52）  
クリアレンズ　レンズ部：ガラス製
発光色：白  12V35W  H8  左右セット
②DAJ5（99173-82M62）  
イエローコーティングレンズ　レンズ部：ガラス製
発光色：黄色  12V35W  H8  左右セット

各32,120円
（本体価格19,800円＋参考取付費12,320円）
※取り付けには■33  フォグランプベゼルが必要です。

32 　　フォグランプベゼル
　　　　　　
①DA3X（99171-82M00）  ブラックラバー
左右セット  ブラケット同梱

6,600円
②DA7Y（❶+❷+❸+❹）  クロームメッキ
左右セット
❶（71750-82MF0-0PG）  ベゼル  右
❷（71760-82MF0-0PG）  ベゼル  左
❸（35526-82M20）  ブラケット  右
❹（35566-82M20）  ブラケット  左

合計9,834円

33

32②

33②

32①

33①

　　フロントマスク
　　　　　　
ABHX（99241-82M01）
ポリエステル　シルバー

3,300円

39

冬季のフロントガラス凍結をおさえます。

　　クリーンエアフィルター（高機能タイプ）
　　　　　　
　　　　　　
BAHN（99250-82M00）

3,300円
※標準装備のエアコンフィルターを取り外して装着します。
※エアコン無車に取り付ける場合は、■43  カーエアコンセット（別売）が必要です。
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PM2.5対策に！！※1
※2
※3

交換の目安1年または12,000km

※1
※2
※3

PM2.5
対策に！

高除塵
菌・カビから
しっかりガード！

抗 菌
イヤな排ガス臭を

カット！

脱 臭 安定風量
スムーズな空気の
流れが長持ち！

車内環境を快適に保ちます。

※1：PM2.5とは大気中に浮遊している2.5μm以下の小さな粒子の総称です。　※2：上記除去率は下記条件でフィルターを
1回通した時の除塵効率です。試験品体格：W210mm×D180mm×H19mm、通気量：100m3/h　試験粉体：大気塵
※3：このフィルターでは0.3μm未満の微粒子物質については除去の確認ができていません。空気中の有害物質の全てを
除去出来るものではありません。また、数値は上記性能試験に基づく値であり、実環境での性質とは異なります。

※2
※32.5μm粒子を約90％、1.0μm粒子を約60％、0.3μm粒子を約30％キャッチ。

　　ツールロッカー
　　　　　　
①ABBC（9912F-82M00-26U） 26U ホワイト
②ABBG（9912F-82M00-ZJ3） ZJ3 ブルーイッシュブラックパール3
スチール　取付位置：右側（運転席側）

各12,430円（本体価格9,790円＋参考取付費2,640円）
※防水仕様ではありません。
※キャリイ特装車シリーズには装着できません。

29
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ツールロッカー内部概略寸法（mm）
※固定ボルト、カギ部除く最大積載重

3kg

　　リーフスプリングセット
　　　　　　
AB9Z（99276-82M00）
リヤ用  1台分2本セット

19,580円（本体価格5,500円＋参考取付費14,080円）
※最大積載量の範囲内でご使用ください。
※標準装備の3枚リーフスプリングを、4枚リーフスプリングにできます。
※4枚リーフスプリング装着車（KCエアコン・パワステ農繁、農繁スペシャル）
　には装着できません。

38

　　スノーブレード

A9NQ（38350-71L10）
運転席・助手席兼用  
長さ400mm  1本

2,860円／本
※1台分は2本お買い求め下さい。

35 　　タイヤチェーン

E9DK（43390-82M00）
145R12用  2本セット
製品重量：4,080g

8,690円
　　　　　　

36

重積載時の車体の沈み込みを抑制します。

積雪地域におすすめ。 雪道走行に必要なタイヤチェーン。

　　ドアエッジモール
　　　　　　
A9PX（99000-99023-B14）
素材：樹脂  ブラック  L型
左右上下4本セット

2,750円（本体価格1,870円＋参考取付費880円）

34

キズ付きやすいドアエッジ部を保護。

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

LKCスぺ KC農 農スぺKC LKCスぺ KC農 農スぺKC L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

LKCスぺKC

KCスぺKC

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC XL KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
　　タイヤチェーン着脱キット

E9KW（99000-990AX-001）
総重量：約1.4kg
専用収納バッグサイズ：
幅250mm×
奥行180mm×
高さ160mm

7,150円

37
XL KCスぺ KC農 農スぺ KXKC XL

KCスぺ KC農 KXKC L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC L

L X
KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

⑪

⑩

① ②

⑦

⑥ ⑧ ⑨

③ ④ ⑤

安 全 お子様の安全のために。 空 調 室内を快適にします。
生後9ヶ月頃から4歳くらいの
お子様に使用できます。

　　チャイルドシート
E9FN（99000-99018-C16）  シートベルト固定タイプ
サイズ：幅485mm×高さ655mm×奥行485mm
33,000円
※■61  防水シートカバー（助手席用）、■64  助手席ポケット、■92  ラゲッジバー、
　■93  ラゲッジボード、■94  ラゲッジネット、■97  ラゲッジボックスと同時装着は
　できません。

42

【注意】SUZUKIでは、チャイルドシートの取り付けは、後部座席を推奨していますので、キャリイへの
取り付けはおすすめいたしません。やむをえず助手席にお子様を乗せるときは、正しい装着で確実に
取り付け、お子様の安全を確保してください。
※ご購入の際には、お子様に合ったものをお選びください。　※取り付けるシートの位置および、お子様の年齢により取付
方法が異なりますので、詳しくはご購入店にご相談ください。　※使用について詳しくは、各商品の「取扱説明書」を
ご覧ください。　※ISOFIX方式での取り付けはできません。　※後ろ向きでの装着はできません。

・ 針金×4
・ 取付説明書

＜付属品＞
・ チェーン本体×２
・ チェーンバンド×２

⑥折り畳みスコップ
⑦LEDライト
⑧アルミブランケット
⑨レインポンチョ
⑩膝あてマット
⑪専用収納バッグ

＜セット内容＞
①タオル
②ポリ長手袋
③ワーキンググローブ
④タイヤチェーン収納袋
⑤大型ポリ袋

※適応サイズは、新車時のホイール・タイヤを基準にしています。
ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。

閉じた状態

開いた状態

② ①

①

工具類の収納に最適です。キーロックを装備したスチール製のボックスです。

　　カーエアコンセット
　　　　　　
①カーエアコンセット DAJZ（95000-82MK0） 74,800円  
②ボルト4本 DAK0（09103-06515×4本）      352円
③エアコンガス2本 DAJN（99000-36030×2本）   2,200円
④参考取付費  33,440円

合計110,792円（本体価格77,352円＋参考取付費33,440円）
※カーエアコンセットは、3年間6万km保証です。保証修理を受けられる期間は、
　スズキ販売店のサービス工場でスズキ車に取り付けた日（お買い上げ日）から3年間となります。
　ただし、その期間内でも走行距離が6万kmを超える場合は保証の対象外となります。
※③エアコンガス2本は保証対象外です。

43
KC農KC

保証対象外 保証対象外 保証対象外

1年間2万km 1年間2万km

保証対象外

おすすめアイテム



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 1009 SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

魅せる魅せる より格好良く、見た目も実用性も抜群。

58 56②

59②55②

荷台をメッキ調モールで締まった印象に。

サイドビューにアクセントを。

　　リヤゲートデカール
　　　　　　
①ABP7（99230-82M30）  SUZUKI

4,840円（本体価格3,080円＋参考取付費1,760円）
②ABP6（99230-82M20）  SUPER CARRY

7,040円（本体価格4,400円＋参考取付費2,640円）

57

　　サイドガーニッシュ
　　　　　　
ABHZ（9923A-82M00）
材質：ハイボスカル  左右セット
CARRYロゴ入り

16,060円
（本体価格14,300円＋参考取付費1,760円）

58
X

　　ボディモール
　　　　　　
①ABJM（99116-82M00）

②ABJN（99116-82MF0）
サイド2本 リヤ1本
樹脂+メッキフィルム

各30,140円
（本体価格27,500円＋参考取付費2,640円）
※■01  サイドデカールと同時装着する場合は■01  サイドデカールを先に取り付けてください。

59

装着アクセサリー

ロゴ部分拡大

部分拡大

サイドガーニッシュ
②ボディモール

55
56

58②サイドデカール
②ルーフデカール 59

写真：KC アクセサリー装着車
ボディーカラー：ホワイト（26U）

写真：X アクセサリー装着車
ボディーカラー：シルキーシルバーメタリック（Z2S）

リヤゲートにデカールを貼ることで、
存在感のあるリヤビューへ。

広くなったキャビンスペースを強調する
スーパーキャリイ専用デカールです。

55①

56①

①

②

L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

XL

L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

XL

装着アクセサリー

サイドガーニッシュ
①ボディモール
ドアバイザー
ナンバープレート飾りボルト
ナンバープレートリム

32
33
50
51
52
54

58
59

87
88

83

②ハロゲンフォグランプ（IPF）
②フォグランプベゼル
フロントメッキガーニッシュ
カラードドアミラー
メッキドアハンドル
ルーフキャリア

プロの使用に耐えるタフな作り。
①

最大積載重 30kg
（ルーフキャリアの製品重量を含む）

　　ルーフキャリア
　　　　　　
①ABR2（78901-82M01）  スチール製
ブラック  製品重量9.1kg　最大積載重量20.9kg
ボックス部サイズ：
（内寸）長さ597mm×幅1,098mm×高さ100mm
プレート部サイズ：縦110mm×横900mm
プレート部材質：スチール

34,760円（本体価格28,600円＋参考取付費6,160円）
※装着時はルーフから約215mm高くなります。

54

②ABJ3（78901-82MF0）  スチール製
ブラック  製品重量10.5kg　最大積載重量19.5kg
ボックス部サイズ：
（内寸）長さ597mm×幅1,098mm×高さ100mm
プレート部サイズ：縦110mm×横900mm
プレート部材質：スチール

35,860円（本体価格29,700円＋参考取付費6,160円）
※装着時はルーフから約163mm高くなります。

XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC L

　　フロントメッキガーニッシュ
　　　　　　
ABKH（99000-99060-CG3）
樹脂クロームメッキ

26,180円
（本体価格21,780円＋参考取付費4,400円）
※KCエアコン・パワステ、KCエアコン・パワステ農繁、
　KX、L、Xの標準装備品と同等品です。

50

スタイリッシュに早変わり。
存在感がいっそう増します。

　　メッキドアハンドル
　　　　　　
ABZK（①＋②）
クロームメッキ　1台分2枚セット
①（82801-77G03-0PG）  運転席側
②（82802-77G03-0PG）  助手席側

合計11,000円
（本体価格7,480円＋参考取付費3,520円）
※KCスペシャル、農繁スペシャル、Xの標準装備品と同等品です。

52

ドアハンドルを
メッキでコーディネート。

キズ付きやすい
ドアハンドル部の保護に。

　　ドアハンドルエスカッション
　　　　　　

A9PY（99000-99013-DD9）
クロームメッキ　1台分2枚セット

13,860円
（本体価格12,100円＋参考取付費1,760円）

53

L X
KC農KC

　　カラードドアミラー
　　　　　　

AC3Z（①＋②）
Z2Sシルキーシルバーメタリック　左右セット
①（84701-82MD0-Z2S）
②（84702-82MD0-Z2S）

合計15,180円
（本体価格13,420円＋参考取付費1,760円）
※標準装備品を取り外して装着します。
※KCスペシャル、農繁スペシャル、KX、Xの標準装備品
　（Z2S シルキーシルバーメタリック）と同等品です。

51

ドアミラーに
シルバーのアクセントを。

LKC農 KXKC KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
L X

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

　　サイドデカール
　　　　　　
①ABHN（99230-82M00）  ネイビー
②ABJX（99230-82M00-001）  グレー
サイド  左右セット

各35,090円（本体価格29,810円＋参考取付費5,280円）
※■01  サイドデカールと同時装着はできません。

55

　　ルーフデカール
　　　　　　
①ABHP（99230-82M10）  ネイビー
②ABJY（99230-82M10-001）  グレー
ルーフ  左右セット

各16,170円（本体価格13,530円＋参考取付費2,640円）

56

■55  サイドデカール＋■56  ルーフデカール

合計 各51,260円

XL

XL



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 1211 SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

