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01 SUZUKI Genuine Accessories

写真：スティングレー HYBRID T　アクセサリー装着車
ボディーカラー：フェニックスレッドパール（ZLB）

写真：HYBRID FZ　アクセサリー装着車
ボディーカラー：ピュアホワイトパール（ZVR）
写真：HYBRID FZ　アクセサリー装着車
ボディーカラー：ピュアホワイトパール（ZVR）

写真：HYBRID FX　アクセサリー装着車　ベージュ内装
ボディーカラー：アクティブイエロー（XWH）

COOL STYLE
クールスタイル

ELEGANT STYLE
エレガントスタイル

STREET STYLE
ストリートスタイル

02

写真：HYBRID FZ　アクセサリー装着車

さりげなく上品なエレガントスタイル。

爽やかでスポーティーなクールスタイル。

圧倒的な存在感を放つストリートスタイル。

写真：スティングレー HYBRID X　アクセサリー装着車

写真：HYBRID FX　アクセサリー装着車　ベージュ内装
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様々なアレンジができる
専用アイテムをご用意。
さらにスタイリッシュで
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03 SUZUKI Genuine Accessories
→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

08.ラゲッジユーティリティ

BADX（9915B-63R00）　取付位置：ラゲッジルーム右側面
5,225円（本体価格3,080円＋参考取付費2,145円）
※走行中は使用しないでください。
ちょっとした小物置きに使用できます。
最大耐荷重：0.5kg サイズ：横180mm×縦210mm×奥行210mm

　　  （開いた状態）

FXFA FZ X T

閉めた状態開いた状態

09.ティッシュボックスホルダー

E9J5（99187-63R00）　小物入れ付
ティッシュボックス収納部サイズ：縦230mm×横115mm×高さ55mm
5,280円
※ティッシュボックスのサイズによっては収納できない場合があります。
※■85 防水シートカバーと同時装着はできません。

FXFA（CVT車） FZ X T

07.インパネトレー

①BADU（9914E-63R10） 運転席側
②BADV（9914E-63R00） 助手席側
ブラック　材質：シリコン
各5,280円
※■27  ■55 インパネトレーマットと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

06.ホルダーカバー

①BADY（9914J-63R00） ブラック
②BADZ（9914J-63R00-001） ホワイト
各6,820円（本体価格3,960円＋参考取付費2,860円）
※両サイドに装着する場合は2セット必要です。
※形状によっては収納できない場合があります。
車両標準装備のアンブレラホルダーに直径約22mmまで、
全長約900mmまでのステッキ等も収納することができます。

FXFA FZ X T

写真：HYBRID FX　アクセサリー装着車　ベージュ内装
ボディーカラー：フェニックスレッドパール（XLB）

① ②

①

ELEGANT STYLE
エレガントスタイル

ELEGANT STYLE set
01+02②+03+04①+05⑪+12×4+13③×4+105 ¥273,515

ブラック ホワイト

運転席側 助手席側

02② 12+13③

01｜ルーフエンドスポイラー
02｜フロントグリル
03｜ドアミラーカバー
04｜ハロゲンフォグランプ（IPF）
05｜フォグランプベゼル
12｜アルミホイール（14インチ）
13｜アルミホイールハーフキャップ

105｜ドアバイザー

装着アクセサリー

もっと使いやすく
快適な空間をあなたに

●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。 04

11.シートバックポケット
BALA（99257-79R10-001）　フロア収納ボックス付
8,635円（本体価格7,920円＋参考取付費715円）
※運転席側には装着できません。
※■50  ■52 革調シートカバー、■260 シートクリーンカバー、■261 キックガード、
　■262 サポートハンドルと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

10.フロアボックス

BADW（99149-63R00）　ブラック　材質：合成ゴム
5,995円（本体価格3,850円＋参考取付費2,145円）
小物入れとして使用できます。

FXFA（CVT車） FZ X T

ELEGANT STYLE
さりげなく上品なエレガントスタイル。

フロア収納ボックスを
折り畳んだ状態

02.フロントグリル

①AB67（9911C-63R70）　
全方位モニター用カメラパッケージ（メーカーオプション）無車用
34,430円（本体価格33,000円＋参考取付費1,430円）

②AB68（9911C-63R80）
全方位モニター用カメラパッケージ（メーカーオプション）装着車用
クロームメッキ
37,290円（本体価格33,000円＋参考取付費4,290円）

FXFA

FX

01 03

01.ルーフエンドスポイラー

ABT8 （99110-63R00-ZWH） ZWH アクティブイエロー
AB5L （99110-63R00-ZWY） ZWY ブリスクブルーメタリック
AB5M （99110-63R00-ZJH） Z JH  フィズブルーパールメタリック
ABMR （99110-63R00-ZLB） Z L B  フェニックスレッドパール
AB5P （99110-63R00-ZSF） ZSF  アーバンブラウンパールメタリック
AB5Q （99110-63R00-26U） 26U ホワイト
AB5R （99110-63R00-ZVR） ZVR ピュアホワイトパール
AB5S （99110-63R00-Z2S） Z2S  シルキーシルバーメタリック
AB5T （99110-63R00-Z J3） Z J 3  ブルーイッシュブラックパール3
ABT7 （99110-63R00-ZVG） ZVG シフォンアイボリーメタリック
LEDハイマウントストップランプ付
各47,190円（本体価格42,900円＋参考取付費4,290円）
※HYBRID FZ、スティングレーの標準装備品と同等品です。
※標準装備のハイマウントストップランプは使用しません。

FXFA

03.ドアミラーカバー

AB1P（99122-52R00）　
クロームメッキ　左右セット　交換タイプ
21,560円
（本体価格18,700円＋参考取付費2,860円）

FXFA

04①+05⑪04①+05④ 04②+05④

05.フォグランプベゼル
①DA8L （99171-63R00-ZWH） ZWH アクティブイエロー
②DA0R （99171-63R00-ZWY） ZWY ブリスクブルーメタリック
③DA0S （99171-63R00-ZJH） Z JH  フィズブルーパールメタリック
④DA8M （99171-63R00-ZLB） Z L B  フェニックスレッドパール
⑤DA0U （99171-63R00-ZSF） ZSF アーバンブラウンパールメタリック
⑥DA0V （99171-63R00-26U） 26U ホワイト
⑦DA0W （99171-63R00-ZVR） ZVR ピュアホワイトパール
⑧DA0X （99171-63R00-Z2S） Z2S シルキーシルバーメタリック
⑨DA0Y （99171-63R00-Z J3） Z J 3  ブルーイッシュブラックパール3
⑩DA8K （99171-63R00-ZVG） ZVG シフォンアイボリーメタリック
⑪DA0Z （99171-63R00-0PG） クロームメッキ
左右セット
各7,700円
※FA、HYBRID FXに■04 ハロゲンフォグランプ（IPF）を装着する際に必要です。

FXFA

04.ハロゲンフォグランプ（IPF）

①DA0D（99173-63Ｒ00） 
　クリアレンズ　発光色：白
②DA0E（99173-63Ｒ10） 
　イエローコーティングレンズ　発光色：黄色
12V35W　H8　レンズ部：ガラス製
各31,350円
（本体価格24,200円＋参考取付費7,150円）
※取り付けには■05  ■25 フォグランプベゼルが必要です。

FXFA FZ

14.アルミホイール（14インチ）
A9BJ（43201-72890-27N）　シルバー　14×4.5J
Sマーク入り、バルブ、ナット（4個）付　
16,940円/本（本体価格12,650円/本＋参考取付費4,290円/本）
※価格は1本あたりの金額です。

FXFA FZ X

15.アルミホイール（15インチ）
A9R1（43201-65840-27N）　シルバー　15×4.5J
Sマーク入り、バルブ、ナット（4個）付
18,040円/本（本体価格13,750円/本＋参考取付費4,290円/本）
※価格は1本あたりの金額です。

T

12.アルミホイール（14インチ）
ABCG（99277-79R00-Z4P）　ホワイト　
14×4.5J　バルブ、ナット（4個）付
26,290円/本
（本体価格22,000円/本＋参考取付費4,290円/本）
※価格は1本あたりの金額です。
※取り付けには、別途いずれかの■13 アルミホイールハーフキャップが必要です。
※■115 ホイールロックナットセットと同時装着はできません。

FXFA FZ X

13.アルミホイールハーフキャップ
①ABB7（43250-63R00-PSP） シルバー 1枚
2,200円
②ABSX（43250-63R00-ZWH） イエロー 1枚
③ABSZ（43250-63R00-Z LB） レッド 1枚
各3,080円

FXFA FZ X

12.アルミホイール（14インチ）

13①.アルミホイール
 ハーフキャップ（シルバー）

13② 13③



【デカール類についてのご注意】各種デカール類を取り付ける場合は、ボディコート施工前に取り付けてください。ボディコート施工後に取り付けますとはがれの原因になります。
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28.ルームミラーカバー

BAD5（99145-63R00）　
ハンサムリラックス
8,415円
（本体価格7,700円＋参考取付費715円）
※■42 ルームミラーカバー、■90 ルームミラーカウルと
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

27.インパネトレーマット

BADJ（9914F-63R20）　
ハンサムリラックス
5,500円
※■07 ②インパネトレー（助手席側）と
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

COOL STYLE
クールスタイル

20｜フロントバンパーガーニッシュセット
21｜フード&ルーフデカール
22｜サイドデカール
24｜ドアミラーカバー
　　（LEDサイドターンランプ付ドアミラー用）
04｜ハロゲンフォグランプ（IPF）
25｜フォグランプベゼル

装着アクセサリー

COOL STYLE set
20+21+22+24+04①+25 ¥122,430

写真：HYBRID FZ　アクセサリー装着車
ボディーカラー：ノクターンブルーパール（ZJP）

26.シートカバー

BACM（99180-63R60）
ハンサムリラックス
1台分（フロント・リヤ）セット
材質：ポリエステル（ヘッドレスト部:合皮）
36,575円
（本体価格33,000円＋参考取付費3,575円）
※■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、
　■133 ラゲッジマット（シート背裏あり）と
　同時装着はできません。
※■300  ECSTAR エアコーデは施工できません。
前面（背もたれ、座面）に撥水加工を
施しています。

FZ

●運転席、助手席、後席の背裏はカバー
　していません。

ハンサムリラックスセレクション Handsome Relax Selection
格好良さと心地良さを感じるおすすめコーディネート

22

21

20

→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

パイピング部

●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。 06

ハンサムリラックスセレクション
26+27+101 ¥62,590

26｜シートカバー
27｜インパネトレーマット

101｜フロアマット（ジュータン）
　　　 〈リップル〉

装着アクセサリー

写真：HYBRID FZ　アクセサリー装着車

COOL STYLE
爽やかでスポーティーなクールスタイル。

25.フォグランプベゼル
DA11（99171-63R10-A1D） クロームメッキ+マットブラック塗装　
左右セット
8,800円 
※HYBRID FZに■04 ハロゲンフォグランプ（IPF）を装着する際に必要です。

FZ

24

04①+25

21.フード&ルーフデカール

AB4N（99230-63R00）　
ストライプ　カーボン調　ライトグレー
2枚セット（フード、ルーフ）
13,860円
（本体価格11,000円＋参考取付費2,860円）
※スティングレーは■91 ボディグラフィック
　（スポーツマインド）と同時装着はできません。

FXFA FZ X T

22.サイドデカール

AB4R（99230-63R10）　
ストライプチェッカー　カーボン調　ライトグレー
左右セット
24,805円
（本体価格19,800円＋参考取付費5,005円）
※■114 ドアエッジモールと同時装着する場合は、
　■22 サイドデカールを先に取り付けてください。
※■40 サイドデカールと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

23.バックドアデカール

①AB4P（99230-63R20）
②AB4Q（99230-63R30） バックドアガーニッシュ同時装着用
ストライプ　カーボン調　ライトグレー
各8,745円
（本体価格6,600円＋参考取付費2,145円）
※■41 バックドアガーニッシュと同時装着する場合、
　②バックドアガーニッシュ同時装着用をご使用ください。
※■118 デコステッカー①ツタ&リーフと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

24.ドアミラーカバー
　  （LEDサイドターンランプ付ドアミラー用）

AB5B（99122-63R00）　クロームメッキ　左右セット
21,560円（本体価格18,700円＋参考取付費2,860円）

FZ X T

04.ハロゲンフォグランプ（IPF）

①DA0D（99173-63Ｒ00） クリアレンズ　発光色：白
②DA0E（99173-63Ｒ10） イエローコーティングレンズ　発光色：黄色
12V35W　H8　レンズ部：ガラス製
各31,350円（本体価格24,200円＋参考取付費7,150円）
※取り付けには■05  ■25 フォグランプベゼルが必要です。

FXFA FZ
23①

カーボン調 柄アップ

27

101

ブリスクブルーメタリック（ZWY） クールカーキパールメタリック（ZVD）フェニックスレッドパール（ZLB）

ムーンライトバイオレットパールメタリック（ZVJ） ピュアホワイトパール（ZVR） スチールシルバーメタリック（ZVC）

ボディカラー別 装着イメージ

20.フロントバンパー
　  ガーニッシュセット

AB6C（❶+❷+❸）　
センター、右側、左側の3点セット
❶71781-63R20-ZJ3 センター
❷71782-63R20-ZJ3 右側
❸71783-63R20-ZJ3 左側
ZJ3　ブルーイッシュブラックパール3

合計22,055円
（本体価格19,910円＋参考取付費2,145円）
※ボディーカラー ZJ3 ブルーイッシュブラックパール3の
　標準装備品と同等品です。

FZ



07 SUZUKI Genuine Accessories
→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

個性を求める
あなたにオススメ!

