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カタログ品番：99000-4840N-A27
適応車両型式

ランディ アクセサリーカタログ

2
浜松市南区高塚町300432-8611

https://www.suzuki.co. jp/accessory_car/

車室内 消臭・抗菌コーティング　持続型消臭・抗菌コートで車室内の空間コーディネート。

抗菌効果
カビや細菌を防ぎ
新車の清潔さを
キープ。

写真はイメージです。

＊

＊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。

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。 消臭・防臭効果

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。

効果持続期間
約1年間

安心・安全
天然由来
成分配合。

▼詳しくはこちら！

●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2021年10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、車両登録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・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。｠

スズキアクセサリー
サイトはこちら

▼

※新車時にのみ施工が可能です。　※施工範囲はサードシートを除いた部分になります。
※2.0Gはシート地がレザー調クロスのため施工できません。　
※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。

エクスター
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。

121 ECSTAR 
　　エアコーデ メンテナンススプレー

F9FG（99000-59295）　240ml　
2.0S 2.0X

2,200円

エクスター

2.0S 2.0X
120 ECSTAR エアコーデ

F9FF（99000-59294）
10,945円（本体価格8,800円＋参考取付費2,145円）
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宝物を見つけに行こう。
子供の頃に体験した思い出は、いくつになっても忘れられない宝物。
ランディには、そんな思い出作りをサポートするアイテムを数多く用意しています。
さぁ、最高の宝物を見つけに出かけよう。家族みんなでランディに乗って。

Interior
家族や仲間と一緒にお出かけ。みんなが楽しく、くつろげる空間に。

P03

Basic Items
やっぱり外せない定番アイテム。

Driving Support
ランディにもっと快適・安心をプラス。

Navi&Audio
あなたのカーライフがもっと楽しく！ もっと広がる！！

System up
ナビゲーションやオーディオに多彩な機能をプラス。

For Children
お子様の安全のために。

For your favorite
楽しいカーライフをお手伝い。 

P15

P17

P18

写真 ： 2.0X アクセサリー装着車　
ボディーカラー ： 
ブリリアントホワイトパール（QAB）

Contents

P07

P09

P11

＊ラゲッジルームの全体イメージを表現するため、
  バックドアを透かし合成して掲載しています。スズキアクセサリーサイトはこちら ▶
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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。

●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。

プライバシーカーテン・
手動カーテン〈生地拡大〉

〈装着位置〉

〈装着位置〉

LANDY Accessories Catalogue Interior ［ インテリア ］

    車中泊などにぴったりの、
プライベート空間を確保。

撥水機能付きで、
シートの汚れを防止。
簡単に取り外すことも
できます。

Interior 家族や仲間と一緒にお出かけ。みんなが楽しく、くつろげる空間に。

2.0S 2.0X 2.0G

●花粉や花粉が砕けた花粉ユービッシュ体、ほこり等の微粒子を取り除きます。
●排気ガスなどのイヤなにおいを活性炭で吸い取ります。
●空気中のアレルゲン（アレルギーの原因物質）の働きを抑制します。

2.0S 2.0X 2.0G

〈フロントシート〉

〈セカンドシート〉

〈開けた状態〉

※イラストはイメージです。

外出先での明かりの
確保や、車内での充電
が可能に。レジャーの
際はもちろん、緊急時
にも役立ちます。

大切な人のために、快適な車内空間を演出します。

※医療機器・電源周波数の切替えのある機器・精密なデータを処理する機器・起動時の消費電力の大きい機器・サイリスタ
制御機器等は、使用しないでください。また、100W以下の電化製品でも、一部の携帯電話の充電器やゲーム機では、
使用できない場合があります。
※アクセサリーソケット（標準装備）と同時使用できません。
※写真は当該車両とは異なります。

＊写真は別売の04 手動カーテン装着車です。

交換の目安 1年または12,000km

22

01

●フロントシート、セカンドシート、サードシートの背裏およびサイドはカバーしていません。

2.0X
01 シートカバー

BAX2（99001-52Z00-081）　撥水・消臭機能付き
1台分（フロントシート・セカンドシート・サードシート）セット
43,890円（本体価格39,600円＋参考取付費4,290円）
※写真は当該車両とは異なります。

02 ACパワープラグ

DAB3（①＋②）
① 99001-52Z00-022　インバーターキット
② 99001-52Z00-066　アタッチメントキット

AC100V電源　最大出力100W　
取付位置：インパネセンターロアカバー左側面
合計24,109円（本体価格20,534円＋参考取付費3,575円）

05 クリーンフィルター

B9Q3（95869-50Z00）　花粉・におい・アレルゲン対応タイプ
5,885円（本体価格5,170円＋参考取付費715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。
※エアコンを快適にお使い頂くため、定期的な交換をおこなってください。

01 シートカバー
22 フロアマット（ジュータン）〈ディテールストライプ〉

装着アクセサリー（写真のナビゲーションは別売です。）

合計金額

写真 ： アクセサリー装着イメージ
※写真は当該車両とは異なります。
＊写真中の小物は、撮影用の小道具です。商品には含まれません。
  走行中は荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。

85,635円

2.0S 2.0X 2.0G
04 手動カーテン

BABQ（99001-52Z00-036）　
遮光生地（片面プリント付）
60,671円（本体価格45,656円＋参考取付費15,015円）
※車両標準装備のロールサンシェード（セカンドシート左右）との同時使用はできません。
※走行時には視界を妨げない様に手動カーテンを開けてください。
※写真は当該車両とは異なります。

2.0S 2.0X 2.0G
03 プライバシーカーテン

BABR（99001-52Z00-037）
遮光生地（片面プリント付）
21,236円（本体価格18,376円＋参考取付費2,860円）
※取り外し時は付属の収納袋で保管できます。
※走行時には視界を妨げない様にプライバシーカーテンを取り外してください。
※写真は当該車両とは異なります。



Contents 1

0605

SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories

写真 ： 2.0X アクセサリー装着車　
ボディーカラー ： ブリリアントホワイトパール（QAB）

フロント、セカンドシートの
足元をやさしく照らします。

2.0S 2.0X 2.0G

2.0S 2.0X 2.0G

2.0S 2.0X 2.0G

取付位置（     ）：Bピラー下部取付位置（     ）：インパネセンターロアカバー 左右

フロントシート セカンドシート

〈ルーフ固定モード〉

収納時

〈ゲート部小物入れモード〉

〈ラゲッジテーブル（別売）使用モード〉

10 マルチラゲッジネット　　11 ラゲッジルームランプ
12 ラゲッジテーブル

装着アクセサリー

合計金額

ラゲッジルームに
楽しみ全部、詰め込んで！
ランディの大容量ラゲッジスペースや
便利なハーフバックドアをフル活用！！

2.0S 2.0X 2.0G

夜のドライブシーンを華やかに演出。

荷物の大きさに合わせて仕切板の移動が可能です。また、簡単に
取り外しができて、水洗いもできるのでアウトドアにぴったり。

ラゲッジスペースの有効活用に役立つ折りたたみ可能なテーブル
です。ハーフバックドアからテーブル上部の荷物も出し入れ簡単。

ラゲッジルーム用のLEDランプです。角度の調整も
できるので夜間でも大活躍。

2.0S 2.0X 2.0G

点灯イメージ

Luggage
Room

Interior 家族や仲間と一緒にお出かけ。みんなが楽しく、くつろげる空間に。 LANDY Accessories Catalogue Interior ［ インテリア ］