くつろぐくつろぐくつろぐくつろぐくつろぐ 室内をより快適に、より便利に、使いやすく。

①
②

　　シガーライター
　　　　　　

D9GU（99000-99022-116）

3,960円
（本体価格1,320円＋参考取付費2,640円）
※標準装備のアクセサリーソケットを取り外して装着します。
※■116 USBソケットと同時装着はできません。
※写真は当該車両とは異なります。

67

　　助手席ポケット
　　　　　　
①BAG2（99189-82M00）

②BAMW（99189-82M10）

各5,500円
※■61  防水シートカバー（助手席用）、■42  チャイルドシートと
　同時装着はできません。

64

　　リヤウインドーシェード
　　　　　　
B9JG（99000-99034-T68）

7,480円（本体価格6,600円＋参考取付費880円）

62

　　シートライザーカーペット
　　　　　　
①BA8B（99000-99049-T01）
　　　　　　
②BAN7（9914U-82M00）
1台分（運転席・助手席）セット

各8,360円（本体価格3,960円＋参考取付費4,400円）
※KCスペシャル、農繁スペシャル、KX、Xには
　シートライザーカーペットが標準で装備されています。

65

　　ルームミラーカバー
　　　　　　
①BAMY（99145-82M00）  ネイビー+ベージュ

10,780円（本体価格9,900円＋参考取付費880円）
②BADC（99145-63R20）  カーボンルック

8,030円（本体価格7,150円＋参考取付費880円）
※写真は当該車両とは異なります。

70

　　ルームランプバルブ
　　　　　　

D9H3（99000-99069-B09）  ホワイトLED
キャリイ：フロント用
スーパーキャリイ：フロント用・リヤ用
スーパーキャリイに装着する場合は取付位置を
ご指定ください。フロントとリヤ両方に装着する
場合は2個必要です。

3,520円
（本体価格2,640円＋参考取付費880円）
※標準装備のバルブを取り外して装着します。
※写真は当該車両とは異なります。

75　　イグニッションキー照明
　　　　　　

DA7V（99213-62T00）
ブルーLＥD

9,900円
（本体価格5,500円＋参考取付費4,400円）
※写真はイメージです。撮影のため点灯した状態を強調して
　再現しています。
※写真の色や照度は実際のものとは異なります。

74

　　フロアイルミネーション
　　　　　　

DA7W（99213-62T10）
ブルーLＥD

12,650円
（本体価格8,250円＋参考取付費4,400円）
※イルミネーション写真はイメージです。撮影のため
　点灯した状態を強調して再現しています。
※写真の色や照度は実際のものとは異なります。

73

生地拡大

　　シート間ポケット
　　　　　　
①BAFR（9918B-82M00）  大

7,260円（本体価格5,500円＋参考取付費1,760円）
※ティッシュボックス収納部サイズ：縦115mm×横235mm×高さ50mm

②B9JE（99000-99034-T67）  小

5,610円（本体価格3,850円＋参考取付費1,760円）
※小と大は同時装着はできません。

63

　　防水シートカバー
　　　　　　
ブラック　材質：ポリエステル
①BAG3（99147-82M00）
運転席用

12,650円
③BAMV（99147-82M20）
スーパーキャリイの運転席・助手席用  1脚分

12,650円
※助手席用は■64  助手席ポケット、■ 42  チャイルドシートと同時装着はできません。

61

②BAG4（99147-82M10）
助手席用

11,880円

　　インパネトレーマット
　　　　　　
①BAMX（9914F-82M10）  ネイビー＋ベージュ

3,960円
②BAGW（9914F-82M00）  ブラック
CARRYロゴ入り　材質：シリコン

3,300円

69

　　シートカバー
 〈スタイリッシュグレー〉
　　　　　　
①BA58（99000-990J5-D20）

②BAMT（99180-82M10）
撥水加工（柄生地部分）　材質：ポリエステル

各15,840円
（本体価格13,200円＋参考取付費2,640円）

60

　　本革パーキング
　　ブレーキカバー
　　　　　　

①BAMS（9914M-82M00-002）  ダークブルー
②BAMR（9914M-82M00-001）  ブラック

各11,660円
（本体価格9,900円＋参考取付費1,760円）

71 　　本革ステアリング
　　ホイールカバー
　　　　　　

①BAMQ（99141-82M00-002）
　2トーン（ダークブルー／グレー）
②BAMP（99141-82M00-001）
　ブラック

各18,700円
（本体価格9,900円＋参考取付費8,800円）

72

ステッチ部分
拡大

❶

❷

①①

② ② 標準バルブ

❶ ❷

62

60①

63②

72①

71①

❶ ❶ ❶❷

68

シートの汚れ防止と収納スペースを増やせます。 室内を明るく安らぎの空間に。

装着アクセサリー
60
62
63

①シートカバー
リヤウインドーシェード
②シート間ポケット

装着アクセサリー
68
71
72

革調シートカバー
①本革パーキングブレーキカバー
①本革ステアリングホイールカバー

❶＋❷

KC農

L

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC KCスぺ KC農 農スぺ KXKC

XL

KC

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

　　革調シートカバー
　　　　　　
BAMU（99181-82M10）
アイボリー　材質：PVC

24,640円
（本体価格22,000円＋参考取付費2,640円）

68
L X

※■150 ECSTARエアコーデは施工できません。

　　アッシュトレイ
　　　　　　

B9G1（99000-99012-84H）

1,650円
※標準装備のカードケースを取り外して装着します。
※写真は当該車両とは異なります。

66
KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL



スーパーキャリイ シートバックスペースを効率的に活用できます。

●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 1413 SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

定番品定番品定番品定番品定番品 便利で使いやすい、キャリイオリジナル。

●安全のためフロアマットは車の形状に合ったスズキ純正用品をお薦めします。
●フロアマットは付属の固定具にしっかりと固定させてください。
●複数のフロアマットを重ねて使用しないでください。

　　マルチルーフバー（サイド）
　　　　　　
BAMZ（99161-82M00）  左右セット

14,520円（本体価格11,000円＋参考取付費3,520円）
※■95  ユーティリティーカラーリングフックと同時装着はできません。

90 　　マルチルーフバー（センター）
　　　　　　
BAN0（99161-82M10）  1本

7,480円（本体価格6,600円＋参考取付費880円）
※取付けには■90  マルチルーフバー（サイド）が必要です。
※■95  ユーティリティーカラーリングフックと同時装着はできません。

91最大耐荷重
1.5kg/片側

最大耐荷重
1.0kg/1本

最大耐荷重  上段：0.5kg/個  下段1.5kg/個

　　シートバックコード
　　　　　　
BAN6（9918D-82M00）

1,430円
助手席シートバックテーブルのフックに引っ掛けて
使用します。

98 　　クォーターウィンドーパイプ
　　　　　　
BAV8（9915C-82M01）  左右セット

9,900円
（本体価格5,500円＋参考取付費4,400円）
ガラス面の保護に役立ちます。
※パイプにロープをかけたり、荷重を加えないでください。

99

①BAND（99160-79R01-003） チェック
②BANE（99160-79R01-004） 文字
③BANF（99160-79R01-005） チェッカー

各4,400円（本体価格3,520円＋参考取付費880円）

ユーティリティーカラーリングフック〈2個セット〉95

　　ラゲッジマット（ソフトトレー）
　　　　　　
BAN4（99150-82M00）

7,700円
※■97  ラゲッジボックスと同時装着はできません。

96 　　ラゲッジボックス
　　　　　　
BAE1（9915D-63R00）  保冷バッグ付

7,040円
※サイズ：横900mm×縦250mm×奥行300mm（本体）
　横280mm×縦320mm×奥行280mm（保冷バッグ）
※使用しないときは折り畳めます。
※■42  チャイルドシート、■92  ラゲッジバー、■93  ラゲッジボード、
　■94  ラゲッジネット、■96  ラゲッジマット（ソフトトレー）と
　同時装着はできません。

97

　　ナンバープレート＆ナンバー
 プレートロックボルトセット

ABT1（9911D-63R10）
ナンバープレートリム（2枚）＋
ナンバープレートロックボルトのセット

7,040円
※字光式ナンバープレートには使用できません。

86

　　ナンバープレートリム
　　　　　　
　　　　　　
ABT2（9911D-63R00-0PG）
樹脂クロームメッキ　1枚

1,870円/枚
※字光式ナンバープレートには使用できません。

88 　　ナンバープレートリム
　　  （ブラックメッキ）
　　　　　　
　　　　　　
ABT3（9911D-63R00-ZKP）
樹脂ブラックメッキ　1枚

3,080円/枚
※字光式ナンバープレートには使用できません。

89

ロゴ部分拡大

多くのお客様がご愛用。
スタンダードなジュータンタイプ。
　　フロアマット・ジュータン
　　　　　　
B9JJ（75901-82M00-PPC）

5,830円（本体価格4,950円＋参考取付費880円）

80

　　ドアバイザー

AC75（99120-82M10）
アクリル  スモークグレー
CARRYロゴ入り  1台分2枚セット

7,040円
（本体価格5,280円＋参考取付費1,760円）

83

ロゴ部分拡大

足元が濡れていても気にならない。
お手入れカンタン、ラバータイプ。
　　フロアマット・ラバー
　　　　　　
B9JL（75901-82M10-PPJ）

4,730円（本体価格3,850円＋参考取付費880円）

82

④オレンジ

①チェック ②文字 ③チェッカー

⑤ピンク ⑥ブルー

⑦クリア ⑧グリーン ⑨レッド

※■90  マルチルーフバー（サイド）、■91  マルチルーフバー（センター）、■92  ラゲッジバーと同時装着はできません。 ※マルチルーフバー（サイド）、ラゲッジバー、
　ユーティリティーカラーリングフックは車両標準装備のユーティリティーナット［キャビンサイド左右4ヶ所ずつ］を使用します。

ロゴ部分拡大

砂や泥水などもこぼれにくい
縁高のトレータイプ。
　　フロアマット・トレー
　　　　　　
B9JK（75901-82M20-PPH）

7,480円（本体価格6,600円＋参考取付費880円）

81

ロゴ部分拡大

盗難抑止ロックボルト付ナンバープレートリム

90

92+93

90+91

94+9592+94

92

92+94

90+91

④BAP1（99160-65P00-001） オレンジ
⑤BAP2（99160-65P00-002） ピンク
⑥BAP3（99160-65P00-003） ブルー
⑦BAP4（99160-65P00-004） クリア
⑧BANB（99160-79R01-001） グリーン
⑨BANC（99160-79R01-002） レッド

各4,180円（本体価格3,300円＋参考取付費880円）

取付位置をご指定ください。

ラゲッジバーとラゲッジボードの装着により、シートのリクライニングが制限されます。
［ラゲッジバーのみ装着する場合］運転席：シートスライド最も後方でリクライニング
5段目まで可能です。助手席：シートスライド最も後方でリクライニング11段目まで
可能です。［ラゲッジバーにラゲッジボードを組み合わせる場合］運転席：シート
スライド最も後方でリクライニング2段目まで可能です。助手席：シートスライド最も
後方でリクライニング9段目まで可能です。

写真：L アクセサリー装着車
※写真はシートバックスペースの説明用イメージです。

L X

L X L X

L X

L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

L XKCスぺ KC農 農スぺ KXKC

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

　　ゴールドエンブレム
　　　　　　

AAT2（99000-99097-S06）
フロント用  Sマーク  サイズ：80mm

3,630円
（本体価格2,750円＋参考取付費880円）
※標準装備品を取り外して装着します。
　取り外した標準装備品は再使用できません。

85
KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

　　ナンバープレート飾りボルト
　　　　　　
　　　　　　
A9FP（99000-99069-466）  クロームメッキ
A9FQ（99000-99069-467）  ゴールドメッキ
4個セット

各1,760円
※字光式ナンバープレートには使用できません。

87

ゴールドメッキクロームメッキ

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

XL

最大耐荷重
1.0kg/1本

　　ラゲッジバー
　　　　　　
BAN1（99155-82M00）  2本セット

18,480円（本体価格17,600円＋参考取付費880円）
※■42  チャイルドシート、■95  ユーティリティーカラーリングフック、
　■97  ラゲッジボックスと同時装着はできません。