写真：スティングレー HYBRID T　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）

40.サイドデカール

AB4S（99230-63R40）　フレア　左右セット
24,805円（本体価格19,800円＋参考取付費5,005円）
※■114 ドアエッジモールと同時装着する場合は、■40 サイドデカールを
　先に取り付けてください。
※■22 サイドデカールと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

写真：スティングレー HYBRID T　アクセサリー装着車
ボディーカラー：ピュアホワイトパール（ZVR）

21 22

40

STREET STYLE
ストリートスタイル

②

▼バックドアガーニッシュ同時装着用

STREET STYLE set
40+41+43+44 ¥63,525

21.フード&ルーフデカール

AB4N（99230-63R00）　
ストライプ　カーボン調　ライトグレー　2枚セット（フード、ルーフ）
13,860円（本体価格11,000円＋参考取付費2,860円）
※スティングレーは■91 ボディグラフィック（スポーツマインド）と
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

22.サイドデカール

AB4R（99230-63R10）　
ストライプチェッカー　カーボン調　ライトグレー　左右セット
24,805円（本体価格19,800円＋参考取付費5,005円）
※■114 ドアエッジモールと同時装着する場合は、■22 サイドデカールを先に取り付けてください。
※■40 サイドデカールと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

23.バックドアデカール

①AB4P（99230-63R20）
②AB4Q（99230-63R30） バックドアガーニッシュ同時装着用
ストライプ　カーボン調　ライトグレー
各8,745円（本体価格6,600円＋参考取付費2,145円）
※■41 バックドアガーニッシュと同時装着する場合、
　②バックドアガーニッシュ同時装着用をご使用ください。
※■118 デコステッカー①ツタ&リーフと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

【デカール類についてのご注意】各種デカール類を取り付ける場合は、ボディコート施工前に取り付けてください。ボディコート施工後に取り付けますとはがれの原因になります。

●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。 08

43.フューエルリッドガーニッシュ

AB4M（9923A-63R00）　
材質：ハイボスカル
7,315円
（本体価格6,600円＋参考取付費715円）

FXFA FZ X T

44.ドアハンドルエスカッション

AB5Z（99126-63R01）　
カーボン調　4枚セット
11,330円
（本体価格9,900円＋参考取付費1,430円）

FXFA FZ X T

41.バックドアガーニッシュ

ABNW（99114-63R01-0PG）　
クロームメッキ
20,075円（本体価格16,500円＋参考取付費3,575円）
※■23 ①バックドアデカールと同時装着はできません。
　■23 バックドアデカールと同時装着する場合、
　②バックドアガーニッシュ同時装着用をご使用ください。

FXFA FZ X T

42.ルームミラーカバー

BAD4（99145-63R10）　カーボンストライプ
8,415円
（本体価格7,700円＋参考取付費715円）
※■28 ルームミラーカバー、■90 ルームミラーカウルと
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

46.リングイルミ付
　  ハロゲンフォグランプ

D9ZR（99173-63R60）
リング部:ホワイトLED　ハロゲンフォグランプ
12V35W H8　左右セット　レンズ部:ガラス製
49,335円
（本体価格42,900円＋参考取付費6,435円）
※リングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。
　フォグランプ点灯時は、リングイルミ照明は消灯します。
※標準装備のフォグランプを取り外して装着します。

X T

45.エンブレムイルミネーション

①DA0B（99213-63RA0）　100mm
フロント用　ホワイトLED　Sマーク
27,720円（本体価格22,000円＋参考取付費5,720円）

②DA0C（99213-63RB0）　120mm
フロント用　ホワイトLED　Sマーク
30,635円（本体価格24,200円＋参考取付費6,435円）
※■ エンブレム（ゴールド）と同時装着はできません。
※Sマーク部は車両標準装備のSマークと同じクロームメッキです。
※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。
ポジションランプに連動して点灯します。

FXFA FZ

X T

STREET STYLE
圧倒的な存在感を放つストリートスタイル。

40 41

46

45②

※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。
※アイドリングストップ機能によるエンジン停止時及び再始動時にバッテリー電圧低下により消灯することがあります。

40｜サイドデカール
41｜バックドアガーニッシュ
43｜フューエルリッドガーニッシュ
44｜ドアハンドルエスカッション

装着アクセサリー



09 SUZUKI Genuine Accessories
→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

写真：スティングレー HYBRID X
　　　アクセサリー装着車

102 55②

INTERIOR
居心地の良い空間をあなたに。

50｜革調シートカバー
55｜インパネトレーマット

102｜フロアマット（ジュータン）
　　　 〈ライトニングウェーブ〉

装着アクセサリー

BLACK×RED INTERIOR set
50+55②+102 ¥88,165

STINGRAY

写真：HYBRID FX
　　　アクセサリー装着車
　　　ベージュ内装

100 55①

写真：HYBRID FZ
　　　アクセサリー装着車

101

51｜シートカバー
55｜インパネトレーマット

100｜フロアマット（ジュータン）
　　　 〈キルト〉

装着アクセサリー

BROWN INTERIOR set
51+55①+100 ¥62,590

HYBRID FX

52｜革調シートカバー
101｜フロアマット（ジュータン）
　　　 〈リップル〉

装着アクセサリー

WHITE×BLACK INTERIOR set
52+101 ¥82,665

HYBRID FZ

●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。 10

51.シートカバー

BACF（99180-63R00）
アームレストボックス無し/シートリフター無し
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACG（99180-63R10）
アームレストボックス無し/シートリフター無し
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACH（99180-63R20）
アームレストボックス無し/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACK（99180-63R40）
アームレストボックス有り/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACL（99180-63R50）
アームレストボックス有り/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ有り
ブラウン　1台分（フロント、リヤ）セット
材質：ポリエステル
各36,575円
（本体価格33,000円＋参考取付費3,575円）
※■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、
　■133 ラゲッジマット（シート背裏あり）と
　同時装着はできません。
※画像はスティングレー HYBRID T用です。
前面（ヘッドレスト、背もたれ、座面）に
撥水加工を施しています。

FA（CVT車） FX

FA（5MT車）

FZ

X

T

生地アップ

52.革調シートカバー

BACU（99181-63R30）
アームレストボックス無し/シートリフター無し
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACV（99181-63R40）
アームレストボックス無し/シートリフター無し
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACW（99181-63R50）
アームレストボックス無し/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACY（99181-63R70）
アームレストボックス有り/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACZ（99181-63R80）
アームレストボックス有り/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ有り
ホワイト/ブラック　1台分（フロント、リヤ）セット
材質：PVC
各62,150円
（本体価格55,000円＋参考取付費7,150円）
※■11 シートバックポケット、
　■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、
　■133 ラゲッジマット（シート背裏あり）と
　同時装着はできません。
※画像はスティングレー HYBRID T用です。
※■300  ECSTAR エアコーデは施工できません。

FA（CVT車） FX

FA（5MT車）

FZ

X

T

50.革調シートカバー

BACS（99181-63R10）
アームレストボックス有り/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ無し

BACT（99181-63R20）
アームレストボックス有り/シートリフター有り
フロントシートSRSサイドエアバッグ有り
ブラック/レッド　1台分（フロント、リヤ）セット
材質：PVC
各62,150円
（本体価格55,000円＋参考取付費7,150円）
※■11 シートバックポケット、
　■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、
　■133 ラゲッジマット（シート背裏あり）と
　同時装着はできません。
※画像はスティングレー HYBRID T用です。
※■300  ECSTAR エアコーデは施工できません。

X

T

生地アップ

55.インパネトレーマット

①BADG（9914F-63R00） ゴールド
②BADH（9914F-63R10） ブラック
WAGONR ロゴ入り
各5,500円
※■07 ②インパネトレー（助手席側）と同時装着はできません。

FXFA FZ X T

56.本革ステアリングホイールカバー

①BACB （99141-63R00-001） ベージュ/ブラウン
　全方位モニター用カメラパッケージ装着車用
②BAFM （99141-63R20-001） ベージュ/ブラウン
③BACC （99141-63R00-002） ブラック/ブラック
　全方位モニター用カメラパッケージ装着車用
④BAFN （99141-63R20-002） ブラック/ブラック
各17,050円（本体価格9,900円＋参考取付費7,150円）

FXFA

② ③

Accessories

① ②表面アップ 表面アップ

●■50  ■52 革調シートカバーは運転席、助手席の背裏までカバーしています。後席の背裏はカバーしていません。  ●■51  ■53 シートカバーは運転席、助手席、後席の背裏はカバーしていません。 

53.シートカバー

BACN（99180-63R70）

BACP（99180-63R80）
ベージュ　1台分（フロント・リヤ）セット　
材質：ポリエステル
各31,075円
（本体価格27,500円＋参考取付費3,575円）
※■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、■133 ラゲッジマット
　（シート背裏あり）と同時装着はできません。
前面（ヘッドレスト、背もたれ、座面）に
撥水加工を施しています。

FA（5MT車）

FA（CVT車） FX

54.レースハーフカバー

BAC9（99182-63R00）

BACA（99182-63R10）
材質：ポリエステル　
1台分（フロント・リヤ）セット
各10,780円
（本体価格9,350円＋参考取付費1,430円）
※■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、■133 ラゲッジマット
　（シート背裏あり）と同時装着はできません。

FA（5MT車）

FA（CVT車） FX FZ

生地アップ



11 SUZUKI Genuine Accessories
→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

※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。　
※アイドリングストップ機能によるエンジン停止時及び再始動時にバッテリー電圧低下により消灯することがあります。
※メーターパネルは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

60.フロアイルミネーション

D9ZV（99213-63R00）　ブルーLED　フロント&リヤ4灯式
17,050円（本体価格9,900円＋参考取付費7,150円）
※■67 フットイルミネーションと同時装着はできません。
※装着には別途■63 スイッチキットが必要です。
ドアを開けるとフロアを照らします。
ドアを閉めても数秒間照らします。
また、スモールランプに連動し、約30%の明るさで点灯します。

FXFA FZ X T

62.ピラースポットイルミネーション

D9ZX（99213-63R20）　ブルーLED　左右セット
22,990円（本体価格15,840円＋参考取付費7,150円）
※装着には別途■63 スイッチキットが必要です。
ドアを開けると点灯し、ドアを閉めても数秒間照らします。
また、スモールランプに連動し、約30%の明るさで点灯します。

FXFA FZ X

64.ドアハンドルイルミネーション

D9ZW（99213-63R10）　ブルーLED　フロント左右セット

11,495円（本体価格7,920円＋参考取付費3,575円）
イグニッションONで常時点灯します。
イグニッションOFF後も、数秒間照らします。

FXFA FZ X T

65.ドアポケットランプ

D9ZZ（99213-63R40）　ブルーLED　フロント左右セット
12,375円（本体価格8,800円＋参考取付費3,575円）
イグニッションONで常時点灯します。

FXFA FZ X T

フロント リヤ 60

62

64

65

61.カップホルダーイルミネーション

DA01（99213-63R70）　
ブルーLED　フロント左右セット
12,705円（本体価格7,700円＋参考取付費5,005円）
※装着には別途■63 スイッチキットが必要です。
スモールランプに連動して点灯します。

FXFA FZ X T

61

63.スイッチキット

D9YD（9921D-52R00）　
■60 フロアイルミネーション、■61 カップホルダーイルミネーション、
■62 ピラースポットイルミネーション用
1,100円
※■60 フロアイルミネーション、■61 カップホルダーイルミネーション、
　■62 ピラースポットイルミネーションを取り付ける場合に必要です。
※■60 フロアイルミネーション、■61 カップホルダーイルミネーション、
　■62 ピラースポットイルミネーションを同時装着する場合、スイッチキットは1個で装着可能です。
※スイッチのON/OFFは■60 フロアイルミネーション、■61 カップホルダーイルミネーション、
　■62 ピラースポットイルミネーションに連動します。

FXFA FZ X T

ILLUMINATION
ブルーの光で車内を華やかに。

64

62

60 60

64

61

65

写真：スティングレー HYBRID X　アクセサリー装着車

●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。 12

Accessories

67.フットイルミネーション

DA00（99213-63R60）　8色切替機能付　フロント左右セット
32,450円（本体価格25,300円＋参考取付費7,150円）
※■60 フロアイルミネーションと同時装着はできません。
イグニッションONで常時点灯します。

FXFA FZ X T

70.ルームランプバルブ

D9RE（99000-99069-B12）　ホワイトLED　
バルブ交換タイプ　ルームランプ（フロント）用
6,380円（本体価格4,950円＋参考取付費1,430円）
※標準装備のバルブを取り外して装着します。
※ルームランプ（リヤ）には装着できません。
※写真は当該車両とは異なります。