12

10

＊ラゲッジルームの全体イメージを表現するため、
  バックドアを透かし合成して掲載しています。

ルーフやゲート部に取り付ける収納用ネットです。3WAYで
使えるので荷物の整理に大変役立ちます。またファスナー
付きなのでネットの中に小物を収納できます。

11

●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。

●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。

11 ラゲッジルームランプ

D9Z0（99001-52Z00-010）　
LED　角度調整機能付
16,005円（本体価格12,430円＋参考取付費3,575円）

12 ラゲッジテーブル

BABU（99001-52Z00-040）　耐荷重：20kg　
収納時サイズ：幅1,100mm×奥行300mm×厚さ（アタッチメント含む）38mm
使用時サイズ：幅919mm×奥行300mm×厚さ（アタッチメント含まない）272mm
25,630円（本体価格24,200円＋参考取付費1,430円）
※14 ラゲッジフルカバー（撥水加工）、23 ラゲッジマット（ジュータン）
　〈ディテールストライプ〉と同時装着はできません。

56,265円

2.0S 2.0X 2.0G
16 ムーディーイルミネーション

DAAK（99001-52Z00-086）　
イルミネーションランプ
白色発光　フロントシート・セカンドシート足元照明
36,452円
（本体価格26,442円＋参考取付費10,010円）
※ポジションランプに連動し、点灯・消灯します。
※写真は当該車両とは異なります。

10 マルチラゲッジネット

BATD（99001-52Z00-070）
３WAYタイプ　ブラック　チャック2ヶ所付
耐荷重：5kg　サイズ：縦615mm×横950mm
14,630円（本体価格13,200円＋参考取付費1,430円）
※尖った物や割れやすい物は収納しないでください。

13 ラゲッジアンダーボックストレイ

BABT（99001-52Z00-039）
樹脂製　ブラック　仕切板2枚付
21,057円
※取り外す際は、中身を出してから持ち上げてください。
※車両への脱着がしやすいように、車両との隙間をあけています。

14 ラゲッジフルカバー（撥水加工）

BABS（99001-52Z00-038）
グレー
22,000円
※セカンドシートおよびサードシートを使用する際はラゲッジフルカバー本体（前側）を取り外してください。
※12 ラゲッジテーブル、23 ラゲッジマット（ジュータン）〈ディテールストライプ〉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。

※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。　
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2.0S 2.0X 2.0G

2.0G

2.0S 2.0X 2.0G

独自のキーパターンにより、ホイールの盗難を抑止します。

2.0S 2.0X 2.0G

写真 ： 2.0G アクセサリー装着車　
ボディーカラー ： 
アズライトブルーパール（RBR）

20 ドアバイザー　　
21 マッドガード　
25 ナンバープレートリム
　 （クロームメッキ）［フロント・リヤ用］

装着アクセサリー

合計金額

〈フロント〉

LANDYロゴ
〈フロント〉

〈リヤ〉

※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。※22 フロアマット（ジュータン）〈ディテールストライプ〉は、フロントシート＋セカンドシート＋サードシート1台分セットの取り扱いです。
※フロアマットは付属の固定具にしっかりと固定してください。 ※複数のフロアマットを重ねて使用しないでください。

LANDY Accessories Catalogue Basic Items ［ ベーシック アイテム ］Basic Items やっぱり外せない定番アイテム。

2.0S 2.0X 2.0G

抗菌 防ダニ防臭 消臭

抗菌 防臭 防ダニ 消臭

20

20

21

21
25

25

スタッドレス
タイヤに
おすすめ！

足元の
ドレス
アップに

●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。

●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。

31 スチールホイールセット（15インチ）

AB4Y（①＋②）
① 43210-51Z00　スチールホイール
② 43130-50Z00　エアバルブ　1個

15×5.5JJ　1本
合計16,973円/本（本体価格12,683円/本＋参考取付費4,290円/本）
※価格は1本（①＋②）あたりの金額です。　※2.0S、2.0Xの標準装備品と同等品です。
※33 ホイールナットは別売です。

2.0S 2.0X 2.0G
33 ホイールナット（スチールホイール用）

A056（43215-50Z01 × 5個）
1,375円 価格は5個分です。
※スチールホイール1本の取り付けには、ホイールナットが5個必要です。

2.0S 2.0X 2.0G

23 ラゲッジマット（ジュータン）
〈ディテールストライプ〉

BABY（99150-52Z00）　ブラック　
抗菌、防臭、防ダニ、消臭加工
19,800円
※22 フロアマット（ジュータン）〈ディテールストライプ〉に組み込んで装着するため、取り付けには
　22 フロアマット（ジュータン）〈ディテールストライプ〉が必要です。
※12 ラゲッジテーブル、14 ラゲッジフルカバー（撥水加工）と同時装着はできません。

2.0S

2.0X 2.0G

22 フロアマット（ジュータン）
〈ディテールストライプ〉

BABW（75901-52Z00-WGN）　
超ロングスライド無車用

BABX（75901-52Z10-WGN）　
超ロングスライド有車用
ブラック　1台分（フロントシート、セカンドシート、サードシート）セット　
抗菌、防臭、防ダニ、消臭加工
各41,745円（本体価格39,600円＋参考取付費2,145円）

54,143円

32 フルホイールカバー

AB44（43250-52Z00）　
15インチ　1枚
7,832円/枚
※2.0S、2.0Xの標準装備品と同等品です。
※写真のタイヤは商品に含まれません。
※31 スチールホイールセット（15インチ）と
　組み合わせてご使用ください。

30 アルミホイールセット（15インチ）

AB4X（①＋②）
① 43200-52Z00　アルミホイール
② 43252-50Z10　アルミホイールセンターキャップ　Sマーク入り　1個

15×5.5J　インセット：45　P.C.D：114.3（5穴）　1本　
取付ナット（5個）、エアバルブ（1個）付属
合計41,580円/本（本体価格37,290円/本＋参考取付費4,290円/本）
※価格は1本（①＋②）あたりの金額です。　※2.0Gの標準装備品と同等品です。
※写真のタイヤは商品に含まれません。

2.0S 2.0X 2.0G
25 ナンバープレートリム

A9BF（9911D-63R00-0PG） フロント用1枚
AB1L（9911D-62R10-0PG） リヤ用1枚
樹脂クロームメッキ
各1,870円
※字光式ナンバープレートには使用できません。