92
XL

XL XL

最大耐荷重
2.0kg

　　ラゲッジネット
　　　　　　
BAN2（99152-82M10）

8,800円

94

※■92  ラゲッジバーまたは、■95  ユーティリティーカラー
　リングフックと組み合わせて使用します。
※■42  チャイルドシート、■93  ラゲッジボード、
　■97  ラゲッジボックスと同時装着できません。

L X

最大耐荷重
2.0kg

　　ラゲッジボード
　　　　　　
BAN3（9915H-82M00）

13,200円
※荷物を載せる場合は、動かないようベルト等で固定してください。
※取り付けには■92  ラゲッジバーが必要です。
※■42  チャイルドシート、■94  ラゲッジネット、■97  ラゲッジボックスと同時装着はできません。

93
XL

　　ホイールハウスカバー

BATC（99142-62T00）
材質：ABS　左右セット

16,720円
（本体価格13,200円＋参考取付費3,520円）

84
KCスぺ KC農 農スぺ KXKC
XL

乗り降りの際の
汚れやすい部分をカバー。

おすすめアイテム



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 1615 SUZUKI Genuine Accessories

2023モデル ナビゲーション主要機能一覧表
モデル スタンダードプラスモデル スタンダードモデル エントリーモデル
メーカー パナソニック パナソニック ケンウッド

共
通
機
能

3年間6万km保証

セキュリティ機能（パスワードロック）

品  番 99097-69T23-P03 99097-69T33-P05 99097-69T43-K02 99097-69T53-K03

商品コード
ナビゲーションとロックボルトのセット CADQ CADS CADU CADV
ナビゲーション本体 CADG CADJ CADL CADM

サイズ/
モニター 7インチ（200mmワイド） 7.0インチ HDタッチパネル感圧式 7.0インチ HDタッチパネル感圧式 7.0インチ WVGAタッチパネル感圧式

逆走注意機能（注1） ●逆走検知/注意喚起 ●逆走検知/注意喚起 ●逆走検知/注意喚起

ドライブレコーダー（注2）
ナビ連動タイプ ▲ ▲ ▲
ナビ接続タイプ × × ▲

地図データ無料更新
● ● ●

無料更新期間 最長5年間 最長5年間 最長3年間
容  量（メディア） 64GB(eMMC) 32GB(eMMC) 16GB（eMMC）
TVチューナー（12セグ+ワンセグ） ● ● ● × 

チルト ● ● ●
準天頂衛星みちびき ● ● ●
VICS WIDE ● ● ●
3Dジャイロセンサー ● ● ●

快
適

操
作

音声認識 ●クラウド型（※A1） × ×
Bluetooth®ハンズフリー通話（注3） ● ● ●

映
像
・
音
楽

HDMI接続 ▲（※A2） × ×
レコーダーリンク（注4） ●（※A3） × ×
Wi-Fi接続（注5） ●（※A4） ●（※B1） ×
AM/FM/ワイドFM ● ● ●
DVDビデオ再生（VRモード） ● ● ●
音楽CD再生 ●CD-DA/MP3/WMA ●CD-DA/MP3/WMA ●CD-DA/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis
Bluetooth®対応音楽再生（注3） ● ● ●
iPod/
iPhone
（Lightningコネクタ端子）（注6）

音楽再生 ●（※A5） ●（※B2） ●（※C1）
動画再生 ▲（※A6） × ×
充電対応 ●（最大2.4A）（※A5） ●（最大2.4A）（※B2） ●（最大1.0A）（※C1）

SDカード
USBメモリー（注7）

音楽再生 ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis
動画再生 ●MPEG-4/H.264 ●MPEG-4/H.264 ●MPEG-4/H.264/WMV

CD録音（注8）
▲ ▲ ▲

録音速度 最大8倍速 最大8倍速 最大4倍速

そ
の
他

スマートフォン連携（注9）

● ● ●

対応アプリ ●NaviCon ●DIXIM Play for レコーダーリンク
●ナビアップS ●CarAV remote S

●NaviCon
●CarAV remote S

●NaviCon ●SMART USEN（※C2）
●KENWOOD Music Info. ●KENWOOD Drive Info.（※C3）

バックアイカメラ ▲ ▲ ▲
ETC2.0車載器ナビ連動 ▲ ▲ ▲
ETC車載器ナビ連動 ▲（※A7） ▲（※B3） ▲（※C4）

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

ナビゲーション本体 188,100円 160,600円 135,300円 127,600円
ナビ信号延長ハーネス 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
アンテナセット 5,500円 5,500円 － －
ナビゲーションロックボルトセット 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
参考取付費 18,480円 18,480円 18,480円 8,800円
合計金額 217,360円 189,860円 159,060円 141,680円

スーパーキャリイに装着する場合　　　　　　　※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

ナビゲーション本体 188,100円 160,600円 135,300円 127,600円
オーディオ交換ガーニッシュ 2,640円 2,640円 2,640円 2,640円
ナビ取付ブラケット 1,540円 1,540円 1,540円 1,540円
ナビ信号延長ハーネス 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
アンテナセット 5,500円 5,500円 － －
ナビゲーションロックボルトセット 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
参考取付費 18,480円 18,480円 18,480円 8,800円
合計金額 221,540円 194,040円 163,240円 145,860円

キャリイ：KXに装着する場合　　　　　　　　　 ※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。KC、KCスペシャル、KC農繁、農繁スペシャルに装着する場合は、別途スピーカーが必要となります。詳しくはP20をご覧ください。

高速道路逆走検知・注意喚起機能

ドライブレコーダーナビ再生対応

最長5年間の地図データ無料更新

ナビ連動タイプ

SUZUKI NAVI2023
MODEL
2023
MODEL

スズキ純正ナビゲーションは、スズキとオーディオメーカーが厳しい品質基準で開発した
スズキオリジナルのカーナビゲーションです。

スズキ純正ナビゲーションで、あなたのカーライフがもっと楽しく! もっと広がる!

スズキ純正ナビゲーションは、3年間6万ｋｍ保証です。
ただし、保証期間内でも走行距離が6万kmを超える場合は保証の対象外となります。

※対応内容はモデルによって異なります。詳しくは、右表をご参照ください。

ドライブレコーダーナビ再生対応逆走注意機能 地図データ無料更新

※注意喚起の内容やタイミングはモデルにより異なります。
　また、状況によって検知・注意喚起の内容が異なることがあります。
※全ての逆走の検知・注意喚起を保証するものではありません。

高速道路の入口、SA・PAの本線合流
部などでの逆走を検知し、画面表示と
音声で警告します。

逆走検知機能
ポーン♪
逆走のおそれがあります。
進行方向にご注意ください。

逆走注意喚起機能

高速道路・有料道路のSA・PAでの
駐車後の発進時などに、画面表示
と音声で注意喚起します。

ポーン♪
自動車専用道路を走行しています。
逆走にご注意ください。

P17に掲載 P19に掲載P18に掲載

●…機能あり
▲…オプションで機能あり（別売品が必要）
×…機能なし　

オーディオ主要機能
■オーディオ・スピーカー商品のアイコン説明

CDの音楽
再生ができます。

音楽再生
CD

AM/FMラジオを聴くこと
ができます。

AM/FM
ラジオ

スピーカー機能

瞬間最大
入力

●●W
IN

スピーカー
方式●WAY

スピーカー
方式フルレンジ スピーカー

サイズ●●cm

AMラジオが入りにくい
ところでも、FM放送で
AMラジオを聴くことが
できます。

ワイド
FM

携帯電話などBluetooth®
機能付きの機器に保存
した音楽を車内で楽しむ
ことができます。

音楽再生
Bluetooth

Bluetooth®機能付きの
携帯電話でハンズフリー
通話がご利用になれます。

Bluetooth
ハンズフリー
通話

音楽再生
USBメモリー

USBメモリーに録音した
音楽を車内で楽しむこと
ができます。

iPod/iPhoneに録音した
音楽を車内で楽しむこと
ができます。

音楽再生
iPod/
iPhone

スマートフォン
連携

スマートフォンと連携し、
様々なアプリ等を楽しむ
ことができます。

　　　　　　　　 【色付き】別売のオプションを追加することでご利用になれます。システムアップ＋

主要機能

バックアイ
カメラ

車両後退時にナビ
モニターへ車両後方
映像を出力できる
ようになります。

ドライブレコーダー
（ナビ連動タイプ）で
記録した映像をナビで
再生・操作できます。

ドライブ
レコーダー
（連動タイプ）

ドライブレコーダー
（ナビ接続タイプ）で
記録した映像をナビ
で再生できます。

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

画面のサイズと
解像度です。

●●型
●●GA

タッチパネル方式を
表します。

●●式
タッチパネル

メモリータイプの
ナビゲーション。
数値はメモリー容量

メモリー
タイプ
●●GB

12セグ/
ワンセグ
TVチューナー

ご家庭のテレビで視聴する
ような高画質できれいな映像
が楽しめます。

音楽再生
CD

CDの音楽
再生ができます。

DVD
VIDEO

映画などDVDビデオの
再生が可能です。

AM/FMラジオを聴くこと
ができます。

AM/FM
ラジオ

AMラジオが入りにくい
ところでも、FM放送で
AMラジオを聴くことが
できます。

ワイド
FM

スマートフォン
連携

スマートフォンと連携し、
様々なアプリ等を楽しむ
ことができます。

SDカードに録音した音楽
を車内で楽しむことが
できます。

音楽再生
SDカード

音声で簡単に検索が
行なえます。

音声
認識

iPod/iPhoneに録音した
音楽を車内で楽しむこと
ができます。

音楽再生
iPod/
iPhone

USBメモリーに録音した
音楽を車内で楽しむこと
ができます。

音楽再生
USBメモリー

携帯電話などBluetooth®
機能付きの機器に保存
した音楽を車内で楽しむ
ことができます。

音楽再生
Bluetooth

音楽CDをSDカードに
録音して車内で楽しむ
ことができます。

音楽録音
CD

Bluetooth®機能付きの
携帯電話でハンズフリー
通話がご利用になれます。

Bluetooth
ハンズフリー
通話

FM多重放送の伝送容量
をこれまでの約2倍に
拡大したサービスです。

VICS
WIDE

●安全のため、運転手は走行中にナビゲーションやスマートフォンの操作をしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください。（走行中は操作できない機能があります。）　●ナビゲーションによるルート案内や音声ガイド時は、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転して
ください。　●地図情報は調査時期や取得方法などにより、実際の状況と異なる場合があります。また、全ての道路情報などに対応しているものではありません。　●走行中は、安全のためテレビ、ビデオなどは映像が消え音声のみとなります。必ず安全な場所に停車してからご覧ください。（停車時
にパーキングブレーキをかけることにより、映像もお楽しみいただけます。※） ※電波の状況により受信できない場合や映像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。　●スズキ純正ナビは、スズキのオリジナルモデルです。（市販モデルとは一部仕様が異なります。）

iPod/iPhoneの動画
を再生できます。

動画再生
iPod/
iPhone

ETC車載器と連動し、
ナビ画面に高速料金の
表示や利用履歴などを
表示することができます。

ETC
連動

HDMI端子入力が
可能になります。

HDMI
入力

ETC車載器の機能
に加え、ETC2 . 0
サービスを受ける
ことができます。

ETC2.0
連動

機能アイコンの見方

対応している場合の表記

対応していない場合の表記

●●型
●●GA

バックアイ
カメラ

●●型
●●GA

バックアイ
カメラ

機能アイコンの見方

対応していない場合の表記 AM/FM
ラジオ

●●W
IN

対応している場合の表記 ●●W
IN

AM/FM
ラジオ

対応ナビゲーションと
接続することで、記録した
映像をナビゲーションで
再生することができます。

最長で5年間、新しい地図情報に無料で更新できます。
更新方法、申込期間、回数などはモデルにより異なります。

SD

NEW DATA

映像の再生操作、各種設定も
ナビゲーションの画面で行なえます。

連動タイプ

映像の再生操作、各種設定を
ドライブレコーダー本体で行ないます。

接続タイプ

●Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Use of the Apple 
CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an 
Apple product may affect wireless performance. iPhone, iPod, Lightning and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.　●iPod、iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に
複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。　●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。　●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標また
は登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。　●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。　●Bluetooth®およびロゴは、米国Bluetooth® SIG, Inc.の登録商標であり、スズキ(株)は許可を得て使用しています。　●Android™、Google、Googleマップ、
Google Earth、Google PlayはGoogle™ Inc.の商標または登録商標です。　●Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　
●ナビアップS、CarAV remote Sはパナソニック株式会社の登録商標です。　●DiXiMは株式会社デジオンの登録商標です。　●CDDBは、米国および/またはその他の国におけるGracenote, Inc.の登録商標です。　●KENWOOD Music Info.KENWOOD Drive Info.は株式会社
JVCケンウッドの登録商標です。　●NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。　●HDMIはHDMI Licensing,LLCの商標です。●VICS、VICS WIDEは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。　●ETC、ETC2.0は、一般財団法人ITS
サービス高度化機構の登録商標です。　●その他掲載されている会社名、商品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。　●リアルタイムで配信される情報コンテンツの提供については、当該権利を有する第三者に帰属します。当該権利を有する第三者の事由によりサービス
内容が変更、停止される可能性があります。　●ゼンリンおよびZENRINは、株式会社ゼンリンの登録商標です。