FXFA FZ X T

71.ルームランプバルブ

D9BW（99000-99069-B08）　ホワイトLED　
バルブ交換タイプ　ルームランプ（リヤ）用
4,235円（本体価格3,520円＋参考取付費715円）
※標準装備のバルブを取り外して装着します。
※ルームランプ（フロント）には装着できません。
※写真は当該車両とは異なります。

FXFA FZ X T

68.グローブボックスイルミネーション

D9ZY（99213-63R30）　ホワイトLED
10,175円（本体価格6,600円＋参考取付費3,575円）
スモールランプに連動して点灯します。 

FXFA FZ X T
69.ドアランプ

DA02（99213-63R90）　ホワイトLED　フロントドア左右セット
16,500円（本体価格9,350円＋参考取付費7,150円）
ドアパネル埋め込み式。足元をしっかり照らします。
ドアの開閉に連動して点灯します。

FXFA FZ X T

68 69

標準バルブ

71

標準バルブ

70

運転席及び助手席の足元を照らすイルミネーションです。スイッチ操作
で色を替えることができ、ドアを開けた時は白色に点灯します。色は、黄→
橙→赤→紫→青→水色→黄緑→緑→オートモードⒶ→オートモードⒷ
の順で切替えられます。イグニッションに連動し点灯します。

ILLUMINATION set
60+61+62+63
+64+65 ¥77,715

62

60｜フロアイルミネーション
61｜カップホルダーイルミネーション
62｜ピラースポットイルミネーション
63｜スイッチキット
64｜ドアハンドルイルミネーション
65｜ドアポケットランプ

装着アクセサリー

66.バックドアルームランプ

DA04（9921C-63R00）　
ホワイトLED　2灯式
13,475円（本体価格9,900円＋参考取付費3,575円）
ドアを開けると点灯し、ドアを閉めると数秒後に消灯します。
※バックドアに限らず、どのドアを開けても点灯します。
※エンジンスイッチがOFFの場合（キーレスプッシュスタートシステム
　非装着車はキーを差していない状態）約15分で自動消灯します。
※■250 ドライブレコーダー（前後方録画タイプ）と同時装着はできません。

FXFA FZ X T



13 SUZUKI Genuine Accessories
→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

80.カーテン&タープキット

AB4H（99243-63R00）　
31,350円
※装着時は、エンジンを必ず停止してください。
※遮光生地ではありません。

FXFA FZ X T

81.フロントプライバシーシェード（メッシュ付）

BACE（9914D-63R00）　遮光生地仕様
フロントガラス＋フロント左右セット
24,200円
※装着した状態での走行はできません。走行時は必ず取り外してください。
※■145  フロントマスク、■250 ■251 ■252 ■254  ドライブレコーダーと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

83.ベッドクッション

B9YB（99000-99071-T04）
35,200円/1セット
※運転席、助手席両側に装着の場合は2セット必要です。
※安全のためエンジンをかけたまま車中泊を行なわないでください。
※装着した状態での走行はできません。走行中は必ず取り外してください。
※■272 スペアタイヤ固定キット、■273 スペアタイヤセットと同時装着はできません。

FA（CVT車） FX FZ X T

82.リヤプライバシーシェード（メッシュ付）

BACQ（9914D-63R10）　遮光生地仕様
バックドア＋リヤクォーターガラス＋リヤ左右セット
27,500円
※装着した状態での走行はできません。走行時は必ず取り外してください。
※■161 UV＋IRカットフィルムセット、■250 ドライブレコーダー（前後方録画タイプ）、■255 ドライブレコーダー（後方録画用）と
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

84.ラゲッジボックス

BAE1（9915D-63R00）　保冷バッグ付
サイズ： 横900mm×縦250mm×奥行300mm（本体）
 横280mm×縦320mm×奥行280mm（保冷バッグ）
7,040円
使用しない時は折り畳めます。

FXFA FZ X T

運転席展開時

使用例

OUTDOOR ITEMS
アウトドアに役立つ便利アイテム。

写真：HYBRID FX　アクセサリー装着車　ベージュ内装
ボディーカラー：シフォンアイボリーメタリック（XVG）

カーテンを
閉じた状態

※写真は2セットです。

ベッドクッションを折り畳んだ状態の
イメージです。

●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。 14

②

90.ルームミラーカウル

BADC（99145-63R20）　カーボンルック　
7,865円
（本体価格7,150円＋参考取付費715円）
※写真は当該車両とは異なります。
※■28  ■42  ルームミラーカバーと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

89.アルミペダルセット

①BATM（99144-63R20）　MT車用
15,290円（本体価格11,000円＋参考取付費4,290円）

②BATN（99144-63R30）　CVT車用
ラバーグリップ（ブルー）付
13,475円（本体価格9,900円＋参考取付費3,575円）
※取り付けはスズキサービス工場にご依頼ください。

FA（CVT車） FX FZ X T

FA（5MT車）

91,92ゴールドベース91,92ブルーベース

91.ボディグラフィック
　  （スポーツマインド）

A9BL （99000-99036-B21） ブルーベース
A9BP （99000-99036-B22） ゴールドベース
サイズ：縦200mm×横450mm
各2,695円（本体価格1,980円＋参考取付費715円）
推奨貼付位置：ボンネット
※スティングレーは■21 フード＆ルーフデカールと同時装着は
　できません。

FXFA FZ X T

92.ステッカー（スポーツマインド）

A9BM （99000-99036-A16） ブルーベース
A9BN （99000-99036-A18） ゴールドベース
サイズ：縦100mm×横225mm
各990円

FXFA FZ X T

ピアノ
ブラック

スカイ
ブルーホワイト ネイビー

メタリックシルバー
裏面

④① ② ③ ④ ⑤

Accessories

85.防水シートカバー

BAD2（99147-63R00） 
フロントベンチシート　運転席用
12,650円
※■09 ティッシュボックスホルダー、■262 サポートハンドルと
　同時装着はできません。
BAD3（99147-63R10）
フロントベンチシート 助手席用
フロントセパレートシート 運転席用・助手席用
11,880円
※■262 サポートハンドル、■263 クッションボックスと
　同時装着はできません。

FXFA FZ X

86.リヤシートエプロン

BAD6（99184-63R00）　
材質：ポリエステル100％　左右セット
13,200円
※■156 ベビーシート、■157 ■158 チャイルドシート、
　■159 ジュニアシート、■260 シートクリーンカバーと
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

① ② ③

87.ワンタッチ
　  携帯リモコンホルダー

①E9CP （99000-990X6-A16） ブラック
②E9CQ （99000-990X6-A17） ブラウン
③E9CR （99000-990X6-A18） ダークグリーン
素材：金属、皮革
各1,870円
※キーレスプッシュスタートシステムの携帯リモコン専用キーホルダーです。
※HYBRID FX（スズキ セーフティ サポート非装着車）には装着できません。

FZ X TFX（スズキ セーフティ サポート装着車）

88.携帯リモコンカバー

①E9HX （99235-52Ｒ00-001） ピアノブラック
②E9HY （99235-52Ｒ00-002） ホワイト
③E9J0 （99235-52Ｒ00-004） シルバー
④E9J1 （99235-52Ｒ00-005） スカイブルー
⑤E9J2 （99235-52Ｒ00-006） ネイビーメタリック
各3,520円
※HYBRID FX（スズキ セーフティ サポート非装着車）には装着できません。

FZ X TFX（スズキ セーフティ サポート装着車）



15 SUZUKI Genuine Accessories
→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

105.ドアバイザー

AB65（99120-63R00）　アクリル　スモークグレー　
1台分（4枚）セット　WAGONR ロゴ入り
10,945円（本体価格8,800円＋参考取付費2,145円）

FXFA FZ X T

106.マッドフラップセット

ABT6 （72201-63R00-ZWH） ZWH アクティブイエロー
AB52 （72201-63R00-ZWY） ZWY ブリスクブルーメタリック
AB53 （72201-63R00-ZJH） Z JH  フィズブルーパールメタリック
ABMW （72201-63R00-ZLB） Z L B  フェニックスレッドパール
AB55 （72201-63R00-ZSF） ZSF  アーバンブラウンパールメタリック
AB56 （72201-63R00-26U） 26U ホワイト
AB57 （72201-63R00-ZVR） ZVR ピュアホワイトパール
AB58 （72201-63R00-Z2S） Z2S シルキーシルバーメタリック
AB59 （72201-63R00-Z J 3） Z J 3  ブルーイッシュブラックパール3
ABT5 （72201-63R00-ZVG） ZVG シフォンアイボリーメタリック
1台分（4枚）セット
各15,675円（本体価格12,100円＋参考取付費3,575円）

FXFA

フロント リヤ

BASIC ITEMS
これだけは外せない定番のアイテム。

WAGONR ロゴ

FLOOR MAT フロアマット

DOOR VISOR ドアバイザー MUD FLAP SET マッドフラップセット

ロゴ部分アップ

103.フロアマット（ジュータン）〈ノーブル〉

①BADQ（75901-63R20-T6Z） MT車用

②BADP（75901-63R00-T6Z） CVT車用

③BAFH（75901-63RC0-T6Z） CVT車用
ブラック
各14,465円（本体価格13,750円＋参考取付費715円）

ロゴ部分アップ

ロゴ部分アップ

104.フロアマット（トレー）

BADT（75901-63R90） MT車用

BADS（75901-63R80） CVT車用
各17,215円（本体価格16,500円＋参考取付費715円）

FA（CVT車） FX FZ X T

FA（5MT車）

ロゴ部分アップ

102.フロアマット（ジュータン）〈ライトニングウェーブ〉

BAFE（75901-63R61-WFM） 
20,515円（本体価格19,800円＋参考取付費715円）

X T

ロゴ部分アップ

101.フロアマット（ジュータン）〈リップル〉

BAFF（75901-63R41-WFQ） ブラック
20,515円（本体価格19,800円＋参考取付費715円）

FX FZ X T

消臭抗菌 防臭 防ダニ防ダニ

消臭抗菌 防臭 防ダニ防ダニ

抗菌 防臭 防ダニ防ダニ

●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。

●フロアマットはフロント+リヤ1台分セットです。

FA（CVT車・4WD） FX FZ X T

FA（CVT車・2WD）

100.フロアマット（ジュータン）〈キルト〉

BAFG（75901-63RD0-WFN） CVT車用　ベージュ
20,515円（本体価格19,800円＋参考取付費715円） 消臭抗菌 防臭 防ダニ防ダニ

※CVT車用

▼薄型でスタイリッシュなワゴンR専用ドアバイザーです。

FA（5MT車）

③

FX

●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。 16

116.エンブレム（ゴールド）

①AAT3（99000-99097-S07） サイズ：100mm

②AB4U（99239-63R20） サイズ：120mm
フロントグリル用Sマーク
各3,465円（本体価格2,750円＋参考取付費715円）
※■45 エンブレムイルミネーションと同時装着はできません。

③AB4V（99239-63R00） Sマーク（65mm）＋ワゴンR

④AB4W（99239-63R10） Sマーク（65mm）＋STINGRAY
リヤ用
各6,930円（本体価格5,500円＋参考取付費1,430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。

FXFA FZ

X T

FXFA FZ

X T

114.ドアエッジモール

AB5H（99125-63R00）　樹脂+光輝フィルム　
1台分（4本）セット
8,195円（本体価格6,050円＋参考取付費2,145円）
※■22  ■40 サイドデカールと同時装着する場合は、
　■22  ■40 サイドデカールを先に取り付けてください。

FXFA FZ X T

113.サイドシルスカッフ

BADF（99142-63R00）　ステンレス　1台分（4枚）セット　WAGONR ロゴ入り（フロントのみ）
19,030円（本体価格17,600円＋参考取付費1,430円）

FXFA FZ X T

フロント リヤ

クロームメッキ ゴールドメッキ

107.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

ABT1（9911D-63R10）
■108 ナンバープレートリム（2枚）+
■112 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。

FXFA FZ X T 108.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。

FXFA FZ X T

109.ナンバープレートリム

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。

FXFA FZ X T

111.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。

FXFA FZ X T

112.ナンバープレート
　　 ロックボルト

A9BD（99000-990Y7-002）　
マックガード社製　4個セット
3,850円
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。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

FXFA FZ X T

115.ホイールロックナットセット

A9BK（99000-990Y7-011）　
マックガード社製　4個セット
6,600円
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。
※スチールホイールには使用できません。
※■12 アルミホイール（14インチ）と同時装着はできません。

FZ X T

Accessories

①

③

④

②

取付時

カバーを開いた状態

117.ＡＣパワープラグ

D9ZS（99210-63R00）　ビルトインタイプ
AC100V電源　SUZUKIネーム入り
取付位置：インパネロアカバー左側面
27,500円
（本体価格21,780円＋参考取付費5,720円）
※AC100V（100W）までの電気製品が使用できます。
※接続する機器によってはご使用になれないものもあります。
※■150 ワイヤレスエンジンスターターと同時装着はできません。
※アクセサリーソケットと同時使用はできません。
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。

FA（CVT車） FX FZ X T

①

③

②

118.デコステッカー

①AB5U （9923A-63R10） ツタ＆リーフ
②AB5V （9923A-63R20） 星
③AB5W （9923A-63R30） イバラ
材質：ハイボスカル
各3,795円
（本体価格3,080円＋参考取付費715円）
※①ツタ&リーフは■23  バックドアデカールと
　同時装着はできません。
バックドアの車名エンブレムをデコレーションできます。