2.0S 2.0X 2.0G

独自のキーパターンにより、ナンバープレートの盗難を抑止します。

盗難抑止
ロックボルト付
ナンバープレートリム

26 ナンバープレートロックボルト

A9KP（99000-990Y7-004）
マックガード社製　3個セット
3,300円
※字光式ナンバープレートには使用できません。

2.0S 2.0X 2.0G
21 マッドガード

ABXJ（99001-52Z00-075） QAB ブリリアントホワイトパール
ABXK（99001-52Z00-076） K23 ブリリアントシルバーメタリック
ABXL（99001-52Z00-077） G41 ダイヤモンドブラックパール
ABXM（99001-52Z00-078） NBB マルーンレッドパールメタリック
ABXN（99001-52Z00-079） RBR アズライトブルーパール
1台分（4枚）セット
各23,343円（本体価格16,908円＋参考取付費6,435円）

34 ホイールロックナットセット

A9XX（99000-990Y7-007）　マックガード社製　4個セット
6,600円
※スチールホイールには使用できません。

20 ドアバイザー

ABFT（99120-52Z00）
アクリル　スモークグレー
1台分（4枚）セット　LANDY車名ロゴ入り
27,060円（本体価格24,200円＋参考取付費2,860円）

24 ナンバープレートリム＆
ナンバープレートロックボルトセット

AB5Y（99000-99069-547）
25 ナンバープレートリム（フロント、リヤ）＋26 ナンバープレートロックボルトのセット
6,490円
※字光式ナンバープレートには使用できません。

2.0S 2.0X 2.0G
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プラス
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① ②
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LANDY Accessories Catalogue Driving Support ［ ドライビング サポート ］Driving Support ランディにもっと快適・安心をプラス。
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SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories

2.0X 2.0G

2.0S

2.0S

※40 リモコンエンジンスターターセットと同時装着する場合は、42 リモコンエンジンスターター＆カーアラーム
セットを使用してください。
※40 リモコンエンジンスターターセット、42 リモコンエンジンスターター＆カーアラームセットと同時装着は
できません。
※写真は当該車両とは異なります。

※40 リモコンエンジンスターターセット、41 カーアラームセット（盗難警報装置）と同時装着はできません。
※取り付けはスズキサービス工場にご依頼ください。SUZUKI SDT-Ⅱ（車両診断機）によるセッティング作業が必要です。

リモコン操作でエンジンを始動できます。冬季の暖機運転は
もちろん、事前にエアコンスイッチを入れておけば、事前冷房
・暖房が可能です。

●換気の悪い場所や一般公道ではエンジンを始動しないでください。取扱説明書をお読みの上、車両周囲の安全を
十分確認してご使用ください。●指定された車両以外は装着しないでください。●地域により車両の停止中にみ
だりにエンジンを稼動させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。●電波到達距離は
見通し距離約300mですが、周囲の状況により異なります。特に、思いのほか遠くへ届く場合がありますので取
扱いにご注意ください。●リモコンエンジンスターターによるエンジン回転中は、電波式キーレスエントリーが作動
しない場合があります。エンジンを停止してご使用ください。

2.0S 2.0X 2.0G

●本商品の盗難警報機能は、規定操作以外（窃盗目的等）でドアを開けた時、警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐことはできません。車から離れる際は、車内に金品、貴重品を置かないようにしてください。

規定以外の方法でドアを開けると、車両のホーンと
ハザードランプで周囲に異常を知らせます。

2.0X 2.0G

Support
ミラー面の水滴をなじませ後方を見やすくするミラー
です。雨天時のドライブに大変役立ちます。

※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。

〈セキュリティランプ〉

〈リモコン〉

おでかけや、毎日の通勤にうれしい快適装備。

大切なクルマを盗難から守る、安心の装備。Support

Support ドアミラーの機能をアップ！

標準ミラーチタンクリア®ブルードアミラー

※タイヤチェーンは、同サイズのタイヤでもタイヤの種類（特に
スタッドレスタイヤ）やタイヤメーカーによって装着できない場合が
あります。

1 3

Support 雪道でのドライブに欠かせないアイテムです。4

2

快適、安心の装備をセットにしました。Support Set1+2

※41 カーアラームセット（盗難警報装置）と同時装着する場合は、42 リモコンエンジンスターター＆カーアラームセットを使用してください。
※41 カーアラームセット（盗難警報装置）、42 リモコンエンジンスターター＆カーアラームセットと同時装着はできません。
※取り付けはスズキサービス工場にご依頼ください。SUZUKI SDT-Ⅱ（車両診断機）によるセッティング作業が必要です。

●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。

●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。

2.0S 2.0X 2.0G
47 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

2.0S 2.0X 2.0G
46 タイヤチェーン（合金鋼スペシャル）

E9DL（43899-50Z10）　
195/65R15用　1台分（2本）セット
20,240円

●アイドリングストップ付車用

DAB1（①＋②＋③＋④＋⑤）
① 99001-52Z00-059 コントロールキット（リモコンエンジンスターター用）
② 99001-52Z00-089 ハーネスキット（リモコンエンジンスターター用）
③ 99001-52Z00-064 コントロールキット（カーアラーム用）
④ 99001-52Z00-091 ハーネスキット（カーアラーム用）
⑤ 99001-52Z00-092 リモコンアンテナキット

合計89,062円（本体価格81,197円＋参考取付費7,865円）

41 カーアラームセット（盗難警報装置）

DAAZ（①＋②＋③）
① 99001-52Z00-064 コントロールキット
② 99001-52Z00-093 インジケーターキット
③ 99001-52Z00-091 ハーネスキット

合計26,608円（本体価格23,748円＋参考取付費2,860円）

42 リモコンエンジンスターター＆カーアラームセット
●アイドリングストップ無車用

DAB0（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦）
① 99001-52Z00-059 コントロールキット（リモコンエンジンスターター用）
② 99001-52Z00-089 ハーネスキット（リモコンエンジンスターター用）
③ 99001-52Z00-064 コントロールキット（カーアラーム用）
④ 99001-52Z00-091 ハーネスキット（カーアラーム用）
⑤ 99001-52Z00-092 リモコンアンテナキット
⑥ 82110-52Z10 フードラッチ
⑦ 99001-52Z00-090 フードスイッチキット

合計100,305円（本体価格87,435円＋参考取付費12,870円）

40 リモコンエンジンスターターセット
●アイドリングストップ無車用

DAAX（①＋②＋③＋④＋⑤）
① 99001-52Z00-059 コントロールキット
② 99001-52Z00-088 リモコンアンテナキット
③ 99001-52Z00-089 ハーネスキット
④ 82110-52Z10 フードラッチ
⑤ 99001-52Z00-090 フードスイッチキット

合計67,319円（本体価格56,594円＋参考取付費10,725円）

●アイドリングストップ付車用

DAAY（①＋②＋③）
① 99001-52Z00-059 コントロールキット
② 99001-52Z00-088 リモコンアンテナキット
③ 99001-52Z00-089 ハーネスキット

合計56,076円（本体価格50,356円＋参考取付費5,720円）

2.0S 2.0X 2.0G
45 チタンクリア®ブルードアミラー

ABXP（99001-52Z00-080）　
交換タイプ　左右セット
20,515円（本体価格19,800円＋参考取付費715円）
※鏡面の色調は、見る角度により変化します。
※SGコート、ワックス、撥水剤などが表面に付くと、親水効果が得られなくなる場合があります。