●スズキ純正ナビは、スズキのオリジナルモデルです。（市販モデルとは一部仕様が異なります。）　●取り付けには、別途オーディオ交換ガーニッシュなどが必要です。ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。●接続可能な携帯電
話などは専用Webサイトをご参照ください。　注1：検知/注意喚起のタイミングや内容はモデルにより異なります。また、すべての逆走の検知/注意喚起を保証するものではありません。　注2：連動タイプとは、ナビゲーション側で操作を行ないます。接続タイプとは、
ドライブレコーダー側で操作を行ないます。注3：すべてのBluetooth®対応携帯電話との互換性および接続性を保証するものではありません。　注4：ご自宅のレコーダーに録画した映像や、放送中の番組を車内でストリーミング再生で楽しむことができます。
注5：スマートフォンのWi-Fiテザリング機能を使用します。　注6：iPod/iPhone本体やiPod/iPhoneに付属のケーブル類および市販品のケーブル類は、車内に放置しないでください。　注7：SDカード、USBメモリーは付属されていません。別途、市販品をお買い
求めください。すべてのSDカード、USBデバイスの動作を保証するものではありません。　注8：SDカードは付属されていません。別途、市販品をお買い求めください。すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。注9：スマートフォン連携アプリのインストール
およびご利用は無料（SMART USENは有料）ですが、別途通信費が必要となります。通信費は利用されたスマートフォンのご契約者のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。スマートフォン
本体やスマートフォンに付属のケーブル類および市販品のケーブル類は、車内に放置しないでください。すべてのスマートフォンでの動作を保証するものではありません。適合情報等は専用Webサイトをご参照ください。

注意事項

※A1：スマートフォンのWi-Fiテザリング機能を使用します。通信費は利用されたスマートフォンのご契約者様のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。　※A2：別売のHDMI接続ケーブル
とHDMI接続機器に適合したケーブル類（市販品）が必要となります。　※A3：レコーダーリンクのご利用には、ご家庭内にWi-Fiが使えるインターネット環境が必要です。また、インターネット接続したスマートフォンとナビゲーションをBluetooth®接続、
Wi-Fiテザリング接続の両方で接続する必要があります。通信費は利用されたスマートフォンのご契約者様のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。レコーダーリンクの対応機器、対応
チャンネルなどについては、https://www.digion.com/sites/recorder-link/をご覧ください。スマートフォンへ専用アプリ（無料）のインストールが必要です。　※A4：スマートフォンのWi-Fiテザリング機能を使用します。通信費は利用されたスマートフォンの
ご契約者様のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。地図更新、音声認識、レコーダーリンク、CDDB更新に使用します。　※A5：iPhone 6/6 plus以前のiPhoneには対応していません。
※A6：iPhone 6/6 plus以前のiPhoneには対応していません。HDMIソースでの再生（ミラーリング）となります。別売のHDMI接続ケーブルとLightningコネクタUSB接続ケーブル（iPod/iPhoneに付属）とApple社製Lightning-Digital AVアダプタ
（市販品）が必要となります。　※A7：接続する場合には、別売のETC/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。　※B1：スマートフォンのWi-Fiテザリング機能を使用します。通信費は利用されたスマートフォンのご契約者様のご負担となります。事前にご契約
の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。CDDB更新に使用します。　※B2：iPhone 6/6 plus以前のiPhoneには対応していません。　※B3：接続する場合には、別売のETC/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。
※C1：iPhone 5c以前のiPhoneには対応していません。　※C2：「SMART USEN」は株式会社U-NEXTが提供する有料の定額制音楽配信サービスです。詳しくはhttps://smart.usen.com/をご覧ください。　※C3：「KENWOOD Drive Info.」のうち、有償
コンテンツ（渋滞情報、駐車場満空情報、テレビdeみ～た）はご利用できません。　※C4：接続する場合には、別売のETC/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 1817 SUZUKI Genuine Accessories

ナビナビナビナビナビ フリック
操作

ピンチイン・
ピンチアウト
操作

ダブルタップ・
2点タッチ
操作

ドラッグ
操作

スマホ感覚の操作がおすすめ！！
▶スマートフォン・iPod/iPhone適合情報、
　ソフトウェアアップデート情報などは
　専用Webサイトをご参照ください。
URL https://panasonic.jp/car/navi/genuine/suzuki.html

フリック
操作

ピンチイン・
ピンチアウト
操作

ダブルタップ・
2点タッチ
操作

ドラッグ
操作

スマホ感覚の操作がおすすめ！！
▶スマートフォン・iPod/iPhone適合情報、
　ソフトウェアアップデート情報などは
　専用Webサイトをご参照ください。
URL https://panasonic.jp/car/navi/genuine/suzuki.html

※画面はハメコミ合成です。 ※画面はハメコミ合成です。

レコーダー

インターネット

映像ストリーミング再生

　　　　　　　　 【色付き】別売のオプションを追加することでご利用になれます。システムアップ＋

注1：スマートフォンのWi-Fiテザリング機能を使用します。通信費は利用されたスマートフォンのご契約者様のご負担となります。
 事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。
注2：iPhone 6/6 plus以前のiPhoneには対応していません。
注3：携帯電話の機種によっては、Bluetooth®の音楽再生は使用できない場合があります。 
注4：別途SDカード（市販品）が必要となります。
注5：iPhone 6/6 plus以前のiPhoneには対応していません。HDMIソースでの再生(ミラーリング)となります。別売のHDMI接続ケーブルと
 LightningコネクタUSB接続ケーブル（iPod/iPhoneに付属）とApple社製Lightning-Digital AVアダプタ（市販品）が必要となります。

ETC
連動

ETC2.0
連動

バックアイ
カメラ

ドライブ
レコーダー
（連動タイプ）

HDMI
入力

動画再生
iPod/
iPhone     注5

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

主要機能

感圧式
タッチパネル

メモリー
タイプ
64GB

12セグ/
ワンセグ
TVチューナー

AM/FM
ラジオ

ワイド
FM

音声
認識
 注1

スマートフォン
連携

音楽再生
iPod/
iPhone　 注2

音楽再生
CD

音楽再生
SDカード

音楽再生
USBメモリー

音楽再生
Bluetooth

 注3  注4

音楽録音
CD

Bluetooth
ハンズフリー
通話

VICS
WIDE

DVD
VIDEO

7.0型
HD

※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CADG（99097-69T23-P03）194,260円（本体価格188,100円+参考取付費6,160円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

 スタンダードプラスワイドナビセット（パナソニック）
CADQ  200mmワイドモデル  12セグ／ワンセグ地上デジタルテレビチューナー内蔵
197,560円（本体価格188,100円＋参考取付費6,160円＋盗難抑止アイテム3,300円）
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車両の仕様によって、下記別売品が必要になります。詳しくはP20をご覧ください。

●オーディオ交換ガーニッシュ
　（200mmワイドモデル用）

●スピーカー 
●ナビ取付ブラケット
●ナビ信号延長ハーネス
●アンテナセット
　（TVアンテナとGPSアンテナのセット）

  2,640円
  7,810円（本体価格6,050円+参考取付費1,760円）
  1,540円
  3,740円（本体価格1,980円+参考取付費1,760円）

16,060円（本体価格5,500円+参考取付費10,560円）

画面内を移動する 他の画面に移動する 削除する

ご自宅のレコーダーに録画した映像や、放送中の番組をストリーミング再生で車内で楽しむことができます。
※スマートフォンへ専用アプリ（無料）のインストールが必要です。 ※レコーダーリンクのご利用には、ご家庭内にWi-Fiが使えるインターネット環境が必要です。
また、インターネット接続したスマートフォンとナビゲーションをBluetooth®接続、Wi-Fiテザリング接続の両方で接続する必要があります。通信費は利用された
スマートフォンのご契約者様のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。 ※レコーダーリンク
の対応機器、対応チャンネルなどについては、右記サイトをご確認ください。https://www.digion.com/sites/recorder-link/

「レコーダーリンク」機能搭載

スマートフォンの専用アプリを起動し、更新用地図データをダウンロードします。ダウンロード後、車内のナビゲーションとスマートフォンをWi-Fiテザリングで接続し、地図データを
転送して更新を行ないます。地図データ更新中でも、ナビゲーションを使用することができます。
※スマートフォンへの専用アプリ（無料）のインストールおよびユーザー登録が必要です。
※スマートフォンのWi-Fiテザリング機能で通信します。通信費は利用されたスマートフォンのご契約者様のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。

おすすめ
ポイント

3

おすすめ
ポイント

2

従来のパソコンでの更新、ハガキ郵送によるSDカード更新に加え、
スマートフォンでの地図更新が行なえます。 スマホ感覚でトップメニューをカスタマイズ

メニュー項目をドラッグしながらカスタマイズ。よく使う機能をお好みの場所に
移動したり、使わない機能は削除したりできます。
※削除した項目は元に戻せます。

おすすめ
ポイント

3

HD地図を搭載し、地図の見やすさを向上。平面
地図での視認性だけでなく、立体表示、3D拡大
図もより見やすく、分かりやすくなりました。

高精細HD地図搭載
おすすめ
ポイント

1

■レコーダーリンク イメージ

＜2023モデル＞（イメージ）＜既存モデル＞（イメージ） ＜既存モデル＞（イメージ） ＜2023モデル＞（イメージ）

レーンを表示

走行中の道路名を表示

より見やすくなった「2画面表示」
おすすめ
ポイント

1
縮尺率が異なる地図を同時に表示できる「2画面表示」。詳細地図で周辺情報を確認しながら広域地図で目的地
までの距離感を把握することができます。表示サイズ、レイアウトを見直し、より見やすくなりました。さらに地図
の視認性を維持した状態で映像コンテンツを表示することもできます。

さらに分かりやすくなった地点マーク表示
おすすめ
ポイント

2
目的地案内時、主要な交差点を色分けした地点マークで表示します。直進する交差点なのか、曲がる交差点
なのか、分かりやすく進行方向も表示して案内します。

＜既存モデル＞（イメージ） ＜2023モデル＞（イメージ）

＜既存モデル＞（イメージ） ＜2023モデル＞（イメージ）

システムアップメニュー＋
バックアイカメラ＋ ドライブレコーダー＋ ETC2.0/ETC＋ iPod/iPhone/HDMI＋

●ドライブレコーダー（前方録画用）
　+コードレールセット

■121 ＋■124 

●バックアイカメラ ●ETC2.0車載器

あなたの心強い目撃者。
ナビゲーションで操作・再生できます！

車庫入れや後退時の
運転補助アイテムとしてオススメ！

ETCの機能 ＋ 
ETC2.0のサービスが受けられます！

■106 
※ETC車載器もあります。
■132  

P23＋61,600円
＋34,320円 P20 P25＋42,240円

   HDMI接続ケーブル
CA2V（99000-79BR2）  iPod充電対応

8,580円（本体価格5,940円＋参考取付費2,640円）
※ご利用の際は、別途Apple社製Lightning-DigitalAVアダプタ（市販品）
　とLightningUSBケーブル（iPod/iPhoneに付属）が必要となります。
　HDMI接続機器との接続には、それぞれの機器に対応した
　ケーブル類が必要となります。
※HDMIソースでの再生となります（ミラーリング）。
※Dockコネクタ仕様のiPhoneには対応していません。
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パソコンでの更新の場合
■ご利用開始日より