FXFA FZ X T

NUMBER PLATE ナンバープレート

OTHER ITEM その他アイテム



17 SUZUKI Genuine Accessories
→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

LUGGAGE & CARRIER
レジャーやアウトドアもおまかせ。

130.ラゲッジマット（ソフトトレー）

BAD7（99150-63R00）　WAGONR ロゴ入り
8,580円
※■131 ラゲッジマット（バンパーカバー付）、■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、
　■133 ラゲッジマット（シート背裏あり）、■272 スペアタイヤ固定キット、
　■273 スペアタイヤセットと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

131.ラゲッジマット
　　 （バンパーカバー付）

BAD8（99150-63R10）
20,515円
（本体価格19,800円＋参考取付費715円）
※■130 ラゲッジマット（ソフトトレー）、■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、
　■133 ラゲッジマット（シート背裏あり）、■272 スペアタイヤ固定キット、
　■273 スペアタイヤセットと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

132.ラゲッジマット（ソフトタイプ）

BABZ（99150-63R20）　WAGONR ロゴ入り
17,435円
（本体価格16,720円＋参考取付費715円）
※■26  ■51  ■53 シートカバー、■50  ■52 革調シートカバー、
　■54 レースハーフカバー、■130 ラゲッジマット（ソフトトレー）、
　■131 ラゲッジマット（バンパーカバー付）、■133 ラゲッジマット
　（シート背裏あり）、■272 スペアタイヤ固定キット、
　■273 スペアタイヤセットと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

133.ラゲッジマット（シート背裏あり）

BAFK（99150-63R31）
20,515円
（本体価格19,800円＋参考取付費715円）
※■26  ■51  ■53 シートカバー、■50  ■52 革調シートカバー、
　■54 レースハーフカバー、■130 ラゲッジマット（ソフトトレー）、
　■131 ラゲッジマット（バンパーカバー付）、■132 ラゲッジマット
　（ソフトタイプ）、■272 スペアタイヤ固定キット、
　■273 スペアタイヤセットと同時装着はできません。
※■158 ■159 ISOFIXチャイルドシート・ベビーシート固定時は、
　加工が必要です。

FXFA FZ X T

131

132

133

130

LUGGAGE ラゲッジ

134.リヤゲートネット

BAD9（99152-63R00）
11,275円（本体価格7,700円＋参考取付費3,575円）

FXFA FZ X T

135.トノカバー

BADA（99153-63R00）　折り畳み式
12,375円（本体価格8,800円＋参考取付費3,575円）

FXFA FZ X T

136.ラゲッジアンダー
　　 ボックストレー

BAD1（9915A-63R00）  2WD車用
13,860円
※4WD車には装着できません。
※■272 スペアタイヤ固定キット、■273 スペアタイヤ
　セットと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

137.バックドア
　　 インナーハンドル

BAS6（99154-63R01） 
6,325円
（本体価格4,180円＋参考取付費2,145円）

FXFA FZ X T

●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。 18

Accessories

CARRIER キャリア

SNOW ITEM 雪用アイテム

OTHER ITEM その他アイテム
146.ボディカバー

①AB5F（99242-63R00）　

②AB5G（99242-63R10）　
ポリエステル　シルバー　防炎タイプ
各18,700円
※キャリア類装着車は使用できません。
※防炎ボディカバーは着火しても燃え広がらない
　特殊加工を施したボディカバーです。
　（財）日本防炎協会認定生地を使用しています。

FXFA

FZ X T

145.フロントマスク

ABGD（99241-63R01）　
ポリエステル　シルバー
4,620円
※■81 フロントプライバシーシェード（メッシュ付）と
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

①

142.タイヤチェーン（コーニック）

E9E7（43390-50M01）　155/65R14用　製品重量：3,000g

E9E8（43390-54M01）　165/55R15用　製品重量：3,100g
2本セット　ケースサイズ：幅290mm×奥行70mm×高さ310mm
各27,280円

FXFA FZ X

T

144.スノーブレード

A9BB（38350-57L10）　運転席側用　500mm
5,940円/本
AB5X（38350-63R10）　助手席側用　380mm
3,410円/本
AAWX（38350-54M20）　リヤ用　275mm
3,190円/本

FXFA FZ X T

●ベースキャリアのみで使用することはできません。　●最大積載量を超えて積載しないでください。　●キャリア締
付けネジ部は走行前に確認・増締めを行なってください。　●積載物はしっかり固定し、急発進、急ブレーキ、急ハンド
ルは避けてください。　●長尺物を積載したままバックドアを開けるとキズや破損の原因になります。　●写真のス
キー板、スノーボード、サーフボードは商品に含まれません。　●ビンディングの形状、スキー板の幅により積載数が
変わります。　●写真はベースキャリアに各アタッチメントを装着した状態です。　●アタッチメントを装着しない場合
はベースキャリアは取り外してください。走行中に風切り音が発生する場合があります。　●ベースキャリアには専用
アタッチメント以外のものは装着しないでください。　●■146 ボディカバーと同時装着はできません。

138.ベースキャリア

AB63（78901-63R00）　
サイズ：長さ700mm×幅1,194mm×高さ130mm
28,160円
（本体価格25,300円＋参考取付費2,860円）
※ベースキャリアと各種アタッチメントを組み合わせてご使用ください。
※装着時はルーフから約109mm高くなります。
※長さ700mmは取付時のバー前後の距離です。

FXFA FZ X T
最大積載量
30kg

ベースキャリア・
アタッチメントの
製品重量を含む

139.ルーフラックアタッチメント

AAHQ（99000-9900R-A28）　アルミ　
サイズ：長さ1,052mm×幅750mm×高さ100mm
41,690円（本体価格37,400円＋参考取付費4,290円）
※■138 ベースキャリアと組み合わせてご使用ください。

FXFA FZ X T

140.スキー＆スノーボードアタッチメント

A9BS（99000-9900K-A21）　平積み
積載目安：スノーボード4枚またはスキー板6セット
ビンディングの形状、スキー板の幅により積載数が変わります。　
長さ63mm×幅789mm×高さ127mm
24,530円（本体価格23,100円＋参考取付費1,430円）
※■138 ベースキャリアと組み合わせてご使用ください。

FXFA FZ X T

141.サーフボードアタッチメント

A9FT（99000-99010-D01）
サーフボード１枚積み　ベルト付
サイズ：長さ70mm×幅495mm×高さ70mm
8,910円（本体価格7,480円＋参考取付費1,430円）
※■138 ベースキャリアと組み合わせてご使用ください。

FXFA FZ X T

製品重量：4.5kg

+

ジャッキ
アップ

不要
締め直し

不要

「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。
※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。
※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷が付く恐れがあります。

※ケースは予告なく変更する場合がございます。

・ チェーン本体×２
・ 修理リンク大×２
・ 修理リンク小×２
・ キャッチ×１
・ ビニール手袋×１
・ ひざ置きビニールシート×１
・ 取付説明書

＜付属品＞

製 品 重 量： 0.8kg
最大積載量：24.7kg

143.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
タイヤチェーンの着脱時に必須なアイテムを
取り揃えたキットです。

FXFA FZ X T

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＞

⑪

⑩

① ②

⑦

⑥ ⑧ ⑨

③ ④ ⑤

製 品 重 量： 8.2kg
最大積載量： 17.3kg

製 品 重 量： 3.5kg
最大積載量：22.0kg
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→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

乗車前に室内を快適に。

ドアミラーを格納できるシステム。

153.リモート格納ミラー

DA8G（99215-56T00）　
ブレーキランプチェッカー無
44,220円
（本体価格38,500円＋参考取付費5,720円）
※■150 ワイヤレスエンジンスターター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。

FXFA FZ X

バック時にブザー音で周囲に注意を促します。

155.バックブザー

DA05（9921E-63R00）
5,610円（本体価格2,750円＋参考取付費2,860円）
※■149 フロントパーキングセンサーと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

エンジンを始動し、一定速度（約20km/ｈ）に達すると、自動的にすべてのドアがロッ
クされます。また、イグニッションスイッチをOFFにしたり、停車時にハザードスイッチ
をＯＮまたはセレクトレバーPへシフト（5MT車を除く）するとドアロックが解除され
ます。（車両走行中はハザードスイッチをＯＮにしてもドアロックが解除されません。）

一定速度に達すると自動的にドアがロック。

154.オートドアロックシステム

DA8N （99214-56T11） ブレーキランプチェッカー無　プッシュスタートシステム無車用

DA8P （99214-56T01） ブレーキランプチェッカー無　プッシュスタートシステム付車用
各41,305円（本体価格36,300円＋参考取付費5,005円）
※■150 ワイヤレスエンジンスターター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。

FA FX（スズキ セーフティ サポート非装着車）

FZ X TFX（スズキ セーフティ サポート装着車）

水滴を馴染ませて後方を見やすくするミラーです。

▼ハイドロフィリックドアミラー
▼標準ミラー

151.ハイドロフィリックドアミラー

AB4T（99172-63R10）
交換タイプ　左右セット
各14,630円（本体価格13,200円＋参考取付費1,430円）
※見る角度によって鏡面の色調は変化します。　
※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。
※ヒーテッドドアミラー付車はヒーテッドドアミラーが機能します。

AB5A（99172-63R00）
交換タイプ　左右セット　LEDサイドターンランプ付ドアミラー用

FZ X TFXFA

車幅の目安になって便利。

① ①（格納時）

② ②（格納時）

152.コーナーポール

①DA09（9911A-63R00）　

②DA0A（9911A-63R10）　
手動伸縮式　ブルーLED
全長約560mm　
各16,060円
（本体価格13,200円＋参考取付費2,860円）
※■149 フロントパーキングセンサーと同時装着はできません。

FXFA

FZ

●周囲の安全を十分に確認してご使用ください。●一般公道および閉め切った場所（車庫など）では使用しないでください。●環境保護（騒音など）のため必要以上に
エンジンをかけないでください。●ワイヤレスエンジンスターターでエンジンを始動した後は、ドアを開けるとエンジンが停止します。●一部地域（兵庫県・埼玉県・京都府
等）では、車両の停止中にエンジンをみだりに稼動させた場合、条例等に触れ、罰則を受けることがありますので十分ご注意ください。●リモート格納ミラー標準装備車
は、ワイヤレスエンジンスターターでのエンジン始動時にドアミラーが開きますので、思わぬ事故を防止する為ワイヤレスエンジンスターターを使用する際は、リモート格納
機能を停止してからご使用ください。

リモコン

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・暖房が可能な便利なエンジンスターターです。

150.ワイヤレスエンジンスターター〈CVT車用〉
①本体キット

D9DH（99000-990M0-S07）     49,500円
②配線キット

DA8J（99212-56T00）　プッシュスタートシステム無車用

DA8H（99212-56T10）　プッシュスタートシステム付車用 各16,500円
③フードラッチ

D9QL（82110-64P10）　スイッチ付  3,410円
④参考取付費    8,580円

FA（CVT車） FX（スズキ セーフティ サポート非装着車）

FZ X TFX（スズキ セーフティ サポート装着車）

FA（CVT車）

FA（CVT車） FX FZ X T

※■117 ACパワープラグ、■153 リモート格納ミラー、■154 オートドアロックシステムと同時装着はできません。
※取り付けには本体キット、配線キットが必要です。 ※本製品による暖機中はキーレスエントリーの作
動距離が短くなる場合や作動しなくなる場合がありますが、故障ではありません。そのような場合は、本
製品送信機によりエンジンを停止させてからご使用ください。 ※本製品は補給部品の取り扱い、修理
ができませんので取り扱いには十分ご注意ください。　※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）、セキュリティデバイスによるセッティング作業が必要です。

DRIVING SUPPORT
安心・安全な運転をサポートします。

ピー
ッ

　ピ
ーッ

①＋②＋④　合計74,580円
FX FZ X T

①＋②＋③＋④　合計77,990円
FA（CVT車）

149.フロントパーキングセンサー

（①+②+③）
①配線キット DA94（9921N-63R01）  24,200円
②センサーキット DA95（9921P-59S00-Y07） ブラック 
　（2個セット） DA96（9921P-59S00-Y06） ホワイト 
 DA97（9921P-59S00-Y09） シルバー 
 DA98（9921P-59S00-Y10） ブルー 各11,000円
③参考取付費     10,725円

合計45,925円（本体価格35,200円＋参考取付費10,725円）
※取り付けには配線キット、センサーキット（いずれか1色）が必要です。
※■152 コーナーポール、■155 バックブザー、字光式ナンバープレートと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

●フロントパーキングセンサーは運転の補助として障害物の
接近をブザー音で知らせるもので、ドライバーの注意義務を軽減
するものではありません。●全ての障害物に対して作動するわけ
ではありません。周囲の安全を直接ミラーや目視で確認しながら
運転してください。●車両中央部分はセンサーが感知できません。
また、細いポールなどには反応しない場合があります。