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
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＞

タイヤチェーン着脱時に必須なアイテムを取り揃えたキットです。
2.0S 2.0X 2.0G
49 ウインターブレード＆アダプターセット

ABXR（①＋②）
① 99001-52Ｚ00-073　運転席側用　サイズ：625mm
② 99001-52Z00-068　アダプター

合計10,340円
※①ウインターブレード（運転席側用 サイズ：625mm）を装着する際は②アダプターが必要です。

2.0S 2.0X 2.0G

ABRW（①＋②）
① 99001-52Ｚ00-067　助手席側用　サイズ：340mm
② 99001-52Z00-068　アダプター

合計4,081円
※①ウインターブレード（助手席側用 サイズ：340mm）を装着する際は②アダプターが必要です。

2.0S 2.0X 2.0G

50 ウインターブレード

AB3U（99001-52Z00-049）　リヤ用　サイズ：285mm
3,267円

2.0S 2.0X 2.0G

48 ジャッキ

E9HH（89910-51Z30）
7,788円
※ジャッキハンドルは車両の付属品をご使用ください。

ラゲッジルーム内に収納できます。
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9インチモデルナビゲーションを装着する際に必要となります。

LANDY Accessories Catalogue Navi&Audio ［ ナビ＆オーディオ ］Navi&Audio あなたのカーライフがもっと楽しく！ もっと広がる！！

1211

スズキ純正ナビゲーションは、
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。

注1：Bluetooth®対応スマートフォンとスマートフォンアプリ「Smart Access 4car」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（一部有料）ですが、別途通信費が必要となります。契約携帯電話会社の料金プランなどをご確認の上、ご利用ください。　注2：iPhone5以前のiPhoneには対応してい
ません。接続可能なスマートフォンについては、https://www.clarion.com/jp/ja/genuine/suzuki/info/index.htmlをご覧ください。　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。接続可能な携帯電話については、https://www.clarion.com/jp/ja/genuine/suzuki/info/index.html
をご覧ください。　注4：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5：iPhone5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。　注6：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。＊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。

注記事項

High-grade Model

※写真は装着イメージです。※画面はハメコミ合成です。

音声認識機能、逆走注意機能を搭載した、大画面・高画質・高機能ナビ！
※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。）

※スマートフォン再生するWi-Fi接続タイプもあります。

SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI 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。

●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。

▶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.clarion.com/jp/ja/genuine/suzuki/info/index.html

　　　　　　　　 【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

静電容量式
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

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

9.0型
HD

音楽録音
CD
 注4

 注1

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

ETC
連動

ETC2.0
連動

後席専用
モニター

HDMI
入力

動画再生
iPod/
iPhone     注5

フリック
操作

ダブルタップ・
2点タッチ
操作

ドラッグ
操作

ピンチイン・
ピンチアウト
操作

スマホ感覚の操作がおすすめ！！

ナビ取付キット CA8P（①＋②＋③＋④＋⑤） 
① 99000-79CE5 取付キット ② 73117-52Z00　センターロア リッド
③ 73864-52Z00 センターガーニッシュ ベース ④ 73835-52Z00　クラスタパネル ベース
⑤ 73833-52Z00 クラスタパネル

合計47,883円（本体価格41,448円＋参考取付費6,435円）

3年間6万km保証
スズキ純正ナビゲーション

最長5年間
地図データ無料更新

後席のお子様にも大好評！

※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 CAAK（99000-79CK0）235,015円（本体価格234,300円+参考取付費715円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

60 ハイグレード9インチナビセット（クラリオン）
CAAP　9インチモデル　12セグ/ワンセグ地上デジタルテレビチューナー内蔵
238,315円（本体価格234,300円＋参考取付費715円＋盗難抑止アイテム3,300円）

システムアップメニュー＋
ドライブレコーダー＋

※写真はイメージです。

あなたの心強い目撃者。
ナビゲーションで
再生できます！

●ドライブレコーダー（ナビ接続タイプ）
　+VTRケーブル

後席専用モニター＋

●後席専用モニターセット
　（ルーフ取付タイプ）
　+HDMI接続ケーブル

＋131,613円
P13

＋41,030円
P16

＋27,720円
P15

　iPod/iPhone/HDMI＋

61 HDMI接続ケーブル
C9EN（99000-79AB6-ARM）　
iPod充電対応

5,445円
（本体価格3,300円＋参考取付費2,145円）
※ご利用の際は、別途Apple社製Lightning-Digital
　AV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。

お気に入りのiPod/iPhone
などの動画を車内で楽しむ！

ETC2.0＋
ETCの機能 ＋ 
ETC2.0のサービスが
受けられます！

■62 ＋■63 ■91 ＋■92 
P15

＋45,320円■80 ＋■81 

●ETC2.0車載器（ビルトインタイプ）
　+ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブル

ETC＋
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！

●ETC車載器（ビルトインタイプ）
　+ETC/ナビゲーション接続ケーブル

■83 ＋■84 

「自宅で目的地検索 → 車移動 → 駐車場 → 徒歩で目的地へ到着」の一連の流れを簡単に検索・誘導ができます。スマート
フォン連携により、普段使い慣れたスマートフォンを使用して、膨大で新鮮なGoogle Maps Platformのクラウドデータ
ベース情報を活用し目的地を検索。検索した目的地は自動的にナビゲーションに引き継がれ、乗車後に即ルート案内を
開始します。

「Door to Door ナビゲーション」NAVI
機 能

「Intelligent Tune」AV
機 能

ボーカルが記録されているセンターの中域成分を音源から抽出し
音量バランスを制御することで、ボーカルの定位のみを前後左右
へ移動します。

ボーカルイメージコントロール

音源から抽出したサラウンド成分を調整することで、ボーカルの
質感と前方定位を保ったまま臨場感のある音場を創出します。

バーチャルステージエンハンサー

MP3、WMAなど圧縮処理により失われた高域信号を再生成し、
圧縮前の原音に近い状態に復元します。

サウンドリストアラー

音響心理学に基づき、重低音の倍音成分を付加することによって、
重低音を増強します。

バーチャルバス

曲から曲へと変わる際や、テレビ番組からCMへ変わる時、映画を
見ている時など、音量レベルに差が生じる場合に最適な音量に
自動調整し、ボリューム操作の煩わしさを解消します。

ボリュームスムーサー

車の速度に合わせて音量を自動調整します。
車速連動ボリューム

スマートフォンで目的地や
駐車場を検索し、
目的地として設定

 
 

目的地は自動的に
ナビゲーションに引き継がれ、
乗車後に即ルート案内を開始

 
 

自宅までのルートも簡単に設定 駐車場所までの徒歩ルートを
スマートフォン上に表示

 

駐車場到着後は目的地までの
徒歩ルートをスマートフォン上に表示

 

自宅 車内 徒歩

※スマートフォン連携アプリご利用時の操作手順については、https://www.clarion.com/jp/ja/genuine/suzuki/info/index.html をご覧ください。
※対応アプリご利用には、Bluetooth®対応スマートフォンとスマートフォンアプリ「Smart Access 4Car」のインストールが必要となります。