最長5年間
■申込期間：2028年12月末まで
■更新期間：2028年12月末まで
■全更新：期間中最大2回
■部分更新：期間中最大30回

地図データ無料更新方法
パソコンで専用Webサイト
にアクセスし、専用アプリ
をインストールしてユーザー
登録します。

1

パソコンにSDカード
（市販品）を挿入します。
2

製品に同梱されている
専用ハガキに必要事項
を記入し郵送します。

1

更新センターから送付される
地図更新SDカードをナビ
本体に挿入し、地図データ
を更新します。

2

SDカード送付での更新の場合

■申込期間：2024年11月末まで
■更新期間：2026年度版を
　2025年10月以降送付予定
　（全更新1回）　で作成した地図更新SD

カードをナビ本体に挿入し、
地図データを更新します。

4 3

専用アプリで地図更新
データをSDカードにダウン
ロードします。

3 スマートフォンでの更新の場合
■ご利用開始日より

最長5年間
■申込期間：2028年12月末まで
■更新期間：2028年12月末まで
■全更新：期間中最大2回
■部分更新：期間中最大30回

スマートフォンに専用
アプリをインストールし、
ユーザー登録します。

1

専用アプリで地図更新
データをダウンロードし
ます。

2

ナビ本体とスマートフォン
をWi-Fiテザリングで
接続し、地図データを
更新します。

3

＜パソコンでの全更新＞＜スマートフォンでの全更新＞もしくは＜SDカード送付による全更新＞のいずれかを選択できます。（両方の選択はできません。）
※更新中でもナビゲーションを使用できます。

　　　　　　　　 【色付き】別売のオプションを追加することでご利用になれます。システムアップ＋

注1：iPhone 6/6 plus以前のiPhoneには対応していません。
注2：携帯電話の機種によっては、Bluetooth®の音楽再生は使用できない場合があります。 
注3：別途SDカード（市販品）が必要となります。 

ETC
連動

ETC2.0
連動

バックアイ
カメラ

ドライブ
レコーダー
（連動タイプ）

HDMI
入力

動画再生
iPod/
iPhone

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

7.0型
HD

主要機能

感圧式
タッチパネル

メモリー
タイプ
32GB

12セグ/
ワンセグ
TVチューナー

AM/FM
ラジオ

ワイド
FM

音声
認識

スマートフォン
連携

DVD
VIDEO

音楽再生
iPod/
iPhone　 注1

音楽再生
CD

音楽再生
SDカード

音楽再生
USBメモリー

音楽再生
Bluetooth

 注2

Bluetooth
ハンズフリー
通話

VICS
WIDE

音楽録音
CD
 注3

※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CADJ（99097-69T33-P05）166,760円（本体価格160,600円+参考取付費6,160円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

 スタンダードワイドナビセット（パナソニック）
CADS  200mmワイドモデル  12セグ／ワンセグ地上デジタルテレビチューナー内蔵
170,060円（本体価格160,600円＋参考取付費6,160円＋盗難抑止アイテム3,300円）
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車両の仕様によって、下記別売品が必要になります。詳しくはP20をご覧ください。

●オーディオ交換ガーニッシュ
　（200mmワイドモデル用）

●スピーカー 
●ナビ取付ブラケット
●ナビ信号延長ハーネス
●アンテナセット
　（TVアンテナとGPSアンテナのセット）

  2,640円
  7,810円（本体価格6,050円+参考取付費1,760円）
  1,540円
  3,740円（本体価格1,980円+参考取付費1,760円）

16,060円（本体価格5,500円+参考取付費10,560円）

Standard Plus Model
※スズキ純正ナビは、スズキのオリジナルモデルです。（市販モデルとは一部仕様が異なります。）

音声認識機能、逆走注意機能、ドライブレコーダー連動機能を搭載した高機能モデル。
※スズキ純正ナビは、スズキのオリジナルモデルです。（市販モデルとは一部仕様が異なります。）

逆走注意機能、ドライブレコーダー連動機能を搭載したスタンダードモデル。Standard Model

ドライブレコーダー
ナビ再生対応逆走注意機能 最長5年間

地図データ無料更新
ドライブレコーダー
ナビ再生対応逆走注意機能 最長5年間

地図データ無料更新

システムアップメニュー＋
バックアイカメラ＋ ドライブレコーダー＋ ETC2.0＋ ETC＋

●ドライブレコーダー（前方録画用）
　+コードレールセット

■121 ＋■124 

●バックアイカメラ ●ETC2.0車載器

あなたの心強い目撃者。
ナビゲーションで操作・再生できます！

車庫入れや後退時の
運転補助アイテムとしてオススメ！

ETCの機能 ＋ 
ETC2.0のサービスが受けられます！

■106 ■132 
P23＋61,600円

＋34,320円 P20 P25＋42,240円
●ETC車載器
　+ETC/ナビゲーション接続ケーブル
　+ETCアンテナ取付ブラケット

ナビゲーション画面に高速道路の
利用料金や履歴表示が可能になります！

■134 ＋■135 ＋■136 ❶ P25＋26,730円

SDユーザー登録
SD

NEW DATA

POST

郵 便 は が き

SD

NEW DATA
SD専用

アプリ

INSTALLパソコンでの更新の場合
■ご利用開始日より

最長5年間
■申込期間：2028年12月末まで
■更新期間：2028年12月末まで
■全更新：期間中最大2回
■部分更新：期間中最大30回

地図データ無料更新方法

パソコンで専用Webサイト
にアクセスし、専用アプリ
をインストールしてユーザー
登録します。

1 パソコンにSDカード
（市販品）を挿入します。
2 製品に同梱されている

専用ハガキに必要事項
を記入し郵送します。

1 2

SDカード送付での更新の場合

■申込期間：2024年11月末まで
■更新期間：2026年度版を
　2025年10月以降送付予定
　（全更新1回）　で作成した地図更新SD

カードをナビ本体に挿入し、
地図データを更新します。

4 3専用アプリで地図更新
データをSDカードに
ダウンロードします。

3

NEW DATA

※更新中、ナビゲーションは使用できません。
＜パソコンでの全更新＞もしくは＜SDカード送付による全更新＞のどちらかを選択できます。（両方の選択はできません。）

更新センターから送付される
地図更新SDカードをナビ
本体に挿入し、地図データ
を更新します。



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 2019 SUZUKI Genuine Accessories

ナビナビナビナビナビ

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

バックアイカメラ 車庫入れや後退時の運転補助アイテムとしてオススメ！

シフトをバックの位置に入れるとナビゲーションのモニターが自動的にカメラの映像に切り替わり、
後退時の後方確認を補助します。後退時の目視による運転確認をサポートしてくれるので、安心感が高まります。

バックアイカメラはドライバーの注意義務を軽減するものではありません。運転の補助としてご使用ください。バックアイカメラが映し出す範囲には限界があります。バックアイカメラの画面上に表示される車幅・距離目安は、実際の車幅間隔・距離間隔と異なる場合があります。
（目安は直線となります）夜間や暗い場所、降雪、雨、霧などで視界が悪いときや雨滴や汚れなどがカメラ部に付着している場合など、使用状況により画質が低下する場合があります。使用状況により、太陽光線や照明などの直接光、反射光がカメラの視野範囲に映ると、モニ
ター映像に白い縦線が入り映像が見にくくなることがあります。画質の低下や映像が見にくくなることにより、各種機能が作動しない場合があります。周囲の安全を直接目視で確認しながら運転してください。後方映像はルームミラーやドアミラーで見る場合と同じように、左右
が反転して映し出されます。画像にはナンバープレートや車両の一部が映り込む場合があります。

 バックアイカメラ
C9NQ（99000-990EH-N30）
標準タイプ
34,320円
（本体価格22,000円＋参考取付費12,320円）
※バックアイカメラは、画像の補正処理を行なうため映像がやや
　粗く見える場合があります。
※バックアイカメラ（本体）には、ガイドライン表示機能があります。

106

※写真、イラストはイメージです。
※画像は当該車両とは異なります。

バックアイカメラ

約170°

映像はより広い範囲を表示するための
画像処理を行なっております。そのため
歪んで見えたり、実際の形状と異なる映像
表示となったりすることがあります。

おすすめアイテム

カメラ外観

サイズ モデル 本体価格
（参考取付費込） 1 2 3 4 5 6 合計金額

（ナビ・オーディオ本体含む）

オーディオレス仕様車に装着する場合

ワイドモデルナビ

100 スタンダードプラス パナソニック 194,260円 ー※1 ー※2 ● ー※3 ● ● 217,360円

102 スタンダード パナソニック 166,760円 ー※1 ー※2 ● ー※3 ● ● 189,860円

105 エントリー（TV内蔵モデル） ケンウッド 152,020円 ー※1 ー※2 ● ー※3 ー※4 ● 159,060円

105 エントリー（TVレスモデル） ケンウッド 134,640円 ー※1 ー※2 ● ー※3 ー ● 141,680円

2DINモデルオーディオ 112 200mm用アタッチメント付 ケンウッド   38,940円 ー※1 ー※2 ー ー※3 ー ●   42,240円

標準装備品のCDプレーヤーを取り外して装着する場合

ワイドモデルナビ

100 スタンダードプラス パナソニック 194,260円 ● ● ● ー※3 ● ● 221,540円

102 スタンダード パナソニック 166,760円 ● ● ● ー※3 ● ● 194,040円

105 エントリー（TV内蔵モデル） ケンウッド 152,020円 ● ● ● ー※3 ー※4 ● 163,240円

105 エントリー（TVレスモデル） ケンウッド 134,640円 ● ● ● ー※3 ー ● 145,860円

2DINモデルオーディオ 112 200mm用アタッチメント付 ケンウッド   38,940円 ● ● ー ー※3 ー ●   46,420円

標準装備品のAM/FMラジオを取り外して装着する場合

ワイドモデルナビ

100 スタンダードプラス パナソニック 194,260円 ● ● ● ● ● ● 229,350円

102 スタンダード パナソニック 166,760円 ● ● ● ● ● ● 201,850円

105 エントリー（TV内蔵モデル） ケンウッド 152,020円 ● ● ● ● ー※4 ● 171,050円

105 エントリー（TVレスモデル） ケンウッド 134,640円 ● ● ● ● ー ● 153,670円

2DINモデルオーディオ 112 200mm用アタッチメント付 ケンウッド   38,940円 ● ● ー ● ー ●   54,230円

※画面はハメコミ合成です。

フリック
操作

ピンチイン・
ピンチアウト
操作

ダブルタップ・
2点タッチ
操作

ドラッグ
操作

スマホ感覚の操作がおすすめ！！
▶スマートフォン・iPod/iPhone適合情報、
　ソフトウェアアップデート情報などは
　専用Webサイトをご参照ください。
URL https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/

主要機能

感圧式
タッチパネル

メモリー
タイプ
16GB

12セグ/
ワンセグ
TVチューナー 

AM/FM
ラジオ

ワイド
FM

 注1

音声
認識

スマートフォン
連携

DVD
VIDEO

音楽再生
iPod/
iPhone　 注2

音楽再生
CD

音楽再生
SDカード

音楽再生
USBメモリー

音楽再生
Bluetooth

 注3

Bluetooth
ハンズフリー
通話

VICS
WIDE

7.0型
WVGA

音楽録音
CD
 注4

　　　　　　　　 【色付き】別売のオプションを追加することでご利用になれます。システムアップ＋

注1：テレビレスモデルには、テレビ機能がありません。
注2：iPhone 5c以前のiPhoneには対応していません。
注3：携帯電話の機種によっては、Bluetooth®の音楽再生は使用できない場合があります。
注4：別途SDカード（市販品）が必要となります。

ETC
連動

ETC2.0
連動

バックアイ
カメラ

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

HDMI
入力

動画再生
iPod/
iPhone

ドライブ
レコーダー
（連動タイプ）

※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CADL（99097-69T43-K02）152,020円（本体価格135,300円+参考取付費16,720円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CADM（99097-69T53-K03）134,640円（本体価格127,600円+参考取付費7,040円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