障害物検出距離

約35cm以下

約35cm～45cm

約45cm～60cm

非検出（約60cm以上）

光

継続点灯

速い断続点滅

遅い断続点滅

無

電子ブザー音

連続音（ピー）

速い断続音（ピッピッピッ）

遅い断続音（ピッ  ピッ  ピッ）

無

インジケーター ※写真は当該車両とは異なります。

前方の障害物を電子ブザーでお知らせ。

ブラック ホワイト シルバー ブルー

▼センサーキット（センサー部の色は汎用色設定のため、車体色とは異なります。）

感
知
範
囲

感
知
範
囲

HYBRID FZHYBRID FX STINGRAY HYBRID T

●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。 20

CHILD SEAT　ベビーシート／チャイルドシート／ジュニアシート

※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。
※助手席への装着はできません。

3歳から12歳くらいのお子様に最適。車のシートベルトを、
お子様のからだに無理なくフィットさせます。

4 歳生後
12カ月

～75cm

～10kg

～100cm

～18kg

12 歳

～150cm

～36kg15kg

●ご使用の目安

体　　重

参考身長

参考年齢

156.ベビーシート〈ISOFIX対応タイプ〉
本体 E9AB（99000-99018-C14） 38,500円
ベースシート E9AA（99000-99018-C13） 38,500円

セット合計 77,000円

FXFA FZ X T

157.チャイルドシート〈ISOFIX対応タイプ〉
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 99,000円

FXFA FZ X T

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：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。

158.チャイルドシート
　　  〈シートベルト固定タイプ〉

E9FN（99000-99018-C16）

33,000円

FXFA FZ X T

商品名
取付位置

ISOFIXベビーシート

ISOFIXチャイルドシート

シートベルト固定式
チャイルドシート

○：装着可 ×：装着不可

助手席 サイズ
前向き 後向き

後席
前向き 後向き

×× ○×

×× ◯ ○

×× ○○

幅×高さ×奥行（mm）
410×440×640

（ISOFIXベースシート未装着時）
410×480×640

（ISOFIXベースシート装着時）
440×630×490

（ISOFIXベースシート未装着時）

485×655×485

440×670×490
（ISOFIXベースシート装着時）

ベビーシート・チャイルドシート適用表

注1

注1 注2

注2

○：装着可  ×：装着不可ジュニアシート適用表

商品名
取付位置

ジュニアシート

助手席 サイズ
前向き後向き

××

後席
前向き後向き

×○
幅×高さ×奥行（mm）
450×690×480

※身長と体重は参考です。

※写真はISOFIXベースシート付です。
※本製品はシートベルトでの固定も可能です。
※ISOFIX方式で装着する場合は、別途ベースシート
　E9AA（99000-99018-C13）が必要です。

ISOFIXベースシート
乳児～4歳くらいまで継続して
ご使用いただけます。

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

ベビーシート

チャイルドシート
乳児用シートとして使用 幼児用シートとして使用

チャイルドシート
〈ISOFIX対応タイプ〉

チャイルドシート
〈シートベルト固定タイプ〉

※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（99000-99018-C13）が必要です。

ベビーシート
〈ISOFIX対応タイプ〉

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。

《装着方法の概要》
1. ISOFIXベースシートを専用アンカーに固定します。
2. ISOFIXベビーシート・チャイルドシートをISOFIX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。

※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。
※助手席および後席中央への装着はできません。
※■86 リヤシートエプロン、■260 シートクリーンカバーと同時装着はできません。

暑さと紫外線を緩和します！おすすめアイテム

■取付位置

約74%カット
赤外線（IR）

約99%カット
紫外線（UV）

車内の温度上昇を
やわらげます

日焼け・シワ・シミ
対策に効果を発揮

ガラスの飛散を
防止します

UV＋IRカットフィルムセットの効果

※数値は、3mm厚フロートガラスに
　フィルムを貼付したものをJIS R3106に
　準ずる方法で測定しています。

Cut! Cut!

161.UV+IRカットフィルムセット

BAC0（99156-63R00）　クリアタイプ
リヤドアガラス左右、リヤクォーターガラス左右、
バックドアガラスのセット
29,370円
（本体価格16,500円＋参考取付費12,870円）
※■82 リヤプライバシーシェード（メッシュ付）、■250 ドライブレコーダー
　（前後方録画タイプ）、■256 ドライブレコーダー（後方録画用）と
　同時装着はできません。

FXFA FZ X T

大切な人のために。快適な車内空間を演出します。
新開発の帯電不織布ろ材の採用により、高い除塵
性能を実現。車外からのスギやヒノキなどの花粉
のほか、黄砂・チリ・ホコリ・微粉塵などをフィル
ターでキャッチします。また、菌やカビからしっかり
ガードし、車内をより快適な環境に保ちます。

おすすめアイテム

PM2.5対策に！！※1
※2
※3

160.クリーンエアフィルター
　　 （高機能タイプ）

B9VX（99000-79AJ3）
3,300円

FXFA FZ X T

交換の目安1年 または12,000km

※2
※3

2.5μm粒子を約90%、
1.0μm粒子を約65%、
0.3μm粒子を約30%キャッチ。

159.ジュニアシート

E9K1（9918C-76R00）　シートベルト固定タイプ
35,200円
※■86 リヤシートエプロン、■260 シートクリーンカバーと同時装着はできません。

FXFA FZ X T

Accessories

※車両のエアコンフィルターを取り外して装着します。
※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。
 ［（株）デンソー試験による］
　　試験品体格：W216.5mm×D195mm×H29mm、通気量：240m3/h
 試験粉体：JIS8種粉体（1μm以上）、大気塵（1μm未満）
※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でき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。

5大効果で
車内環境を快適に保ちます。

※1
※2
※3

PM2.5
対策に！

高除塵
ウィルスから
しっかりブロック！

抗ウイルス
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！
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全方位モニター対応（注1）
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 8インチ 7インチ
（200mmワイド） 99000-79CG0 99000-79CG5-W00 99000-79CH0 99000-79CH5-W00 99000-79CJ0 1 99000-79CJ5-W00

2 99000-79CJ5-WL0

商品コード
ナビゲーションとロックボルトのセット CA9E CA9F CA9J CA9K CA9P 1 CA9Q  2 CA9R
ナビゲーション本体 CA9B CA9C CA9G CA9H CA9L 1 CA9M  2 CA9N

サイズ/
モニター 8インチ 7インチ

（200mmワイド）

8.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

7.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

8.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

7.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

8.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

7.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

ヘッドアップディスプレイ（注2） ● ● ×

逆走注意機能（注3） ●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4）
ナビ連動タイプ ▲ ▲ ▲
ナビ接続タイプ ▲（※A1） ▲（※B1） ▲

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） 16GB（SD） 16GB（SD） 8GB（eMMC）
TVチューナー（12セグ+ワンセグ） ● ● ● 1 ●  2× 

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

ステアリングオーディオスイッチ ● ●（※B2） ●（※C1）
音声認識 ●クラウド型（※A2） × ×
Bluetooth®ハンズフリー通話（注5） ● ● ●

映
像
・
音
楽

HDMI接続 ▲（※A3） × ×
ハイレゾ対応 ● × ×
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5） ● ● ●
iPod/
iPhone
（Lightningコネクタ端子）（注6）

音楽再生 ●（※A4） ●（※B3） ●（※C2）
動画再生 ▲（※A5） × ×
充電対応 ●（最大2.1A）（※A4） ●（最大2.1A）（※B3） ●（最大1.0A）（※C2）

SDカード
USBメモリー（注7）

音楽再生 ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA/AAC ●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
●Drive T@lker ●NaviCon

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

セレクトビューバックアイカメラ ▲ ▲ ▲
ETC2.0車載器ナビ連動 ▲ ▲ ▲（※C4）
ETC車載器ナビ連動 ▲（※A6） ▲（※B4） ▲（※C5）

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

ナビゲーション本体
8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 1 7インチ

（200mmワイド）
2 7インチ

（200mmワイド）
160,600円 138,600円 140,800円 118,800円 127,600円 105,600円 99,000円

オーディオ交換ガーニッシュ 4,950円 － 4,950円 － 4,950円 － －
アンテナセット 5,500円 5,500円 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 3,300円 3,300円 3,300円
参考取付費 13,585円 13,585円 13,585円 13,585円 13,585円 13,585円 5,720円
合計金額 187,935円 160,985円 168,135円 141,185円 149,435円 122,485円 108,020円

オーディオレス仕様車に装着する場合　 ※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
8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 1 7インチ

（200mmワイド）
2 7インチ

（200mmワイド）
160,600円 138,600円 140,800円 118,800円

対応しておりません。
オーディオ交換ガーニッシュ 4,950円 － 4,950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 5,005円 5,005円 5,005円 5,005円
合計金額 173,855円 146,905円 154,055円 127,105円

全方位モニター用カメラパッケージ装着車　 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。

3年間6万km保証
スズキ純正ナビゲーション 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。

逆走注意機能 ドライブレコーダー
ナビ再生対応

ヘッドアップ
ディスプレイ対応全方位モニター対応 地図データ無料更新

●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。　●Drive T@lkerはパナソニック株式会社の登録商標です。　●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：メーカーオプションの全方位モニターに対応しています。　注2：ヘッドアップディスプレイの交差点案内表示に対応しています。　注3：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4：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5：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

全方位モニター対応

ヘッドアップディスプレイ対応

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

●…機能あり
▲…オプションで機能あり（別売品が必要）
×…機能なし　

※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。

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。

2021
ModelSUZUKI NAVI

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!

メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車に対応。

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。

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

SD

NEW DATA

※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。

※写真は全方位モニター作動イメージです。

見えない場所を映し出す
クルマの前後左右に4つのカメラを設置。対応ナビゲーションを装着すれば、クルマを真上から
見たような映像などを映し出す「全方位モニター」に。見通しの悪い場所で人などが近づいて
くるとお知らせする「左右確認サポート機能」も前後に装備し、運転席から見えにくい周辺状況の
確認をサポートします。

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。

交差点案内表示※画面はハメコミ合成です。

全方位モニター用カメラパッケージ装着
車に、全方位モニター対応ナビゲーション
を装着すれば、ヘッドアップディスプレイ
内に交差点案内が表示されます。
ドライバーの視線移動や焦点の調節を
減らし、安全運転に貢献します。

トップ映像+前方/後方映像 サイド映像+前方/後方映像 室外視点 室内視点

さまざまなアングルで視界をサポート クルマの周囲が立体で見える3Dビュー

最長5年間の地図データ無料更新

●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。 22

全方位モニター対応（注1）
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 8インチ 7インチ
（200mmワイド） 99000-79CG0 99000-79CG5-W00 99000-79CH0 99000-79CH5-W00 99000-79CJ0 1 99000-79CJ5-W00

2 99000-79CJ5-WL0

商品コード
ナビゲーションとロックボルトのセット CA9E CA9F CA9J CA9K CA9P 1 CA9Q  2 CA9R
ナビゲーション本体 CA9B CA9C CA9G CA9H CA9L 1 CA9M  2 CA9N

サイズ/
モニター 8インチ 7インチ

（200mmワイド）

8.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

7.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

8.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

7.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

8.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

7.0インチ
WVGAタッチパネル
感圧式

ヘッドアップディスプレイ（注2） ● ● ×

逆走注意機能（注3） ●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4）
ナビ連動タイプ ▲ ▲ ▲
ナビ接続タイプ ▲（※A1） ▲（※B1） ▲

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） 16GB（SD） 16GB（SD） 8GB（eMMC）
TVチューナー（12セグ+ワンセグ） ● ● ● 1 ●  2× 

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

ステアリングオーディオスイッチ ● ●（※B2） ●（※C1）
音声認識 ●クラウド型（※A2） × ×
Bluetooth®ハンズフリー通話（注5） ● ● ●

映
像
・
音
楽

HDMI接続 ▲（※A3） × ×
ハイレゾ対応 ● × ×
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5） ● ● ●
iPod/
iPhone
（Lightningコネクタ端子）（注6）

音楽再生 ●（※A4） ●（※B3） ●（※C2）
動画再生 ▲（※A5） × ×
充電対応 ●（最大2.1A）（※A4） ●（最大2.1A）（※B3） ●（最大1.0A）（※C2）

SDカード
USBメモリー（注7）

音楽再生 ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA/AAC ●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
●Drive T@lker ●NaviCon

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

セレクトビューバックアイカメラ ▲ ▲ ▲
ETC2.0車載器ナビ連動 ▲ ▲ ▲（※C4）
ETC車載器ナビ連動 ▲（※A6） ▲（※B4） ▲（※C5）

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

ナビゲーション本体
8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 1 7インチ

（200mmワイド）
2 7インチ

（200mmワイド）
160,600円 138,600円 140,800円 118,800円 127,600円 105,600円 99,000円

オーディオ交換ガーニッシュ 4,950円 － 4,950円 － 4,950円 － －
アンテナセット 5,500円 5,500円 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 3,300円 3,300円 3,300円
参考取付費 13,585円 13,585円 13,585円 13,585円 13,585円 13,585円 5,720円
合計金額 187,935円 160,985円 168,135円 141,185円 149,435円 122,485円 108,020円

オーディオレス仕様車に装着する場合　 ※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
8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 1 7インチ

（200mmワイド）
2 7インチ

（200mmワイド）
160,600円 138,600円 140,800円 118,800円

対応しておりません。
オーディオ交換ガーニッシュ 4,950円 － 4,950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 5,005円 5,005円 5,005円 5,005円
合計金額 173,855円 146,905円 154,055円 127,105円

全方位モニター用カメラパッケージ装着車　 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。

※A1：接続する場合には、別売のVTRケーブルが必要となります。　※A2：Bluetooth®対応スマートフォンとスマートフォンアプリ「Drive T@lker」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、別途通信費が発生します。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。　※A3：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。　※A4：iPhone4s以前のiPhoneには対応していません。　※A5：iPhone4s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。　※A6：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：接続する場合には、別売のVTRケーブルが必要となります。　※B2：音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリー機能にのみ対応します。その他のスイッチ(音量やMODEなど)には表示
通りに対応します。　※B3：iPhone4s以前のiPhoneには対応していません。　※B4：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：音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリー機能にのみ対応します。
その他のスイッチ(音量やMODEなど)には表示通りに対応します。　※C2：iPhone5c以前のiPhoneには対応していません。　※C3：「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。「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：別売のETC2.0/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。※C5：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。

2021年モデル ナビゲーション主要機能一覧表

P23に掲載 P25に掲載 P27に掲載

7インチ
（200mmワイド）8インチ

7インチ（200mmワイド）
1 テレビ内蔵モデル
2 テレビレスモデル

7インチ
（200mmワイド）8インチ 8インチ
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NAVIGATION
スズキ純正ナビゲーションでもっと楽しく!