●主要機能詳細

音楽CD録音方法（注4） メモリー［SDカード］録音（最大8倍速）
iPod/iPhone（注2） Lightningコネクタ端子対応
 （音楽再生：○ 動画再生：別売オプション 充電対応：○）
SDカード（注4） 音楽再生：MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC対応 
 動画再生：MPEG-4/H.264/WMV/FLV/AVI対応
USBメモリー（注6） 音楽再生：MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC対応 
 動画再生：MPEG-4/H.264/WMV/FLV/AVI対応　

アンテナセット（TVアンテナとGPSアンテナのセット）
CAAL（99000-79CJ3）　クラリオン製ナビ用

14,080円（本体価格5,500円+参考取付費8,580円）

ダウンロード

ユーザー登録

NEW DATA NEW DATAパソコンでの全更新

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、必要事項（機種コー
ド、シリアルなど）を入力します。

1 地図更新データ（圧縮版）を
パソコンにダウンロードします。

2 　の地図更新データを解凍
し、SDカードもしくはUSBメモ
リーにコピーします。

4 2 　で作成したSDカードをナビ本体に挿入、
もしくはUSBメモリーをナビ本体に接続し、
ナビ本体を操作してアップデートします。

5 4SDカード（市販品）もしくは
USBメモリー（市販品）をパソ
コンに挿入もしくは接続します。

3

■ご利用開始日より

最長5年間
■申込期間：2027年3月末まで
■更新期間：2027年3月末まで
■全更新：期間中最大3回

もしくは

SD

USB
もしくは

SD

USB
もしくは

SD

USB

NEW DATA

1280×720ドットの高精細HD画質により、大画面の隅々まで鮮明に映し出し
ます。さらに24bit/1677万色のフルカラー表示で、地デジや動画の美しさを
より豊かに表現。地図も背景色や細かい道まで緻密に描画し、文字もくっきりと
見やすく表示します。反射を抑える表面処理により外光などの映り込みを抑え
ます。また、指紋がつきにくく、さらりとした表面で快適にタッチ操作ができます。
スマートフォンやタブレットにも採用されている静電容量方式タッチパネルの
採用により、スマートフォン感覚で地図スクロール、ドラッグ操作はもちろん、
Quad View操作もスムーズに行なうことができます。

おすすめ
ポイント

2
ディテールの美しさで違いがわかる
「高精細ノングレアディスプレイ」

おすすめ
ポイント

3
4つのエリアを一画面に
表示可能な「Quad View HMI」

ひとつの画面に、ナビゲーション、オーディオ、ツール、アプリ
ケーションの4エリアを表示。常に地図を表示しながら、目的に
合わせメインエリアの拡大縮小・切り替えや、エリアの入れ替え
も自由自在に行なうことができます。メイン画面を見ながら
同時に他の機能も一目で認識でき、ワンタッチで切り替え
られる画期的な画面表示です。 

細部まで高精細に
再現

※画像はイメージです。 文字やアイコンも
高解像度でくっきり
と表示

HDWVGAHDWVGA

おすすめ
ポイント

1
高速道路逆走検知
注意喚起機能

高速道路・有料道路のジャンクション、インターチェンジ、SA・
PAの本線合流部での逆走を検知し、画面表示と音声案内で警告
します。

逆走検知機能
高速道路・有料道路のSA・PAでの駐車後の再発進時に、画面
表示と音声案内で注意喚起します。

逆走注意喚起機能

※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。　※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。

エリア入れ替え操作
均等4分割画面での表示中、ドラッグ操作で上下・左右・斜めに各エリア位置の入れ替えが可能です。

上下 左右 斜め

2022年
モデル
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200mm WIDE ModelAudio

※82 ETC2.0車載器もしくは83 ETC車載器（ビルトインタイプ）、
　90、91 ドライブレコーダーを同時装着する場合、ハーネスキットは
　1セットで装着可能です。

●7.0インチWVGAタッチパネル液晶搭載。
●「Apple CarPlay」、「Android Auto」に対応。
●Bluetooth®機能搭載。ハンズフリー通話、オーディオ再生に対応。
●後席専用モニター、ドライブレコーダーに対応。

後席専用モニター＋
●後席専用モニターセット（ルーフ取付タイプ）

ポータブルAV機器＋

ハーネスキット C9XV（99000-79BC8）

オーディオを装着する際に必要となります。※

　　　　　　　　 【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

■ナビゲーション・オーディオ商品のアイコン説明

機能アイコンの見方

対応していない場合の表記

対応している場合の表記

●●型
●●GA

後席専用
モニター

●●型
●●GA

後席専用
モニター

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

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。

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

後席専用
モニター

後席でテレビ番組や
DVDなどの映像を楽し
むことができます。

iPod/iPhoneの動画を
再生できます。

動画再生
iPod/
iPhone

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

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。

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

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。

12セグ/
ワンセグ
TVチューナー

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

モニターのサイズ。
画面に直接タッチして
オーディオの操作ができ
ます。

●●型
タッチパネル
モニター

後席専用
モニター

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

　　　　　　　　システムアップ＋

ドライブレコーダー＋

注1：iPhoneのSiri、Google音声認識に対応しています。
注2：Apple CarPlay、Android Autoに対応しています。
注3：iPhone4以前のiPhoneには対応していません。
注4：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://jpn.pioneer/ja/support/dop/suzuki/ をご覧ください。

主要機能
7.0型
WVGA
感圧式
タッチパネル

音楽再生
CD

AM/FM
ラジオ

ワイド
FM

Bluetooth
ハンズフリー
通話

音楽再生
USBメモリー

音楽再生
Bluetooth

注4

DVD
VIDEO

音楽再生
iPod/
iPhone    注3

スマートフォン
連携

注2注1

音声
認識

■72 

スズキ純正オーディオは、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。

●ドライブレコーダー（ナビ接続タイプ）+VTRケーブル

P16
※スマートフォン再生するWi-Fi接続タイプもあります。

P13■64 ■91 ＋■92 

SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI 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。

●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。

＋107,567円 ＋40,480円

8,800円

72 VTRケーブル
C9BL（99000-79X94）
4,895円（本体価格2,750円＋参考取付費2,145円）
※ポータブルAV機器などを接続する際に必要となります。 ※ケーブルの長さ：2m
※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。
※ナビ接続タイプのドライブレコーダー用92 VTRケーブル（99000-79BF6）と同時装着はできません。

71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤー
CA38（99000-79BM7）  200mmワイドモデル
専用リモコン、ハンズフリーマイク同梱
50,875円（本体価格46,585円＋参考取付費4,290円）

●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。　●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。

●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。）

LANDY Accessories Catalogue Navi&Audio ［ ナビ＆オーディオ ］Navi&Audio あなたのカーライフがもっと楽しく！ もっと広がる！！

ランディ シアター開演！！

家族や仲間とのドライブがさらに楽しい時間に！

●後席専用モニター単体では映像は出ませんので、前席のナビゲーションと組み合わせてご使用ください。
●後席専用モニターの画面の開閉操作は手動式となります。●付属のリモコンで、ナビゲーションの操作は
できません。