CADV  200mmワイドモデル
137,940円（本体価格127,600円＋参考取付費7,040円＋盗難抑止アイテム3,300円）

■テレビを視聴されない方向けの価格を抑えたモデルです。
テレビレスモデル

 エントリーワイドナビセット（ケンウッド）
テレビ内蔵モデル

105
CADU  200mmワイドモデル  12セグ／ワンセグ地上デジタルテレビチューナー内蔵

155,320円（本体価格135,300円＋参考取付費16,720円＋盗難抑止アイテム3,300円）

●オーディオ交換ガーニッシュ
　（200mmワイドモデル用）
　2,640円

車両の仕様によって、下記別売品が必要になります。詳しくはP20をご覧ください。

●ナビ信号延長ハーネス
　3,740円（本体価格1,980円+参考取付費1,760円）

●ナビ取付ブラケット
　1,540円

●スピーカー
　7,810円
    （本体価格6,050円+参考取付費1,760円）

3種類の地図色を搭載。
自分好みの地図表示が
できます。

2Dと3Dの長所を兼ね備えた地図描写「3Dスライダー」搭載
3Dスライダーを上下移動させることで、地図の俯瞰をリニアに調整できます。

地図データ容量アップ
16GBメモリ搭載

おすすめ
ポイント

3

おすすめ
ポイント

2

おすすめ
ポイント

1
メモリ容量アップにより、リアルで美しい
地図表示を可能としました。

欲しい情報がスマート
に目に入ってくるよ
うに、色味や彩度を
調整。文字と背景の
重複を避けて配色、
コントラストを最適化
しました。

従来の地図色も継続
搭載。高画質を活か
したくっきり鮮やかな
地図を表示します。

スマートフォンや
パソコンブラウザで
トレンドとなっている
ダークモードを搭載。
トーンを抑えた目に
優しい配色で、道路
表示を際立てます。

スマート ダイナミック ダークモード

＜既存モデル＞（イメージ） ＜2023モデル＞（イメージ） ＜既存モデル＞（イメージ） ＜2023モデル＞（イメージ）

システムアップメニュー＋
バックアイカメラ＋ ETC2.0＋ ETC＋

●バックアイカメラ

車庫入れや後退時の
運転補助アイテムとしてオススメ！

■106 ＋34,320円 P20
●ETC車載器
　+ETC/ナビゲーション接続ケーブル
　+ETCアンテナ取付ブラケット

ナビゲーション画面に高速道路の
利用料金や履歴表示が可能になります！

■134 ＋■135 ＋■136 ❶ P25＋27,830円

ドライブレコーダー＋

●ドライブレコーダー（前方録画用）
　+コードレールセット

■121 ＋■124 

あなたの心強い目撃者。
ナビゲーションで操作・再生できます！

P23＋61,600円

●ETC2.0車載器
　+ETCアンテナ取付ブラケット

ETCの機能 ＋ 
ETC2.0のサービスが受けられます！

■131 ＋■136 ❶ P25＋47,630円

※スズキ純正ナビは、スズキのオリジナルモデルです。（市販モデルとは一部仕様が異なります。）

Entry Model 逆走注意機能、ドライブレコーダー連動機能を搭載したエントリーモデル。

ドライブレコーダー
ナビ再生対応逆走注意機能 最長3年間

地図データ無料更新

POST

郵 便 は が き

SD

NEW DATAパソコンでの更新の場合

地図データ無料更新方法

製品に同梱されている
専用ハガキに必要事項
を記入し郵送します。

1 更新センターから送付される
地図更新SDカードをナビ
本体に挿入し、地図データ
を更新します。

2

SDカード送付での更新の場合

■申込期間：2024年5月末まで
■更新期間：2025年度版を
　2026年3月以降送付予定
　（全更新1回）

＜パソコンでの全更新＞もしくは＜SDカード送付による全更新＞のどちらかを選択できます。（両方の選択はできません。）
※更新中、ナビゲーションは使用できません。

■ご利用開始日より

最長3年間
■申込期間：2027年2月末まで
■更新期間：2024年3月から
　2027年2月末まで
■全更新：期間中最大3回
■開通予定情報更新：期間中最大8回

SD NEW DATAユーザー登録
SDSD

NEW DATA
ユーザー登録

専用
ソフト

INSTALL

ナビ本体にSDカード
（市販品）を挿入し、地
図更新用SDカードを
作成します。

1 パソコンで専用Web
サイトにアクセスし、専用
ソフトをインストールして
ユーザー登録します。

2 　で作成した地図更新
SDカードをナビ本体に挿
入し、地図データを更新し
ます。

4 3　で作成したSDカード
をパソコンに挿入し、
地図更新データをダウ
ンロードします。

3 1

ナビゲーション・オーディオを装着する場合に必要です。

※1 標準装備のガーニッシュを使用します。  ※2 標準装備のブラケットを使用します。  ※3 スピーカーは標準装備しています。  ※4 ナビ本体に含まれています。  6ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

KCスぺ KC農 農スぺ

X

KX

L

KC

対応ナビセット
パナソニック ■100  CADQ ■102  CADS
ケンウッド ■105  CADU/CADV

3ナビ信号延長ハーネス
CAAB（99192-82M00）

3,740円（本体価格1,980円＋参考取付費1,760円）

2取付ブラケット
C9FN（99000-99082-82M）

1,540円

5アンテナセット（TVアンテナとGPSアンテナのセット）
CA2S（99000-79BM9）　パナソニック製ナビ用

16,060円（本体価格5,500円＋参考取付費10,560円）

1オーディオ交換ガーニッシュ
CA6J（73821-82MD0-P4Z）　200mmワイド

2,640円

4スピーカー
CACD（99191-82M00）

7,810円
（本体価格6,050円＋参考取付費1,760円）

6ナビゲーションロックボルトセット
C9DA（99000-990Y7-NB1）

3,300円



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 2221 SUZUKI Genuine Accessories

→ KC
適用アイコンに
ついて

［ スーパーキャリイ ］ → L → X

［      キャリイ      ］ → KCスペシャル → KC農繁 → 農繁スペシャル → KX

L X

KC KCスぺ KC農 KX農スぺ

オーディオオーディオオーディオオーディオオーディオ 毎日の運転をより楽しく。

オーディオ主要機能一覧表

●…機能あり　
▲…オプションで機能あり（別売品が必要）
×…機能なし

メーカー ケンウッド
サイズ 2DINモデル
品番 99096-69T03-K01

3年間6万km保証 ●

DVDビデオ再生（VRモード） ×

音声認識 ×

スマートフォン連携（注1）
●（※A1）

対応アプリ ●KENWOOD Remote

AM/FMラジオ ●

ワイド FM ●

音楽CD再生 ●MP3/WMA/AAC

iPod/iPhone
（注2）

Lightning
コネクタ端子

音楽再生 ●

充電対応 ●

USBメモリー（注3）
音楽再生 ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC

動画再生 ×

Bluetooth®
（注4）

音楽再生 ●

ハンズフリー通話 ●

プロファイルバージョン AVRCP1.6.1対応

AUX入力
音声 ▲（※A2）

映像 ×

バックアイカメラ ×

ドライブレコーダー（ナビ接続タイプ）（注5） ×

音響・音質調整 ●

表示文字種 英数/記号
キーイルミネーション バリアブルカラー

※A1：スマートフォン連携アプリのインストールが必要となります。アプリとアプリのご利用料金は無料ですが、インストールには別途通信費が発生します。接続可能なスマートフォンについては、https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/ をご覧ください。　※A2：別途、3.5mmステレオミニジャック(市販
品)が必要となります。

取り付けには、別途オーディオ交換ガーニッシュ、ナビ取付ブラケットなどが必要な場合があります。ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。　注1：スマートフォン連携アプリのインストールおよびご利用は無料ですが、別途通信費が必要となります。通信費は
利用されたスマートフォンのご契約者のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。スマートフォン本体やスマートフォンに付属のケーブル類および市販品のケーブル類は、車内に放置しないでください。Apple CarPlayは
iOS 7.1以降かつiPhone 5以降の機種で使用できます。Apple CarPlayはApple Inc.が提供するアプリであり、各機能は予告なく変更する場合があります。Apple CarPlayは、Apple Inc.の商標です。Android Autoは、Android 5.0 以降のスマートフォンで使用できます。Android 
AutoはGoogle Inc.が提供するアプリであり、 各機能は予告なく変更する場合があります。Android、Android Autoおよびその他のマークはGoogle Inc.の商標です。　注2：iPod/iPhone本体やiPod/iPhoneに付属のケーブル類および市販品のケーブル類は、車内に放置しないでくだ
さい。　注3：USBメモリーは付属されていません。別途、市販品をお買い求めください。すべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。　注4：すべてのBluetooth®対応携帯電話との互換性および接続性を保証するものではありません。　注5：ナビ接続タイプとは、ドライブレ
コーダーで操作し、ナビゲーションで映像再生するタイプです。
●Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifi cally to the Apple products identifi ed in the badge, and has been certifi ed by the developer to meet Apple performance standards. Use of the Apple 
CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an 
Apple product may aff ect wireless performance. iPhone, iPod, Lightning and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.　●iPod、iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に
複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。　●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。　●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標ま
たは登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。　●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。　

注意事項

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

オーディオ本体 35,420 円
オーディオ交換ガーニッシュ 2,640 円
ナビ取付ブラケット 1,540 円
ナビゲーションロックボルトセット 3,300 円
参考取付費 3,520 円
合計金額 46,420 円

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

オーディオ本体 35,420 円
ナビゲーションロックボルトセット 3,300 円
参考取付費 3,520 円
合計金額 42,240 円

スーパーキャリイにオーディオを装着する場合 ※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

キャリイ：KXにオーディオを装着する場合 ※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。KC、KCスペシャル、KC農繁、農繁スペシャルに装着する場合は、別途スピーカーが必要となります。詳しくはP20をご覧ください。

守 る 大切なナビやオーディオを盗難から守る。

 ナビゲーションロックボルトセット
C9DA（99000-990Y7-NB1）
ロックボルト2本、専用ロックキー1個のセット
5,060円（本体価格3,300円＋参考取付費1,760円）
※ビス頂部の花柄のパターンは無数にあり、専用キー以外で緩めることが難しい仕様になっています。専用キーは大切に保管してください。
※各ナビセットには含まれています。
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カーナビやオーディオの取付用ビスをロックボルトに交換するだけで、
専用キー以外での取り外しを困難にします。

※上記の警告ウインドーステッカーが2枚同梱されます。

装着イメージ図

※イラストは当該車両とは異なります。 ※ナビゲーション（またはオーディオ）ユニットと同時装着する場合は取付費は不要です。（ユニットの取付費に含まれるため）

ロックボルト

スズキ純正オーディオで音にもこだわる！ ※スズキ純正オーディオは、スズキのオリジナルモデルです。（市販モデルとは一部仕様が異なります。）

●Bluetooth®搭載！スマートフォンのハンズフリー通話＆音楽再生に対応。
●スライドカバー装備のイルミ付フロントUSB/AUX端子搭載で
　iPodなど多彩なメディアに対応。
●1,000色のカラー調整が可能なバリアブルカラー表示機能搭載。

2DIN Model

主要機能

注1：接続可能なスマートフォンについては、
 https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/をご覧ください。
注2：携帯電話の機種によっては、Bluetooth®の音楽再生は使用できない場合があります。接続可能な
 携帯電話については、https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/をご覧ください。

AM/FM
ラジオ

ワイド
FM

音楽再生
iPod/
iPhone　 注1

スマートフォン
連携

注1

音楽再生
CD

Bluetooth
ハンズフリー
通話

音楽再生
USBメモリー

音楽再生
Bluetooth

注2
 AM/FMラジオ付CD/USBプレーヤー
CAE0（99096-69T03-K01）　2DINモデル
200mm用アタッチメント同梱

38,940円（本体価格35,420円＋参考取付費3,520円） 
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USB iPodやUSBメモリーをナビに簡単接続！
 USB接続ケーブル
C9U3（99000-79AY3） パナソニック製ナビ接続用
C9UL（99000-79AW3） ケンウッド製ナビ接続用
各5,060円
（本体価格3,300円＋参考取付費1,760円）
※■ 116  USBソケットと対応のナビを
　接続するためのケーブルです。