8インチ モデル

7インチ
200mmワイド

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。）
※全方位モニター用カメラパッケージ装着車を選択すると、ヘッドアップディスプレイ内に交差点案内が表示されます。

Standard Plus Model ヘッドアップディスプレイ対応
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。
※8インチモデルと7インチ（200mmワイド）モデルの機能は共通です。

※写真のオーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）は別売りです。　※写真は装着イメージです。　※画面はハメコミ合成です。

※写真は装着イメージです。　※画面はハメコミ合成です。

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

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応 　 注1

音声
認識
 注2

スマートフォン
連携

DVD
VIDEO

音楽再生
iPod/
iPhone　 注3

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4  注5

音楽録音
CD

Bluetooth
ハンズフリー
通話

VICS
WIDE

8.0型
WVGA
7.0型
WVGA

　　　　　　　　 【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1：一部のグレードに装備されている機能です。
注2：Bluetooth®対応スマートフォンとスマートフォンアプリ「Drive T@lker」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、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3：iPhone4s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。
注5：別途SDカード（市販品）が必要となります。
注6：iPhone4s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。

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）

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

HDMI
入力

動画再生
iPod/
iPhone     注6 3年間6万km保証

スズキ純正ナビゲーション

180.スタンダードプラス８インチナビセット（パナソニック）
CA9E 8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
168,905円（本体価格160,600円＋参考取付費5,005円＋盗難抑止アイテム3,300円）

8インチ モデル 画面が大きく、見やすい。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CA9B（99000-79CG0）165,605円（本体価格160,600円+参考取付費5,005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 CA9C（99000-79CG5-W00）143,605円（本体価格138,600円+参考取付費5,005円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

181.スタンダードプラスワイドナビセット（パナソニック）
CA9F 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
146,905円（本体価格138,600円＋参考取付費5,005円＋盗難抑止アイテム3,300円）

ボタンが大きく、使いやすい。7インチ
200mmワイド

モデル

※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。

システムアップメニュー＋

※ETC車載器（ビルトインタイプ）などもあります。

バックアイカメラ＋ ドライブレコーダー＋ ETC2.0/ETC＋ 　iPod/iPhone/HDMI＋
お気に入りのiPod/iPhoneなどの
動画を車内で楽しむ！
182.HDMI接続ケーブル
CA2V（99000-79BR2）　iPod充電対応
8,085円
（本体価格5,940円+参考取付費2,145円）
※ご利用の際は、別途①Apple社製Lightning-DigitalAVアダプタ
　（市販品）と②LightningUSB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。

P33＋44,220円■235 ＋■237 

●ETC2.0車載器
　+ビルトイン取付キット

ETCの機能+
ETC2.0のサービスが受けられます！

※写真はイメージです。

■182 ①

②

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：2026年12月末まで
■更新期間：2026年12月末まで
■全更新：期間中最大2回
■差分更新：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 ナビ本体から地図SD
カードを抜き取りパソ
コンへ挿入します。

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
る地図更新用SDカードを
ナビ本体に挿入し、アップ
デートします。

2

SDカード送付での更新の場合

■申込期間：2022年11月末まで
■更新期間：2024年度版を
　2023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、
アップデートします。

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

＜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。）

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！
●ドライブレコーダー（前後方録画タイプ）
　＋クリップセット

P34＋72,116円■250  

車庫入れや後退時の
運転補助アイテムとしてオススメ！
●セレクトビューバックアイカメラ
　＋バックドアハンドル

＋44,550円■231 ＋■232 P32
※運転支援機能付もあります。

逆走注意機能 ドライブレコーダー
ナビ再生対応

ヘッドアップ
ディスプレイ対応全方位モニター対応 最長5年間

地図データ無料更新

●オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）
　C9YN（73821-63RA0-CT3） 4,950円
●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 14,080円

（本体価格5,500円+参考取付費8,580円）

車両の仕様によって、別売品が必要になります。（詳しくはP37をご覧ください。）

●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。 24
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▶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！！

これまで未収録だったエリアも市街地図が使える様になり
ました。住宅地図で定評のあるゼンリン社の地図を収録し、
日本全国の市街地を100％※1カバー。道路や河川の形状まで
詳細に表示され、わかりやすさがアップしました。
※1：調査終了時期：2019年11月現在、収録エリア：1,741都市、無人島など一部離島を除く

道路標識情報や速度制限の超過警告、さらにはカーブや踏切、合流の案内などを音声と地図上のポップ
アップでお知らせします。はじめての街でもわかりやすくドライブをサポートしてくれます。

音声とポップアップでお知らせする「安心運転サポート」（9項目）
※全ての道路、標識についての案内を保証するものではありません。

NAVI
機 能

イコライザー設定の切り換えや車速に応じた音量補正の設定など、
さまざまな音の設定が一画面に集約。視覚的にもわかりやすく、
調整がスムーズにできます。

「オーディオチューン」で自分好みに
カスタマイズ

AV
機 能

地図を見やすく、走りやすい道を探す、ルート案内時の表示やガイ
ダンスの変更などナビ機能を自分好みに合わせて設定できます。
さらに「VICS WIDE」情報を活用した渋滞回避ルートのレベル調整
もできます。カスタマイズした設定内容は2人分登録でき、切り換え
ることができます。

NAVI
機 能

ストラーダチューン

WAV、FLACのハイレゾ音源にも対応。別売のハイレゾ対応スピーカーと組み合わせて
音源をハイレゾ基準で再生できます。また、音のプロが調律した「音の匠」で再生させれば、
より効果的にハイレベルの音質が楽しめます。さらにHDMI接続※可能なiPhoneやデジタル
ビデオとナビを接続すれば、ナビの大画面で動画を楽しむことができます。
※HDMI接続には別売品が必要となります。iPod/iPhone再生はミラーリングとなります。またアプリによってはナビに動画が
　表示されない場合があります。

●合流案内（高速道路）　●指定方向外禁止案内　●高速レーン減少案内
●カーブ案内　●事故多発地点案内（一般道）

ガイダンスチューンで必要な情報のみを選択できます。
●一時停止　●踏切案内　●合流案内　●制限速度案内の4項目は、
3段階[しない/ルート案内中/常時]の設定ができます。

●一時停止案内

●制限速度案内 ●ライト点灯案内

●踏切案内

一時停止マークと停
止位置までの距離を
表示します。

走行中の道路の制限
速度を表示し、制限速
度をいちじるしくオー
バーすると画面と音声
で警告します。

夕刻やトンネル走行時
にライトのつけ忘れを
サポートします。

踏切に近づくと音声と
ポップアップで注意を
うながします。

ルートチューン
ルート探索の条件を詳細に設定でき
ます。たとえば、狭い道が苦手な人は
広い道を優先するようになど。

マップチューン
地図のカラーや文字のサイズ、自車
マークの色や大きさを自分好みに設
定できます。

おすすめ
ポイント

1
全国の市街地を
100％カバー※1

おすすめ
ポイント

3
多彩なAV機能 
ハイレゾ・HDMI接続※

ガイダンスチューン
分岐音声案内の頻度や、道路標識
情報の表示の設定ができます。ご自分
のペースに合わせたガイダンスの
タイミングなどを設定できます。

VICSチューン
VICS WIDEが提供する一般道や
有料道路の渋滞情報、駐車場情報の
表示も変更できます。

iPhoneの動画も大画面で！

スマートフォンアプリ「Drive T@lker」（無料）をインストール
したBluetooth®対応のスマートフォンを接続すれば、音声
での対話形式で目的地の検索や設定がスムーズにできます。

おすすめ
ポイント

2
対話型音声認識スマートフォン
アプリ「Drive T@lker」に対応

※アプリのご利用は無料ですが、ご利用の際は通信料が発生します。
　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。
※あらかじめスマートフォンでアプリを起動しておく必要があります。
※iPhone4s以前のiPhoneには対応していません。

道路形状がリアルで細い道まではっきり

2020年モデル

2020年モデル

2021年モデル

2021年モデル

川幅など河川の形状もわかりやすい



25 SUZUKI Genuine Accessories

NAVIGATION
スズキ純正ナビゲーションでもっと楽しく! ※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。）

※全方位モニター用カメラパッケージ装着車を選択すると、ヘッドアップディスプレイ内に交差点案内が表示されます。

ヘッドアップディスプレイ対応
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。
※8インチモデルと7インチ（200mmワイド）モデルの機能は共通です。

Standard Model

※写真のオーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）は別売りです。　※写真は装着イメージです。　※画面はハメコミ合成です。

※写真は装着イメージです。　※画面はハメコミ合成です。

8インチ モデル

7インチ
200mmワイド

モデル

　　　　　　　　 【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1：一部のグレードに装備されている機能です。音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリー機能にのみ対応します。
　　その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。
注2：iPhone4s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。 

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

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応 　 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

8.0型
WVGA
7.0型
WVGA

音楽録音
CD
 注4

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）

190.スタンダード８インチナビセット（パナソニック）
CA9J 8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
149,105円（本体価格140,800円＋参考取付費5,005円＋盗難抑止アイテム3,300円）

8インチ モデル 画面が大きく、見やすい。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CA9G（99000-79CH0）145,805円（本体価格140,800円+参考取付費5,005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 CA9H（99000-79CH5-W00）123,805円（本体価格118,800円+参考取付費5,005円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

191.スタンダードワイドナビセット（パナソニック）
CA9K 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
127,105円（本体価格118,800円＋参考取付費5,005円＋盗難抑止アイテム3,300円）

ボタンが大きく、使いやすい。7インチ
200mmワイド

モデル

※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。

3年間6万km保証
スズキ純正ナビゲーション

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＋

P33＋44,220円■235 ＋■237 

●ETC2.0車載器
　+ビルトイン取付キット

ETCの機能+
ETC2.0のサービスが受けられます！

※写真はイメージです。

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

P33＋26,070円■239 ＋■240 

車庫入れや後退時の
運転補助アイテムとしてオススメ！
●セレクトビューバックアイカメラ
　＋バックドアハンドル

＋44,550円■231 ＋■232 P32
※運転支援機能付もあります。

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：2026年12月末まで
■更新期間：2026年12月末まで
■全更新：期間中最大2回
■差分更新：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 ナビ本体から地図SD
カードを抜き取りパソ
コンへ挿入します。

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
る地図更新用SDカードを
ナビ本体に挿入し、アップ
デートします。

2

SDカード送付での更新の場合

■申込期間：2022年11月末まで
■更新期間：2024年度版を
　2023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、
アップデートします。

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

＜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。）

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！
●ドライブレコーダー（前後方録画タイプ）
　＋クリップセット

逆走注意機能 ドライブレコーダー
ナビ再生対応

ヘッドアップ
ディスプレイ対応全方位モニター対応 最長5年間

地図データ無料更新

●オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）
　C9YN（73821-63RA0-CT3） 4,950円
●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 14,080円

（本体価格5,500円+参考取付費8,580円）

車両の仕様によって、別売品が必要になります。（詳しくはP37をご覧ください。）

P34＋72,116円■250  
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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。

Accessories

ガイダンスチューンで必要な情報のみを選択できます。

▶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://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！！

音楽CD

SDカードに録音

※別途、SDカード（市販品）が必要となります。

踏切や合流、カーブの案内などを音声と地図上のポップアップでお知らせします。はじめての街でもわかりやすくドライブ
をサポートしてくれます。

音声とポップアップでお知らせする「安心運転サポート」（5項目）
※全ての道路、標識についての案内を保証するものではありません。

NAVI
機 能

CDの楽曲を最大約8倍速でSDカード（市販品）に
録音が可能。5段階の圧縮録音モードが選択でき、
高音質重視320kbpsから曲数を重視した96kbps
まで選ぶことができます。また、地上デジタル放送
など他のAVソースを視聴しながらCDを録音する
ことも可能です。