サードシートからでも見やすい後席専用11インチワイド液晶モニターです。ナビゲーションと組み合わせる
ことにより、後席でテレビなどの映像を楽しむことができます。

※写真はイメージです。 
※画面はハメコミ合成です。

対応ナビセット

クラリオン ■60  CAAP

対応オーディオ

パイオニア ■71  CA38

2.0S 2.0X 2.0G 2.0S 2.0X 2.0G

64 後席専用モニターセット（ルーフ取付タイプ）
（パイオニア製オーディオ用）

CA5S（①＋②）
① 99001-52Z00-062 本体キット（11インチワイドXGA液晶モニター）
② 99001-52Z00-063 取付キット

合計107,567円（本体価格101,132円＋参考取付費6,435円）

62 後席専用モニターセット（ルーフ取付タイプ）
（クラリオン製ナビ用）

CA5R（①＋②）
① 99001-52Z00-060 本体キット（11インチワイドXGA液晶モニター）
② 99001-52Z00-061 取付キット

合計115,718円（本体価格107,853円＋参考取付費7,865円）
※ナビゲーション接続には、別途63 HDMI接続ケーブルが必要となります。

63 HDMI接続ケーブル
CA3X（99000-79BR3）　
クラリオン製ナビ接続用　後席モニター（HDMI仕様）接続用     
15,895円（本体価格13,750円＋参考取付費2,145円）

※写真はイメージです。 ※画面はハメコミ合成です。
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※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。

【アイドリングストップ車でETC2.0/ETC車載器をご利用になる際の注意事項について】
アイドリングストップ機能がはたらくと、エンジン再始動時にETC2.0/ETC車載器
が再起動する場合があります。料金所付近の渋滞等でアイドリングストップ機能
がはたらき、万が一、ETC2.0/ETC車載器が再起動した場合は、ＥＴＣカードが
認証されたことを必ずご確認の上、ご利用ください。

System Up ナビゲーションやオーディオに多彩な機能をプラス。 LANDY Accessories Catalogue System Up ［ システムアップ ］

●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ダッシュボード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。

エンジンをかければ自動的に電源がオンになり、映像や音声※1を常時記録します。
エンジンをかけていない時でも、衝撃を検知すると録画を開始します。記録した
データはナビゲーションやパソコンで再生します。※2

あなたの心強い目撃者！ 前方の映像を記録する車載カメラ装置です。万一のときの映像と音声を記録します。

ドライブレコーダー

対応ナビセット

クラリオン ■60  CAAP

対応ナビセット

クラリオン ■60  CAAP

※1 音声録音はON/OFF切替できます。 
※2 ナビゲーションとの接続には、別途VTRケーブルが必要となります。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。

本体に録音用マイクを内蔵。
音声録音はON/OFF切り替
えることができます。

音声録音機能
黒つぶれや白とびを補正し、
夜間や昼間逆光時もバランス
のとれた記録を実現しました。

 HDR機能
駐車時にも衝撃を検知する
と映像を記録します。

駐車時録画機能
識別が困難だった車両ナンバー
などの細かい情報も、高画質で
記録することが可能です。

高画質記録
映像とともに位置や速度情報
などの確認ができます。

GPS情報連動

大切なナビやオーディオを盗難から守る、盗難抑止のオススメアイテム！
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。

※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）

※上記の警告ウインドーステッカーが
2枚同梱されます。

ETC2.0車載器 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/）

●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。
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！ETC車載器

カーナビレス
音声案内タイプ

※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

ナ ビ と の
接 続 が
おすすめ！
ナビに接続することで、
ETCがより便利に

渋滞回避支援、安全運転支援、緊急メッセージ
高速道路上にあるITSスポットからリアルタイムな情報を受信し、渋滞情報、
気象情報などの道路情報や、地震などの緊急情報をお知らせします。

●渋滞回避支援

使用料金/履歴確認
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。

●安全運転支援 ●緊急メッセージ

ETC2.0
車載器
対応

ETC2.0
車載器
対応

ETC
車載器
対応

スズキ純正ETC2.0、ETC車載器は、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。

［スプリアス規格変更について］電波法関連法令の改正により、2022年12月1日以降、一部のETC車載器が
使用できなくなります。スズキアクセサリーカタログに掲載のETC2.0/ETC車載器は、新しいスプリアス規格に対応
しており、電波法の改正以降も引き続きご使用いただけます。詳しくは、ITSサービス高度化機構のホームページを
ご覧ください。https://www.its-tea.or.jp/users/

［セキュリティ規格変更について］ETCおよびDSRC車載器において、お客様の決済情報を将来にわたり安全に保護
するため、国土交通省・高速道路会社主導のもと、セキュリティ規格の変更が実施される予定です。スズキアクセサリー
カタログに掲載の新セキュリティ規格対応車載器は、将来実施されるセキュリティ規格の変更に対応しています。詳しくは、
ITSサービス高度化機構のホームページをご覧ください。https://www.its-tea.or.jp/users/

スマートフォンとWi-Fi接続することで、記録した映像を
スマートフォンで再生することができます。各種設定も
スマートフォンで行なえます。
※ナビゲーションで再生することはできません。
※スマートフォンでの再生には、無料の専用アプリをインストールする必要があります。
　再生可能なスマートフォンについては、https://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drviewerI/
　をご覧ください。

Wi-Fi接続
タイプ

対応ナビセット・オーディオ
クラリオン ■60  CAAP
パイオニア ■71  CA38

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。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。
※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。
※ナビゲーションとの接続には、別途92 VTRケーブルが必要となります。

ナビ接続
タイプ

注1：ナビゲーションとの接続には、別途VTRケーブルが必要な場合があります。操作はドライブレコーダー本体側で行ないます。　注2：スマートフォンでの再生には、無料の専用アプリをインストールする必要があります。再生可能なスマートフォンについては、
https://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drviewerI/をご覧ください。　注3：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 日本語版 32/64ビット版、Windows8、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。　注4：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。　注5：標準装備のmicroSDカードの場合。　注6：走行中または停車中に衝撃を検知すると、約
20秒間（前約12秒、後約8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。　注7：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。　注8：【EVENT】スイッチを押した時点から、約20秒間（前約12秒、後約8秒）を5件まで保護します。5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。
注9：【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。　注10：駐車時に衝撃を検知した約4秒後から、約60秒間を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。　注11：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。　注12：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。　注13：高画質録画時、HDR機能はOFFになります。
●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。　●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　●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。