117 USBソケット
C9S0（39105-80P00）
2,970円（本体価格2,090円＋参考取付費880円）
※本品を装着する場合は、対応ナビが必要となります。
※本品と対応のナビを接続する際は、
　別途■ 117 USB接続ケーブルが必要となります。
※ナビゲーションに標準装備のUSBケーブルと同時装着はできません。（ケンウッド製ナビを除く）
※■ 67  シガーライターと同時装着はできません。
※車両標準装備のアクセサリーソケットは使用できなくなります。
※写真は当該車両とは異なります。
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■105  CADU/CADV

対応ナビセット
パナソニック ■100  CADQ ■102  CADS
ケンウッド

 スピーカー
CACD（99191-82M00）  CAC7（99191-82M00）
左右２個セット  50W IN/フルレンジ/10cm/88dB
再生周波数帯域：110Hz～15kHz  インピーダンス：4Ω

各7,810円（本体価格6,050円＋参考取付費1,760円）
※KC、KCスペシャル、KC農繁、農繁スペシャルに標準装備のAM/FMラジオ（スピーカー内蔵）を
　取り外し、用品のナビゲーションまたはオーディオを装着する際に必要となります。
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スピーカー機能

L XKCスぺ KC農 農スぺKC KX

50W
IN 10cmフルレンジ

オーディオを装着する際に必要になる場合があります。 詳しくはP20をご覧ください

●オーディオ交換ガーニッシュ
●ナビ取付ブラケット

2,640円
1,540円

7,810円●スピーカー



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 2423 SUZUKI Genuine Accessories

快適快適快適快適快適 毎日の運転をより快適に。

ドライブレコーダー 映像や音声を常時記録します。
必ず同梱もしくは別売の専用microSDカードをご使用ください。同梱もしくは別売の専用microSDカード以外では正常に動作しない場合があります。

ドライブレコーダーの映像を表示します。
※走行中は表示できません。

HOME画面から

▽ナビと接続すれば録画映像をすぐに再生できます。

ドライブレコーダーにタッチします。
※ドライブレコーダー接続時の設定画面です。

※ケンウッド製ナビと接続した場合のイメージです。

ナビゲーションと接続すると、ナビゲーションで再生することができます。映像の再生操作、各種設定はドライブレコーダー本体で行ないます。

映像の再生操作、各種設定もナビゲーション本体で行ないます。

前方録画用 ナビ連動タイプ

前方録画用 ナビ接続タイプ

高画質記録 駐車時録画機能 HDR機能 音声録音機能 GPS情報連動

※装着イメージ　※写真は当該車両とは異なります。

「あおり・危険運転」や
「車上荒らし・イタズラ」対策に。

※ナビ連動タイプのドライブレコーダーはドライブレコーダー単体ではご利用になれません。対応ナビセットと組み合
わせてご使用ください。※接続するナビにより、画面に表示されるアイコンのデザインは異なります。※ケンウッド製
ナビと接続した場合、「事故多発地点」「合流地点」「急カーブ地点」情報は表示されません。

　　ドライブレコーダー（前方録画用）
CA68（99000-79BP5）
microSDカード（16GB）、SDカードアダプタ、取付キット同梱
取付位置 ： 助手席側フロントガラス上部
39,380円（本体価格30,580円＋参考取付費8,800円）
※取り付けには、別売の■124 コードレールセットが必要となります。
※ナビゲーションで再生する場合、音声はドライブレコーダー本体からの出力となります。　
※ナビゲーションと接続せずに使用することもできます。その場合、パソコンでの再生となります。
※パナソニック製ナビゲーションとは接続できません。
※ケンウッド製ナビゲーションとの接続には別売品は不要です。
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対応ナビセット
パナソニック ■100  CADQ ■102  CADS

■105  CADU/CADVケンウッド

※地図・映像2画面表示イメージ

録画した映像をナビの画面にその場で表示。地図と映像
の2画面ですぐに確認できます。地図と連携することで、撮
影場所の特定ができ、また残したい映像はワンタッチで保
存できます。

地図・映像2画面表示
▽地図と映像ですぐに確認

夜間の撮影はもちろん、ヘッドライトの範囲外である暗い
部分も見やすく録画できます。

超高感度撮影
▽ヘッドライトの範囲外も見やすく録画

※超高感度撮影イメージ

撮影場所が
わかる！

暗くても
安心！

※走行中は表示できません。

※地図・映像2画面表示 ※全画面表示

ケンウッド製
ナビゲーションの
表示イメージ

パナソニック製
ナビゲーションの
表示イメージ

　　ドライブレコーダー（前方録画用）
CADY（9909B-69T93-P01）
microSDカード（32GB）、
SDカードアダプタ、取付キット同梱
フロントカメラ取付位置: 助手席側フロントガラス上部
本体取付位置: インパネアンダーポケット助手席側内側面
59,840円
（本体価格46,640円＋参考取付費13,200円）
※本体装着時、インパネアンダーポケットの穴開け加工が必要となります。
※取り付けには、別売の■124 コードレールセットが必要となります。
※ドライブレコーダー単体ではご利用になれません。
　対応ナビセットと組み合わせてご使用ください。
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本体

カメラ

対応ナビセット

■105  CADU/CADVケンウッド

ドライブレコーダーを装着する際に必要になります。
※配線はフロントピラー（上部、左側）の外側（表面）に貼り付けとなります。

 コードレールセット
CA9Y（99000-79CG9）

1,760円 ※イラストはイメージです。
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コードレール貼付位置

ドライブレコーダー
機能一覧表

●…機能あり　
×…機能なし

前方録画用

商品コード CADY CA68
品番 9909B-69T93-P01 99000-79BP5
ナビゲーション連動 ● ×
ナビゲーション接続 × ●（※B1）
パソコン再生 ●（※A1） ●（※B2）
有効画素数 約200万画素 約300万画素
カメラ 1/2.8インチ カラーCMOS 1/3インチ カラーCMOS
画角 水平117° 垂直63° 水平117° 垂直63°
記録方法 常時録画 常時録画
動画/音声圧縮方式 MP4（H.264+PCM） MP4（H.264+AAC）
映像フレームレート 28fps/14fps（※A2） 27fps

画像サイズ
映像記録時間
（注1）

高画質 1920×1080 約400分 2304×1296 約100分
標準 1280×720 約760分 1920×1080 約140分
長時間 - 1280×720 約200分

記録保護件数
衝撃検知 60ファイル（※A3） 10件（※B3）
スイッチ操作 60ファイル（※A4） 20件（※B4）
駐車時衝撃検知 60ファイル（※A5） 40件（※B5）

記録媒体 microSD 32GB付属 microSD 16GB付属
音声録音 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可
HDR（注2） ● ●（※B6）
GPS ●（※A6） ●
動作温度範囲 -20℃～65℃ -20℃～65℃

●本製品は常時記録/上書き型のドライブレコーダーです。記録された映像は順次上書きされるため、古い記録は消去されていきます。必要なデータはパソコンに保存するなどの対応をおすすめします。●本機はすべての状況において映像や音声を記録することを保証したものではありません。●映像が記録されなかったことや、
記録された映像ファイルが破損していたことによる損害ならびに記録された映像によって生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。●本機は、事故の検証に役立つ事を目的の一つとした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。●本機は、映像を記録する装置ですが、必ずしも信号が確認
できることを保証した装置ではありません。環境によって信号が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。信号が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。●LED式信号機は目に見えない速さで点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される
場合があります。信号が映っていない場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。LED信号機が映らない件については、弊社は一切責任を負いません。●本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。
●夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射して室内等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が変化します。●GPS受信環境により周辺地図や車速、自車位置などを記録できない場合や正しい自車位置を表示しない場合があります。●走行中はドライブレコーダーの再生は
できません。再生中は録画できません。●必ず同梱もしくは別売の専用micro SDカードをご使用ください。

●Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle 
user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. iPhone, iPod, 
Lightning and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.　●iPod、iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の
侵害は法律上禁止されています。　●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。　●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。　●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。　●AndroidTM、Google、Google
マップ、Google Earth、Google PlayはGoogleTM Inc.の商標または登録商標です。　●Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　●その他掲載されている会社名、商品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。
●リアルタイムで配信される情報コンテンツの提供については、当該権利を有する第三者に帰属します。当該権利を有する第三者の事由によりサービス内容が変更、停止される可能性があります。

注1：標準装備のmicroSDカードの場合。　注2：HDRとはHigh Dynamic Rangeの略。黒つぶれや白とびを補正する映像を合成する機能です。
※A1：パソコンでの動画再生には専用ビューアーもしくはMP4再生ソフト、静止画再生にはJPEG再生ソフトをパソコンにインストールする必要があります。専用ビューアーは本体に挿入済のmicroSDカードに収録されています。　※A2：高画質モードの場合は28fps、標準画質モード、駐車時録画の場合は14fpsとなります。
※A3：記録データは約60秒分を1ファイルとして常時記録されます。 衝撃を受けた時点の1ファイル（約60秒分）を含め、前後2ファイル（各約60秒分）と合わせ最大3ファイル（約180秒分）を最大60ファイル（衝撃検知、駐車時衝撃検知あわせて最大60ファイル）保護します。60ファイルを超えた場合は、古い記録ファイルから
保護を解除して新しいファイルを保護します。　※A4：記録データは約60秒分を1ファイルとして常時記録されます。ダイレクトボタンを押した時点の1ファイル（約60秒分）を含め、前1ファイル（約60秒分）後3ファイル（約180秒分）と合わせ最大5ファイル（約300秒分）を最大60ファイル保護します。60ファイルを超えても、
上書き記録されません。　※A5：駐車中に衝撃を検知した約5秒後から、約10秒/約30秒/約60秒分を最大60ファイル（衝撃検知、駐車時衝撃検知あわせて最大60ファイル）保護します。60ファイルを超えた場合は、古い記録データから保護を解除して新しいデータを保護します。　※A6：ナビゲーションのGPS
情報と連動します。　※B1：操作はドライブレコーダー本体側で行ないます。　※B2：パソコンでの再生には、付属の専用ソフトをパソコンにインストールする必要があります。パソコンでの再生には、Windows7 SP1 日本語版 32/64ビット版、Windows8.1 日本語版 32/64ビット版、Windows10 日本語版32/64ビット版
のOSを搭載し、microSDカードにアクセスできるパソコンが必要です。　※B3：走行中または停車中に衝撃を検知すると、前約12秒、後約15秒/30秒/1分の最大約1分12秒を10件まで保護します。10件を超えた場合は、古い記録データから保護を解除して新しいデータを保護します。　※B4：【REC】スイッチを押
した時点から、前約12秒、後約15秒/30秒/1分の最大約1分12秒を20件まで保護します。20件を超えた場合は、古い記録データから保護を解除して新しいデータを保護します。　※B5：駐車時に衝撃を検知した約2秒後から、約10秒/20秒/30秒間を40件まで保護します。40件を超えた場合は、古い記録デー
タから保護を解除して新しいデータを保護します。　※B6：高画質録画時、HDR機能はOFFになります。



●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に基づいた金額となります。 2625 SUZUKI Genuine Accessories

快適快適快適快適快適 毎日の運転をより快適に。

ETC2.0/ETC車載器 スムーズに高速道路の料金所を通過できます。 備 え もしもの時の備えに。

運転席側と助手席側の両方のディティールを、
キーホルダーの表裏に再現しています。

キャリイをモチーフにしたオリジナルグッズ。キャリイグッズ

①キャリイ ②ステアリング

表（運転席側）

裏（助手席側）

 キーホルダー
①F9F6（99000-99037-K01）  キャリイ
素材：PVC
サイズ：縦32mm×横65mm×厚さ10mm
990円
②F9F7（99000-99037-K02）  ステアリング
素材：PVC
サイズ：縦48mm×横40mm×厚さ10mm
770円
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 アルミカラビナ
①F9F8（99000-99037-K03）
M  80mm  素材：アルミ
耐荷重：約12キロニュートン、ゲートを
開いた状態での強度約4キロニュートン。
1,540円
※注意：登山や車の牽引等には使用できません。
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 フェイスタオル（キャリイ）
F9FA（99000-99037-FT1）
サイズ：縦330mm×横870mm
素材：綿100%
1,650円
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①Mサイズ