「CD録音8倍速」
SDカードへの録音が
スピーディ

AV
機 能

ルート探索の条件を詳
細に設定できます。たと
えば、狭い道が苦手な
人は広い道を優先する
ようになど。

ルートチューン

●マップチューン ●ガイダンスチューン ●VICSチューン

地図を見やすく、走りやすい道を探す、ルート案内
時の表示やガイダンスの変更などナビ機能を自分
好みに合わせて設定できます。さらに「VICS WIDE」
情報を活用した渋滞回避ルートのレベル調整もでき
ます。カスタマイズした設定内容は2人分登録でき、
切り換えることができます。

●合流案内（高速道路）　●事故多発地点案内（一般道）

●カーブ案内

急なカーブに近づくと音声
とポップアップで注意をう
ながします。

●ライト点灯案内

夕刻やトンネル走行時にラ
イトのつけ忘れをサポート
します。

●踏切案内

踏切に近づくと音声とポッ
プアップで注意をうながし
ます。

おすすめ
ポイント

3
リアルタイムの渋滞・規制を考慮した
ルートを案内「スイテルート案内」

VICS WIDEの渋滞・規制情報を活用して、より早く、快適なルートを
自動的に探索・案内します。情報受信前後のルート比較、選択すること
も可能です。

おすすめ
ポイント

2
高速道路逆走検知
注意喚起機能

高速道路の入口、ジャンクション、インターチェンジ、SA・PAの
本線合流部、料金所手前での逆走を検知し、画面表示と音声で
警告します。

逆走検知機能
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。

逆走注意喚起機能

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。

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。

※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。

これまで未収録だったエリアも市街地図が使える様になり
ました。住宅地図で定評のあるゼンリン社の地図を収録し、
日本全国の市街地を100％※1カバー。道路や河川の形状まで
詳細に表示され、わかりやすさがアップしました。
※1：調査終了時期：2019年11月現在、収録エリア：1,741都市、無人島など一部離島を除く

おすすめ
ポイント

1
全国の市街地を
100％カバー※1

NAVI
機 能

ストラーダチューン

別売市販
SDカード

道路形状がリアルで細い道まではっきり

2020年モデル

2020年モデル

2021年モデル

2021年モデル

川幅など河川の形状もわかりやすい
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NAVIGATION
スズキ純正ナビゲーションでもっと楽しく! ※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。）

8インチナビゲーションを装着する際に必要となります。（詳しくはP37をご覧ください。）
●オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）
　C9YN（73821-63RA0-CT3） 4,950円

Entry Model

※8インチモデルと7インチ（200mmワイド）モデルの機能は共通です。ただし、8インチモデルにはチルト機能はありません。

※写真のオーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）は別売りです。　※写真は装着イメージです。　※画面はハメコミ合成です。

※写真は装着イメージです。　※画面はハメコミ合成です。

【注意事項】全方位モニターには対応していません。

200.エントリー８インチナビセット（ケンウッド）
CA9P 8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
144,485円（本体価格127,600円＋参考取付費13,585円＋盗難抑止アイテム3,300円）

8インチ モデル 画面が大きく、見やすい。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CA9L（99000-79CJ0）141,185円（本体価格127,600円+参考取付費13,585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 CA9M（99000-79CJ5-W00）119,185円（本体価格105,600円+参考取付費13,585円）
●ナビゲーションロックボルトセット C9DA（99000-990Y7-NB1）3,300円

201.エントリーワイドナビセット（ケンウッド）
CA9Q 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

122,485円（本体価格105,600円＋参考取付費13,585円＋盗難抑止アイテム3,300円）

ボタンが大きく、使いやすい。7インチ
200mmワイド

モデル

※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。

■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。

セット
内容

●ナビゲーション本体 CA9N（99000-79CJ5-WL0）104,720円（本体価格99,000円+参考取付費5,720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。

　　　　　　　　 【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1：7インチ（200mmワイド）のテレビレスモデルには、テレビ機能がありません。
注2：一部のグレードに装備されている機能です。音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリースイッチ機能にのみ対応します。
　　その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。
注3：iPhone5c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。
注5：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）

主要機能

感圧式
タッチパネル

メモリー
タイプ
8GB

12セグ/
ワンセグ
TVチューナー 

AM/FM
ラジオ

ワイド
FM

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応 　 注2 注1

音声
認識

スマートフォン
連携

DVD
VIDEO

音楽再生
iPod/
iPhone　 注3

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4

Bluetooth
ハンズフリー
通話

VICS
WIDE

8.0型
WVGA
7.0型
WVGA

音楽録音
CD
 注5

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＋

※写真はイメージです。

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
る地図更新用SDカードを
ナビ本体に挿入し、アップ
デートします。

2

SDカード送付での更新の場合

■申込期間：2022年5月末まで
■更新期間：2023年度版を
　2024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。）

■ご利用開始日より

最長3年間
■申込期間：2025年2月末まで
■更新期間：2022年3月から
　2025年2月末まで
■全更新：期間中最大3回
■差分更新：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、
初期登録を行ないます。

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SDカードを
ナビ本体に挿入し、アップ
デートします。

4 3　で登録した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

P33＋26,620円■239 ＋■240 

ETC2.0＋

P33＋45,320円■233 ＋■234 

●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の機能+
ETC2.0のサービスが受けられます！

ETC＋

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。

車庫入れや後退時の
運転補助アイテムとしてオススメ！
●セレクトビューバックアイカメラ
　＋バックドアハンドル

＋44,550円■231 ＋■232 P32
※運転支援機能付もあります。

HDMI
入力

動画再生
iPod/
iPhone

ドライブ
レコーダー
（連動タイプ）

CA9R 200mmワイドモデル
108,020円（本体価格99,000円＋参考取付費5,720円＋盗難抑止アイテム3,300円）

テレビ内蔵モデル

テレビレスモデル

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！
●ドライブレコーダー（前後方録画タイプ）
　＋クリップセット

P34＋72,116円■250  

逆走注意機能 ドライブレコーダー
ナビ再生対応

ヘッドアップ
ディスプレイ対応全方位モニター対応 最長3年間

地図データ無料更新8インチ モデル

7インチ
200mmワイド

モデル

3年間6万km保証
スズキ純正ナビゲーション

28
●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。

Accessories
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！！

おすすめ
ポイント

3

高速レスポンスを実現
「ジェットレスポンスエンジンⅢ」&
「デュアルコアCPU」&「S3フォーマット」

おすすめ
ポイント

2
音声がはっきりと聞き取り
やすい「クリアボイス」

初めて行く場所や複雑な道など、不安な道でも次にある曲がるポイントや分岐点までの「残距離」をわかりやすく画面表示
でカウントダウンします。ポイントに近づくとイラストでわかりやすく表示します。

案内ポイントまでの距離をカウントダウン「ここです案内」NAVI
機 能

ルートを設定する際に、ドライバーの意図に合ったルートを探すことができます。有料優先、道幅優先、渋滞回避、踏切考慮、
信号考慮など、さまざまな条件について優先度を設定でき、ルート探索に反映されます。

自動車の走行ノイズは速度に応じて常に変化して
います。「ドライブ・イコライザー・プラス」は走行速
度とAV音量に連動してリアルタイムに最適な音質
補正を行ないます。

人の声の周波数帯域を中心に増幅し、ソースが地デジ・
FM・AM・交通情報視聴時とハンズフリー通話時の音声
がクリアに聞き取りやすくなる「クリアボイス」を搭載
しました。

高速描写技術「ジェットレスポンスエンジンⅢ」を搭載。フリック、ドラッグなどスマートフォン感覚のタッチ
操作にもすばやく反応します。「ジェットレスポンスエンジンⅢ」の心臓部には「デュアルコアCPU」を搭載。
複数のプロセスを同時並行で処理できるため、高い負荷のかかる処理もスムーズにストレスなく行なえ
ます。地図データなどを検索・表示する際に高速レスポンスを実現するデータ圧縮技術「S3フォーマット」
を採用。膨大なナビデータを収録しながら、スムーズに情報を活用できます。

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・有料道路の入口、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、画面表示と音声で警
告します。

逆走検知機能
高速道路進入時や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。

逆走注意喚起機能

ポイントに近づくにつれ青いメモリが右から減り、直前になるとイラスト表示に切り替わります。
※一般道は約350m手前から、高速道路は約1.1km手前から表示されます。

280m手前 10m手前

「マイルートアジャスター」NAVI
機 能

AV
機 能

「4倍速CDダイレクト録音」

AV
機 能

走行中でも心地良く
音楽が楽しめる
「Drive Equalizer +」

CDの楽曲を、車内で再生しながらSDカード
(市販品）に最大4倍速で録音が可能。
※CDを録音中に地上デジタル放送、SD、マルチAVブラウザを
　選択することはできません。

※写真はイメージです。

▶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.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/

※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。
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AUDIO
個性あふれるオーディオユニットをご用意。

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 パイオニア ケンウッド ケンウッド クラリオン
サイズ 200mmワイドモデル 2DINモデル 1DINモデル 1DINモデル
品番 99000-79BM7 99000-79BP0 99000-79BP1 99000-79BP9

モニター 7.0インチWVGAタッチパネル感圧式 - - -

3年間6万km保証 ● ● ● ●
DVDビデオ再生（VRモード） ● × × ×
音声認識 ●（※A1） × × ×

スマートフォン連携（注1）
●（※A2） ●（※B1） ●（※C1） ×

対応アプリ ●CarPlay　●Android Auto ●KENWOOD Remote ●KENWOOD Remote -
ステアリングオーディオスイッチ ●（※A3） ●（※B2） ●（※C2） ●（※D1）
AM/FMラジオ ● ● ● ●
ワイド FM ● ● ● ●
音楽CD再生 ●MP3/WMA/AAC ●MP3/WMA/AAC ●MP3/WMA/AAC ●MP3/WMA

iPod/iPhone
（注2）

Lightning
コネクタ端子

音楽再生 ● ● ● ●
動画再生 × × × ×
充電対応 ● ● ● ●

USBメモリー（注3）
音楽再生 ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA
動画再生 ●MPEG-4/MPEG-2/Divx/Xvid/H.264/H.263/WMV × × ×

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 AVRCP1.5対応 AVRCP1.5対応 AVRCP1.5対応 -

AUX入力
音声 ▲（※A4） ▲（※B3） ▲（※C3） ▲（※D2）
映像 ▲（※A4） × × ×

セレクトビューバックアイカメラ ▲ × × ×
ドライブレコーダー（ナビ接続タイプ）（注5） ▲（※A5） × × ×
音響・音質調整 ● ● ● ●
表示文字種 漢字/かな/カナ/英数/記号 英数/記号 英数/記号 英数/記号
キーイルミネーション 112色（RGB） バリアブルカラー ホワイト ホワイト

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

オーディオ本体 46,585円 29,700円 24,750円 21,780円
アタッチメント - - 2,750円 2,750円
1DINポケット - - 1,375円 1,375円
スクリュ（1DINポケット取付用：4本） - - 220円 220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 4,290円 2,860円 2,860円 2,860円
合計金額 54,175円 35,860円 35,255円 32,285円

オーディオレス仕様車に装着する場合 ※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。

※A1：iPhoneのSiri、Androidの音声認識機能に対応しています。　※A2：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、別途通信費が発生します。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。接続可能なスマートフォンについては、https://jpn.
pioneer/ja/support/dop/suzuki/ をご覧ください。　※A3：音声認識/ハンズフリースイッチについては、音声認識機能にのみ対応します。その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。　※A4：別売のVTRケーブル（99000-79X94）が必要となります。その場合、ナビ接続タイプのドライブレコーダー用
VTRケーブル（99000-79BF6）と同時装着はできません。　※A5：別売のVTRケーブル（99000-79BF6）が必要となります。その場合、AUX入力用VTRケーブル（99000-79X94）と同時装着はできません。　※B1：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。　※B2：音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリー機能にのみ対応します。その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。　※B3：
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。　※C1：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。　※C2：音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリー機能にのみ対応します。その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。　※C3：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。　※D1：音声認識/ハンズフリースイッチについては、対応していません。その他のスイッチ
（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。　※D2：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、別途アタッチメント、1DINポケット、スクリュなどが必要となります。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

　　　　　　　　 【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＋

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

バックアイ
カメラ

車両後退時にモニター
へ車両後方映像を出力
できるようになります。

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

バックアイ
カメラ

●●W
IN

●●型
タッチパネル
モニター

バックアイ
カメラ

●●W
IN

●●型
タッチパネル
モニター

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

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

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応

ステアリングオーディオ
スイッチが使えます。

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。

映画などDVDビデオの
再生が可能です。

DVD
VIDEO

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。

音声で簡単に検索が
行なえます。

音声
認識

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）

　　　　　　　　 【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
■ナビゲーション商品のアイコン説明

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）

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

バックアイ
カメラ

●●型
●●GA

バックアイ
カメラ

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。

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応

ステアリングオーディオ
スイッチが使えます。

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

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

●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。）

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

※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。）【注意事項】全方位モニターには対応していません。

●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。 30

オーディオを装着する際に必要となります。（詳しくはP37をご覧ください。）
●1DINポケット
C014（39182-80J10）

●アタッチメント
C9Y4（99000-99034-DS4）

●スクリュ
C002（03241-0512A ×4本）

220円 ※価格は4本分です。2,750円 1,375円

※運転支援機能付もあります。

210.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）

212.AM/FMラジオ付CD/USBプレーヤー
CA5G（99000-79BP0）　2DINモデル　200mm用アタッチメント同梱
32,560円（本体価格29,700円＋参考取付費2,860円） 