商品
コード

■ドライブレコーダー機能一覧表

ナビゲーション
連動品 番 Wi-Fi接続

（スマートフォン）
パソコン
再生

有効
画素数 画 角 記録

方法カメラ 動画/音声
圧縮方式

映像
フレーム
レート

記録保護件数
駐車時
衝撃検知

スイッチ
操作

衝撃
検知長時間標 準高画質

microSD
16GB付属

記録
媒体

音声
録音

動作温度
範囲HDR GPS

画像サイズ 映像記録時間注5

注12

CA68 99000-79BP5

ON/OFF
切替可1280×720

約200分
1920×1080
約140分

2304×1296
約100分27fpsMP4

（H.264+AAC）
水平117°
垂直63°

1/3インチ
カラーCMOS

約300万
画素

 -20℃～
65℃●

×

ナビゲーション
接続

●注1 × ●注4 10件
注7

20件
注9

40件
注11

●
注13

常時
録画

microSD
8GB付属C9XW 99000-79BA8 640×360

約260分
1920×1080
約170分

1920×1080
約130分28fpsMP4

（H.264+AAC）
水平117°
垂直70°

1/2.7インチ
カラーCMOS

約200万
画素 ●●× × 注2 ●注3 10件

注6
5件
注8

10件
注10

SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories

※イラストは当該車両とは異なります。

装着イメージ図

ロックボルト

●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。

●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。

92 VTRケーブル
C9BK（99000-79P43）　クラリオン製ナビ接続用  
 3,300円
CA0G（99000-79BF6）　パイオニア製オーディオ接続用  
 2,750円
※72 VTRケーブル（99000-79X94）と同時装着はできません。

91 ドライブレコーダー（ナビ接続タイプ）
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 ： 運転席側フロントガラス上部
37,730円
（本体価格30,580円＋参考取付費7,150円）

90 ドライブレコーダー（Wi-Fi接続タイプ）
C9XW（99000-79BA8）
microSDカード（8GB）、SDカードアダプタ、取付キット同梱　
取付位置 ： 運転席側フロントガラス上部
37,950円
（本体価格30,800円＋参考取付費7,150円）

93 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
4,730円（本体価格3,300円＋参考取付費1,430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。

82 ETC2.0車載器
CA7C（99000-79BY8）
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：フロントガラス上部
40,920円（本体価格35,200円＋参考取付費5,720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。
※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。

※クラリオン製ナビを装着する場合は必要ありません。
※71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤー、90、91 ドライブレコーダーを同時装着する場合、ハーネスキットは1セットで装着可能です。
　ハーネスキットに接続できるオーディオは、71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤーです。

ハーネスキット C9XV（99000-79BC8）

ETC2.0車載器を装着する際に必要となります。※

8,800円

84 ETC／ナビゲーション接続ケーブル
C9A4（99000-79T44） クラリオン製ナビ接続用
5,500円

83 ＥＴＣ車載器（ビルトインタイプ）
CA7N（99000-79BY2）　音声タイプ  ナビゲーション連動機能付　
取付ブラケット付　本体取付位置：運転席アンダーポケット  
アンテナ取付位置：フロントガラス上部
22,220円（本体価格16,500円＋参考取付費5,720円）
※ナビゲーション接続には、別途84 ETC/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。
　71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤーと連動はできません。

※クラリオン製ナビを装着する場合は必要ありません。
※71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤー、
　90、91 ドライブレコーダーを同時装着する場合、ハーネスキットは
　1セットで装着可能です。ハーネスキットに接続できるオーディオは、
　71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤーです。

スズキ純正ドライブレコーダーは、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。

スズキ純正ドライブレコーダー

ハーネスキット C9XV（99000-79BC8）ドライブレコーダーを装着する際に必要となります。※

※クラリオン製ナビを装着する場合は必要ありません。
※71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤー、82 ETC2.0車載器もしくは83 ETC車載器(ビルトインタイプ)を同時装着する場合、
　ハーネスキットは1セットで装着可能です。ハーネスキットに接続できるオーディオは、71 モニター付DVD/CD/USBプレーヤーです。

8,800円

ハーネスキット C9XV（99000-79BC8）

ETC車載器を装着する際に必要となります。※

8,800円

専用設計なのでインパネのポケットにぴったり収まります。
見た目をスッキリさせたい方におすすめです。

81 ETC2.0／ナビゲーション接続ケーブル
CA9T（99000-79CH3）　クラリオン製ナビ接続用    
6,600円

80 ＥＴＣ2.0車載器（ビルトインタイプ）
CA7P（99000-79BX7）　本体取付位置：運転席アンダーポケット　アンテナ取付位置：フロントガラス上部
38,720円（本体価格33,000円＋参考取付費5,720円）
※ETC2.0車載器単体ではご利用にはなれません。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、別途81 ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。
※ETCゲート入口での音声・ビープ音による案内はありません。
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国際標準化機構（ISO）がチャイルドシートの誤装着を防止するために定めたチャイルドシートの固定方式の規格です。ISOFIX対応チャイルドシートなら簡単に装着、取り外しができます。
またチャイルドシートが車体に固定されるため、走行中に座席からずれたり緩んだりすることなく、万一の際にも安心です。

体　　重

参考身長

参考年齢

※身長と体重は参考です。●ご使用の目安

0カ月 4 歳生後
9カ月

～70cm

～9kg

～100cm

～18kg

12 歳

～150cm

～36kg～15kg～13kg

～85cm

97 チャイルドシート
幼児用シートとして使用乳児用シートとして使用

98 ジュニアシート

255mm

55mm＊

200mm

35mm＊
250mm

190mm

ハンマー部

カッター部

1817

携帯リモコンをウエストベルトやバッグ
に簡単ホールド！

For Children お子様の安全のために。

〈収納時〉

※写真は4ボタンタイプです。

※参考取付費には、キーカット代と登録費用が含まれています。

2.0S 2.0X

2.0G

キーレスプッシュスタートシステムの
追加用送信機です。

Child Seat
I SO F I X  テザータイプ

シートベルト固定タイプ

●ベースシート
チャイルドシート、ベビーシート
共用ですので、乳児～4歳位
まで継続してご使用
いただけます。

●チャイルドシート
※シートベルトで固定する場合、0ヶ月～9ヶ月くら
いまではベビーシートとして、9ヶ月～4歳くらいま
ではチャイルドシートとして使用できます。
※ISOFIX方式で装着する場合（前向きのみ）は、
別途ベースシートE9AAが必要です。

●ジュニアシート
※3歳から12歳くらいの
お子様に使用いただけ
ます。
※ISOFIX方式での取り
付けはできません。

●チャイルドシート
※シートベルトで固定する
場合、0ヶ月～9ヶ月くらい
まではベビーシートとして、
9ヶ月～4歳くらいまでは
チャイルドシートとして使用
できます。
※ISOFIX方式での取り付け
はできません。

※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。　※助手席及び2列目・3列目中央席には装着できません。　※ISOFIX方式での取り付けはできません。

※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。　※助手席及び2列目・3列目中央席には装着できません。

注1：やむを得ず助手席にチャイルドシートを装着する場合は、必ずシートを最後端まで下げた位置での取り付けをお願いします。また、その
場合は、シートベルトでの固定となり、ISOFIX方式での装着はできません。

注2：シートベルト固定の場合、3列目への乗降がない場合のみ取り付け可能です。
注3：ISOFIX方式での装着の場合、シート背裏のパーソナルテーブルは使用できません。
注4：チャイルドシートをベビーシートとして使用する場合は、後向きでの装着となります。この場合は、シートベルトでの固定となり、ISOFIX
方式での装着はできません。