80mm

②Lサイズ

100mm

②F9F9（99000-99037-K04）
L  100mm  素材：アルミ
耐荷重：約25キロニュートン、ゲートを
開いた状態での強度約7キロニュートン。
2,750円
※注意：登山や車の牽引等には使用できません。

※スズキアクセサリーカタログに掲載のETC2.0/ETC車載器はすべて新セキュリティ規格、新スプリアス規格に対応しております。

※ETC2.0/ETC車載器をご利用になるには、別途決済用の「ETCカード」と登録時の
「セットアップ費用」が必要になります。※クレジット会社によっては、ETCカード年会費
が必要になる場合があります。※ETC2.0サービス、ETCそれぞれのセットアップが必要
です。※ETC2.0車載器でご利用料金の決済を行なう際、ICクレジットカードが必要に
なる場合があります。ETCカードには、ETC専用とクレジット一体型のものがありますので
ご注意ください。

※ETCレーンは、いつでも安全に停車できる速度（20km/h以下）で、十分な車間距離
をとって通行してください。※安全のため、走行中は操作しないでください。必ず安全な
場所に停車してから操作・確認してください。※スズキ純正ETC2.0/ETC車載器は、
二輪車に取り付けることはできません。

　　 ETCアンテナ取付ブラケット
C9YW（99000-79BE2）
サイズ：縦約39mm×横約39mm×高さ約31mm
❶■131 ＥTC2.0車載器、■134 ＥTC車載器用

990円
※写真はアンテナ未装着の状態です。　※写真はC9YWです。  ※写真は当該車両とは異なります。

C9UN（99000-79AX6）
サイズ：縦約44mm×横約36mm×高さ約38mm
❷■133 ＥTC2.0車載器用

1,540円

136

 パーソナルツール
E9BH（99000-99034-T62）
10点セット（ケース付）
収納時のサイズ：長さ260mm×幅85mm×高さ50mm
7,920円
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 革調オーナーズケース
E9GU（99000-99037-ABL）  革調  ブラック
サイズ：縦255mm×横200mm×厚さ55ｍｍ
（＊取扱説明書などの収納時）
4,950円
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■プライヤー（150mm）
■スパナ（7mm/8mm）
■スパナ（10mm/12mm）
■ラチェットハンドル
■エクステンションバー
■ソケット（8mm）
■ソケット（10mm）
■ソケット（12mm）
■プラスドライバー
■マイナスドライバー

収納時

　　オーナーズケース
E9KC（99000-99037-S3A）
仕様：ナイロンツイル/PVCコーティング・防水生地使用
カーキ  サイズ：縦250mm×横190mm×厚さ35mm
（＊取扱説明書などの収納時）
1,760円
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●緊急ツールは緊急脱出のため
の専用品です。他の用途には
使用しないでください。 

●フロントガラス等、合わせガラス
は割ることができません。

車両の取扱説明書・メンテナンスノート・ナビの取扱説明書などをすっきり収納。

拡大

255mm

55mm＊

200mm

 ドアリフレクター
E9GK（99000-99035-K06）
反射板　赤＋シルバー  左右2枚セット
2,200円
（本体価格1,320円＋参考取付費880円）

143　　停止表示板
E9H2（99256-68P00）
収納時サイズ：縦119mm×
横427mm×高さ48mm
2,970円
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夜間ドアを開けると後続車のヘッドライトの
光を反射し、後続車にドアが開いたことを
アピールします。

昼夜を問わず優れた被視認性。
必携のアイテムです。

35mm＊
250mm

190mm

開いた状態

万が一の事故の際や水没時など、
車内に閉じ込められてしまった際に、
シートベルトを切断し、サイドウインドウを
破砕して車外へ脱出するための
緊急脱出用ハンマーです。

 緊急ツール（RE-20-J）
E9LG（9925E-84S10）
取付けホルダー付
2,750円
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JIS認証取得（日本産業規格D5716）

ハンマー部

カッター部

保証対象外 保証対象外
1年間2万km

保証対象外

保証対象外

保証対象外

 ＥＴＣ車載器
CACL（9909E-82MH2-M09）
音声タイプ  ナビゲーション連動機能付  
アンテナ取付位置：ダッシュボード上
21,340円
（本体価格14,300円＋参考取付費7,040円）
※取り付けには、別売の■136 ❶ETCアンテナ取付ブラケットが
　必要となります。
※ナビゲーション接続には、別途■135 ETC/ナビゲーション接続
　ケーブルが必要になります。
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●ご利用料金や履歴をナビゲーション画面に表示することが可能です。
●ナビゲーション非装着車にも通常のETC車載器としてご利用いただけます。

高速道路の料金所をスムーズに通過！スマートIC※のご利用も可能に！
※高速道路の本線上やサービスエリア、パーキングエリア等から乗り降りできるように設置された、ETC専用のインターチェンジ。ETC車載器

　　 ETC2.0車載器
CAB7（9909F-67TF2-P01）　音声タイプ　
ナビゲーション接続ケーブル同梱　アンテナ取付位置：フロントガラス上部
42,240円（本体価格35,200円＋参考取付費7,040円）
※ETC2.0車載器単体ではご利用になれません。対応ナビセットと組み合せてご使用ください。
※ナビゲーション接続には、接続ケーブルが同梱されているため、別途接続ケーブルをお買い求めいただく
　必要はありません。
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　　 ETC2.0車載器
CABJ（9909F-64PJ2-M06）
アンテナ（GPS・スピーカー・LED内蔵）分離型
音声タイプ  アンテナ取付位置：ダッシュボード上
42,240円（本体価格35,200円＋参考取付費7,040円）
GPSとスピーカーを搭載していますので、ナビゲーションと接続せず
ETC2.0車載器単体でご利用になれます。
※取り付けには、別売の■136 ❷ETCアンテナ取付ブラケットが必要となります。
※ダイナミックルートガイダンス、画像情報には対応していません。
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 ＥＴＣ／ナビゲーション接続ケーブル
C9U2（99000-79AY5）  パナソニック製ナビ接続用

4,400円　
C9C0（99000-79Y19）  ケンウッド製ナビ接続用

5,500円

135

カーナビレス
音声案内タイプ

GPSとスピーカーを搭載して
いますので、ナビゲーションと
接続せずETC2.0車載器単
体でご利用になれます。

対応ナビセット
パナソニック ■100  CADQ ■102  CADS

対応ナビセット
パナソニック ■100  CADQ ■102  CADS

ケンウッド ■105  CADU/CADV

渋滞回避支援
広域な道路交通情報をリアルタイムに
配信し、前方の渋滞状況をお知らせします。

緊急メッセージ
震度5強以上の地震発生時に
注意喚起されます。

安全運転支援
トンネル入口等の渋滞状況を
画像で提供します。

一時退出
高速道路外の休憩施設等への
一時退出からの再進入が可能です。

ETC2.0ならではの魅力！※画像はイメージです。

これまでのサービス
（都県単位の情報を受信）

新サービス
（首都圏全体の情報を受信）

ETC2.0では、今までの通行料金支払いはもちろん、渋滞回避支援や安全運転支援などのサービスが受けられます。さらに今後、さまざまな
新しいサービスが導入される予定です。 詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。（https://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/）ETC2.0車載器

　　 ETC2.0車載器
CABH（9909F-64PH2-M03）　音声タイプ　
ナビゲーション接続ケーブル同梱　アンテナ取付位置：ダッシュボード上
46,640円（本体価格39,600円＋参考取付費7,040円）
※ETC2.0車載器単体ではご利用になれません。対応ナビセットと組み合せてご使用ください。
※取り付けには、別売の■136 ❶ETCアンテナ取付ブラケットが必要となります。
※ナビゲーション接続には、接続ケーブルが同梱されているため、
　別途接続ケーブルをお買い求めいただく必要はありません。
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対応ナビセット
パナソニック ■100  CADQ ■102  CADS

ケンウッド ■105  CADU/CADV

この先渋滞
追突注意！！

雪のため
注意して走行
してください！

ナビゲーションの表示イメージ

アンテナ発話

使用料金/履歴確認

ナビに接続することで、ETCがより便利に

ナビとの接続がおすすめ！

※アンテナ発話は「カーナビレス音声案内タイプ」の
　場合です。それ以外の「音声タイプ」はナビユニット
　から音声案内されます。

月々の利用料金
や遠出をした時の
出費をナビ画面
で確認出来ます。
※画像はイメージです。
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キャリイ／スーパーキャリイ アクセサリーカタログ

●記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。
　価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。
●記載の参考取付費は新車装着時の参考価格です。
　新車装着時以外の取付は、車両の状態と作業内容に応じた取付費が必要となる場合もあります。
●消費税はカタログ発行時の税率（10%）に基づいています。ご購入の際は、ご購入時の税率に
　基づいた金額となります。
●仕様およびメーカー希望小売価格は2023年4月現在のもので、予告なく変更することがあります。
●カタログに掲載されている商品につきましては、車両届出後の取付を前提としております。
●掲載のアクセサリーについて、福祉車両の特装車など車種によっては装着できないものもあります。また、複数の商品を同時に
　装着できない場合もあります。
●商品の色調は印刷のため、実物とは若干異なる場合もあります。また、撮影の都合で一部現行仕様と異なる場合があります。
●掲載の写真には合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
●写真撮影用の小道具は商品に含まれません。
●安心してご使用いただくために、商品付属の取扱説明書をよくお読みください。｠

●法令で定められた点検整備（日常点検・定期点検）およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

浜松市南区高塚町300432-8611カタログ品番：99000-4840K-H33
適応車両型式　キャリイ DA16T（6型）
 スーパーキャリイ DA16T（4型） h t t p s : / / w w w . s u z u k i . c o . j p / a c c e s s o r y _ c a r /

スズキアクセサリー
サイトはこちら

▼

車室内 消臭・抗菌コーティング シート等に施工することで、消臭・抗菌効果を発揮します。
▼詳しくはこちら！

保証対象外

お手入れ用の
メンテナンススプレー付
（240ml）

3ヵ月に1度シートへ噴霧
することで消臭・抗菌
性能を補います。お手入れ用のメンテナンススプレーは、追加購入できます。

保証対象外

＊効果持続期間 約1年間

侵入したニオイを吸着・分解。
カビや細菌が発散するニオイを抑制。

カビや細菌を防ぎ新車の清潔さをキープ。

天然由来成分配合。

消臭・防臭効果

抗菌効果

安心・安全 

F9FF（99000-59294）11,440円（本体価格8,800円＋参考取付費2,640円）

エクスター

 ECSTAR エアコーデ150
XKX

F9FG（99000-59295）　240ml 2,200円

エクスター

 ECSTAR エアコーデ メンテナンススプレー151

※新車時にのみ施工が可能です。　※ファブリック表皮の撥水加工シートに施工は行なえますが、一部撥水機能が低下することがございます。
※シートカバーを装着する場合は、シートカバーを装着後、施工を行ないます。■68革調シートカバーは施工できません。 ＊製造元による摩擦耐久テストの結果、理論上1年以上効果が持続します。持続期間は目安であり、お車の使用状況によって変わります。

スズキ純正用品の保証は、商品欄のマーク表示の有無及び内容により、以下の通りとなります。
※保証期間は、スズキの指定した販売店での取付日（取付けが不要なものは販売日とします。以下同じ。）からとなります。
※スズキの指定した販売店で販売されていること（取付けが必要なものは取付けを含むものとします）が確認できた場合のみ保証します。
※保証をお受けになる場合は、取付日と取付時の走行距離がわかるものをご提示ください。ご提示されない場合は、保証できません。

 
用品の取付日より3年間保証いたします。
ただし、保証の期間内でも走行距離が
6万kmまでとなります。

用品の取付日より1年間保証いたします。
ただし、保証の期間内でも走行距離が
2万kmまでとなります。

保証対象外です。但し、製造
不具合に起因する初期不良
については交換いたします。

1年間2万km 保証対象外マークなし

▼詳しくはこちらスズキ純正用品の
保証について

スズキオリジナルアパレルグッズ
好きを、もっと毎日の暮らしのそばに。

スズキ公式
オンラインモール

▲
お求めはスズキ販売店または
スズキオンラインモール
S-MALLへどうぞ

▲
カタログはこちら

SUZUKI キャリイ／スーパーキャリイ アクセサリーカタログ　H1-H4