注5：ISOFIX方式での取り付けはできません。シートベルト固定のみとなります。
注6：ベビーシートはISOFIXのみの固定です。

注7：やむを得ず助手席にチャイルドシートを装着する場合は、必ずシートを最後端まで下げた位置での取り付けをお願いします。また、その
場合は、シートベルトでの固定となり、ISOFIX方式での装着はできません。

注8：シートベルト固定の場合、3列目への乗降がない場合のみ取り付け可能です。
注9：チャイルドシートをベビーシートとして使用する場合は、後向きでの装着となります。この場合は、シートベルトでの固定となり、ISOFIX
方式での装着はできません。

○：装着可  ×：装着不可チャイルドシート・ジュニアシート適用表（ランディ）
2列目 3列目
中央席

前席
助手席 両サイド席 両サイド席取付向き

サイズ
幅×高さ×奥行（mm）商品名

取付位置

○：装着可  ×：装着不可ベビーシート・チャイルドシート適用表（ランディ）
2列目 3列目
中央席

前席
助手席 両サイド席

×
×

○
○

×
×

両サイド席

○
×

ISOFIX
ベビーシート

ISOFIX
チャイルドシート

×
×

×
○注3・6

注2・3

注2・4

注5注1

×
×

×
×

取付向き

前向き
後向き

前向き
後向き

サイズ
幅×高さ×奥行（mm）商品名

取付位置

410×440×640（ベースシート未装着時）
410×480×640（ベースシート装着時）

440×630×490（ベースシート未装着時）
440×670×490（ベースシート装着時）

●ベビーシート
※ISOFIX方式で装着する場合は、
　別途ベースシートE9AAが
　必要です。

ISOFIXベビーシート・チャイルドシート 1. ベースシートを専用アンカーに固定します。
2. ベビーシート・チャイルドシートをベースシートに装着します。
3. テザーベルトをテザーアンカーへ取り付けます。《装着方法の概要》

For your favorite 楽しいカーライフをお手伝い。 

ランディには便利なアイテムを多数取揃えています。 

SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI Genuine Accessories SUZUKI Genuine AccessoriesSUZUKI 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。

●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。

2.0S 2.0X 2.0G

セット合計99,000円

96 チャイルドシート

本体 E9AE（99000-99018-C15） 60,500円
ベースシート E9AA（99000-99018-C13） 38,500円

セット合計77,000円

2.0S 2.0X 2.0G
95 ベビーシート

本体 E9AB（99000-99018-C14） 38,500円
ベースシート E9AA（99000-99018-C13） 38,500円

97 チャイルドシート

E9FN（99000-99018-C16）
シートベルト固定タイプ　
33,000円

98 ジュニアシート

E9K1（9918C-76R00）　
シートベルト固定タイプ
35,200円

112 追加用リモコンセット（4ボタンタイプ）

D9ZG（①＋②）　ロック・アンロック、両側パワースライドドア
① 37172-52Z10　リモートキー
② 37145-51Z50　キープレート

合計11,451円（本体価格7,876円＋参考取付費3,575円）
※2.0Gの標準装備品と同等品です。

111 追加用リモコンセット（3ボタンタイプ）

D9ZF（①＋②）　ロック・アンロック、左側パワースライドドア
① 37172-52Z00　リモートキー
② 37145-51Z50　キープレート

合計11,451円（本体価格7,876円＋参考取付費3,575円）
※2.0S、2.0Xの標準装備品と同等品です。

110 ワンタッチ携帯
リモコンホルダー

E9CP（99000-990X6-A16）　ブラック
E9CQ（99000-990X6-A17）　ブラウン
E9CR（99000-990X6-A18）　ダークグリーン
素材：金属、皮革
各1,870円
※写真の携帯リモコンは当該車両とは異なります。

体　　重

参考身長

参考年齢

※身長と体重は参考です。●ご使用の目安

0カ月 4 歳生後
9カ月

～70cm

～9kg

～100cm

～18kg～15kg～13kg

～85cm

95 ベビーシート

96 チャイルドシート
幼児用シートとして使用乳児用シートとして使用

シートベルト固定式
チャイルドシート

シートベルト固定式
ジュニアシート

○
○

×
×

注8

注8・9
○
○

×
×

○ × ○×

注7前向き

前向き

後向き
485×655×485

450×690×480

ベビーシート／チャイルドシート／ジュニアシート

2.0S 2.0X 2.0G 2.0S 2.0X 2.0G

リチウムコイン電池内蔵で、ふたを開ける
とLED照明が点灯するため、夜間の使用
にもたいへん便利です。

※写真は点灯イメージです。

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。

レジャーグッズ類の空気充填に
利用できます。

緊急時に役立つ道具をセットに
しました。

オーナーズマニュアル・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。

■ 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〉

●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。

拡大

トラブル発生などの「緊急停車中」を知らせる停止表示板です。
昼夜を問わず優れた被視認性。必携のアイテムです。

開いた状態

108 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

103 停止表示板
E9H2（99256-68P00）　
収納ケース付　
収納時サイズ：縦119mm×横427mm×高さ48mm
2,970円

102 パーソナルツール
E9BH（99000-99034-T62）　
10点セット（ケース付）　
収納時サイズ：長さ260mm×幅85mm×高さ50mm
7,920円

109 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

104 緊急ツール
　　 （RE-20-J）
E9LG（9925E-84S10）　
取付ホルダー付
2,750円

101 LEDライト付
エアーコンプレッサー

E9H1（99000-79AW2）  DC12V
サイズ：縦200mm×横156mm×高さ70mm
電源コード長：3.3m  エアーホース長：520mm
付属品：アダプター3個
（自転車用、ボール用ニードル、レジャー用品用）、
スペアヒューズ1個
8,580円
※車載のパンク修理キットはご使用になれません。

107 照明付灰皿
BAE5（99001-52Z00-056）
2,200円

JIS認証取得（日本産業規格D5716）



SC27  SGC27  SGNC27

カタログ品番：99000-4840N-A27
適応車両型式

ランディ アクセサリーカタログ

2
浜松市南区高塚町300432-8611

https://www.suzuki.co. jp/accessory_car/

車室内 消臭・抗菌コーティング　持続型消臭・抗菌コートで車室内の空間コーディネート。

抗菌効果
カビや細菌を防ぎ
新車の清潔さを
キープ。

写真はイメージです。

＊

＊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。

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。 消臭・防臭効果

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。

効果持続期間
約1年間

安心・安全
天然由来
成分配合。

▼詳しくはこちら！

●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2021年10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、車両登録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・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。｠

スズキアクセサリー
サイトはこちら

▼

※新車時にのみ施工が可能です。　※施工範囲はサードシートを除いた部分になります。
※2.0Gはシート地がレザー調クロスのため施工できません。　
※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。

エクスター
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。

121 ECSTAR 
　　エアコーデ メンテナンススプレー

F9FG（99000-59295）　240ml　
2.0S 2.0X

2,200円

エクスター

2.0S 2.0X
120 ECSTAR エアコーデ

F9FF（99000-59294）
10,945円（本体価格8,800円＋参考取付費2,145円）