●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。
●バックアイカメラ、ドライブレコーダー、ステアリングオーディオスイッチに対応。

213.AM/FMラジオ付CD/USBプレーヤー
CA5H（99000-79BP1）　1DINモデル
27,610円（本体価格24,750円＋参考取付費2,860円） 

214.AM/FMラジオ付CD/USBプレーヤー
CA3J（99000-79BP9）　1DINモデル
24,640円（本体価格21,780円＋参考取付費2,860円） 

システムアップメニュー＋
バックアイカメラ＋

●セレクトビューバックアイカメラ＋バックドアハンドル

■231  ＋■232  P32＋44,550円

ドライブレコーダー＋
●ドライブレコーダー（ナビ接続タイプ）+VTRケーブル

■252  ＋■253 

※スマートフォン再生するWi-Fi接続タイプもあります。

P35＋40,480円

ポータブルAV機器＋
211.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■253 VTRケーブル（99000-79BF6）と同時装着はできません。

■211 

200mm WIDE Model

●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。
●ステアリングオーディオスイッチに対応。
●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。

●日本語表記の大型キーボタンで、レイアウトもシンプルなユニバーサルデザイン採用。
●クラリオン独自の音響技術「Intelligent Tune」搭載。
●ステアリングオーディオスイッチに対応。
●フロントUSB/AUX端子搭載でiPodなど多彩なメディアに対応。

注1：音声認識/ハンズフリースイッチについては、対応していません。その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。
注2：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。

主要機能

Bluetooth
ハンズフリー
通話

音楽再生
Bluetooth

音楽再生
USBメモリー

音楽再生
CD

スマートフォン
連携

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応　  

注1

ワイド
FM

AM/FM
ラジオ

音楽再生
iPod/
iPhone　 注2

●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。
●ステアリングオーディオスイッチに対応。
●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。

注1：一部のグレードに装備されている機能です。音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリー機能にのみ対応します。
　　その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。
注2：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.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/ をご覧ください。

主要機能

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3

音楽再生
iPod/
iPhone　 注2

スマートフォン
連携

注2

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応　  

注1

音楽再生
CD

ワイド
FM

音楽再生
iPod/
iPhone　 注2

スマートフォン
連携

注2

Bluetooth
ハンズフリー
通話

音楽再生
Bluetooth

注3

音楽再生
USBメモリー

AM/FM
ラジオ

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応　  

注1

主要機能

注1：一部のグレードに装備されている機能です。音声認識/ハンズフリースイッチについては、ハンズフリー機能にのみ対応します。
　　その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。
注2：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.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/ をご覧ください。

注1：一部のグレードに装備されている機能です。音声認識/ハンズフリースイッチについては、音声認識機能にのみ対応します。
　　その他のスイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。
注2：iPhoneのSiri、Google音声認識に対応しています。
注3：Apple CarPlay、Android Autoに対応しています。　
注4：iPhone4以前のiPhoneには対応していません。
注5：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。

バックアイ
カメラ

ドライブ
レコーダー
（接続タイプ）

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5

ステアリング
オーディオ
スイッチ対応     

注1

DVD
VIDEO

音楽再生
iPod/
iPhone    注4

スマートフォン
連携

注3注2

音声
認識

システムアップ＋

2DIN Model

1DIN Model

1DIN Model

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。
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AUDIO
個性あふれるオーディオユニットをご用意。

→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

223.ツイーター
C9SH（99191-54P00）　40W IN/2.8cm/85dB
再生周波数帯域：F0Hz～20kHz　インピーダンス：4Ω　左右2個セット
6,710円（本体価格5,280円＋参考取付費1,430円）
※HYBRID FZ、STINGRAY HYBRID X、STINGRAY HYBRID Tの
　標準装備品と同等品です。

【スピーカー】

160W
IN 2WAY

17cmフルレンジ

40W
IN 2WAY

2.8cmフルレンジ

150W
IN 2WAY

16cmフルレンジ

150W
IN 3WAY

16cmフルレンジ

お気に入りの音楽を高音質で！

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

ケンウッド製のスピーカーを
装着する場合に必要です。

スピーカーブラケット

3,300円
CA1Z（99197-76R00）
フロント／リヤ用  16cmスピーカー用  
左右2個セット

Speaker FA、HYBRID FXにリヤスピーカーを装着する際に必要となります。

●リヤスピーカーハーネスセット
C9Y7（99193-63R00）  リヤスピーカー用 

4,565円（本体価格2,420円＋参考取付費2,145円）
※HYBRID FZ、STINGRAY HYBRID X、STINGRAY HYBRID Tのリヤスピーカーを交換する場合は不要です。

220.スピーカー
C9A5（99000-79Y37）
フロント/リヤ用　左右2個セット　150W IN/3WAY/16cm/92dB
再生周波数帯域：30Hz～50kHz　インピーダンス：4Ω　取付ブラケット同梱
取付位置をご指定ください。
14,190円（本体価格9,900円＋参考取付費4,290円）
※取付ブラケットが同梱されているため、別途スピーカーブラケットをお買い求めいただく必要はございません。

221.スピーカー
CA3U（99000-79BN9） 
フロント/リヤ用　左右2個セット
ハイレゾ対応　160W IN/2WAY/17cm/91dB
再生周波数帯域：30Hz～58kHz　インピーダンス：4Ω　取付ブラケット同梱
取付位置をご指定ください。
13,090円（本体価格8,800円＋参考取付費4,290円）
※取付ブラケットが同梱されているため、別途スピーカーブラケットをお買い求めいただく必要はございません。

222.スピーカー
CA9W（99000-79CF3）
フロント/リヤ用　左右2個セット　150W IN/2WAY/16cm/87dB
再生周波数帯域：45Hz～30kHz　インピーダンス：4Ω
取付位置をご指定ください。
14,190円（本体価格9,900円＋参考取付費4,290円）
※取り付けには、別途スピーカーブラケットが必要です。

●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。 32

SYSTEM UP
ナビやオーディオに多彩な機能をプラス。

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安全確認をサポートしてくれるので、安心感が高まります。
※全方位モニター用カメラパッケージ（メーカーオプション）装着車には装着できません。

カメラ外観

C9SW （82850-50M30-ZWH） ZWH アクティブイエロー
C9Y0 （82850-50M30-ZWY） ZWY ブリスクブルーメタリック
C058 （82850-50M30-Z JH） ZJH  フィズブルーパールメタリック
C060 （82850-50M30-Z LB） ZLB  フェニックスレッドパール
C063 （82850-50M30-ZSF） ZSF アーバンブラウンパールメタリック

C9MX （82850-50M30-ZV J） ZVJ  ムーンライトバイオレットパールメタリック
C9KR （82850-50M30-26U） 26U ホワイト
C9Y3 （82850-50M30-ZVR） ZVR ピュアホワイトパール
C052 （82850-50M30-Z2S） Z2S シルキーシルバーメタリック
C9F2 （82850-50M30-ZVC） ZVC スチールシルバーメタリック

C057 （82850-50M30-Z J 3） ZJ3 ブルーイッシュブラックパール3
C9NU （82850-50M30-ZVG） ZVG シフォンアイボリーメタリック
C9X7 （82850-50M30-Z JP） ZJP ノクターンブルーパールメタリック
C9GH （82850-50M30-ZVD） ZVD クールカーキパールメタリック

232.バックドアハンドル
リクエストスイッチ付車用

FZ X TFX（スズキ セーフティ サポート装着車）

各3,740円
※■231 セレクトビューバックアイカメラ取付時に必要となります。

※■230 ■231 セレクトビューバックアイカメラ取付時に必要となります。

C9SU （82850-50M10-ZWH） ZWH アクティブイエロー
C9XB （82850-50M10-ZWY） ZWY ブリスクブルーメタリック
C048 （82850-50M10-Z JH） ZJH  フィズブルーパールメタリック
C9GS （82850-50M10-Z LB） ZLB  フェニックスレッドパール

C051 （82850-50M10-ZSF） ZSF アーバンブラウンパールメタリック
C041 （82850-50M10-26U） 26U ホワイト
C9X8 （82850-50M10-ZVR） ZVR ピュアホワイトパール
C042 （82850-50M10-Z2S） Z2S シルキーシルバーメタリック

C046 （82850-50M10-Z J 3） ZJ3  ブルーイッシュブラックパール3
C9SY （82850-50M10-ZVG） ZVG シフォンアイボリーメタリック

リクエストスイッチ無車用
FA FX（スズキ セーフティ サポート非装着車）

●下記対応表のナビゲーション・オーディオと組み合わせてご使用ください。

※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。

■230 ■231 セレクトビューバックアイカメラ動作イメージ
セレクトビューバックアイカメラのワイド映像について

※HYBRID FX（スズキ セーフティ サポート非装着車）には装着できません。

（ハンドル左インパネ部）
パイオニア製モニター付オーディオ用

切替スイッチ注1

バックアイカメラ

俯 瞰 映 像標 準 映 像 ワイド 映 像 注4

約170°約130°

注4：ワイド映像はより広
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。

230.セレクトビューバックアイカメラ（運転支援機能付）

CA6T（99195-63RA0）  
運転支援機能付
（自動俯瞰機能/ステアリング連動ガイド線表示機能/後退時左右確認サポート機能/後側方確認サポート機能/車線はみ出し通知機能）
48,510円（本体価格38,500円＋参考取付費10,010円）
※このシステムはあらゆる状況で機能を発揮できるものではありません。お車の状態や使用環境により作動しない場合があります。
　運転中は周囲の安全を直接目視やミラーで確認しながら運転してください。

FZ X TFX（スズキ セーフティ サポート装着車）

231.セレクトビューバックアイカメラ
C9Y9（99000-990EH-SH0）  
ワイド・俯瞰（ふかん）画像切替機能付
40,810円（本体価格30,800円＋参考取付費10,010円）
※セレクトビューバックアイカメラは広角カメラの映像を画像処理しており、特に左右方向の
　画像補正部分が実際の見た目と異なります。また、映像がやや粗く見える場合があります。
注1：パナソニック製ナビ、ケンウッド製ナビは、ナビゲーションのスイッチで切り替えます。
　　パイオニア製モニター付オーディオは、カメラ同梱の切替スイッチで切り替えます。 

FXFA FZ X T
バックアイカメラシステム対応ナビゲーションセット・オーディオ

対応ナビゲーションセット・オーディオ

パイオニア

ケンウッド

パナソニック

セレクトビュー
バックアイカメラ■231セレクトビューバックアイ

カメラ（運転支援機能付）■230

■230 ＋■232 　+52,250円 ■231 ＋■232 　+44,550円
■180  CA9E ■181  CA9F ■190  CA9J ■191  CA9K

■200  CA9P ■201  CA9Q/CA9R

■210  CA38

注1：パナソニック製ナビ、ケンウッド製ナビは、ナビゲーションのスイッチで切り替えます。
　　パイオニア製モニター付オーディオは、カメラ同梱の切替スイッチで切り替えます。 

※自車の速度が設定速度以上注3で走行中に、
方向指示器を操作せずに道路上の白線に
接近すると作動します。
　注3：60km/h以上または80km/h以上の
　　　いずれかに設定できます。
※画面表示は、対応しているナビゲーションと接続
されている場合にのみ表示することができます。
※方向指示器の作動中もしくは作動後約5秒
間、および速度が約60km/h未満の場合は作
動しません。
※白線の状態によっては検知しない場合があります。
　また、車線のはみ出しを自動的に回避する機能
ではありません。

E.車線はみ出し通知機能

※この機能は、車速が微低速時に白色の駐車区
画線を検知して、作動します。
※路面状況や車両の状態によっては、画像が切
り替わらなかったり、思わぬときに切り替わったり
することがあります。また、カメラより高い位置に
あるものは映し出されません。
※後方および周囲の安全を直接目視やミラーで
確認してください。
※駐車区画後端の横線がない場合は作動しません。
※駐車区画線が汚れているときや色が薄いとき、
また駐車区画が傾斜しているときなどは作動し
ない場合があります。

ゆっくりと後退しているときに駐車区画後端
の横線を検知して、一定距離になると自動的
に俯瞰画像に切り替わることで、輪留めや壁
などに寄せやすくするための補助機能です。

A.自動俯瞰機能

※自車の速度が設定速度以上注2で走行中に、
自車が走行する車線の左右に隣接した車線の
後方から接近する車両を検知します。
　注2：30km/h以上または60km/h以上の
　　　いずれかに設定できます。
※画面表示は、対応しているナビゲーションと接続
されている場合にのみ表示することができます。
※接近する車両が、自車より極端に早い速度の
場合や自車とほぼ同速度の場合は検知しない
ことがあります。
※二輪車や自転車、歩行者は検知できません。
※車線の状態や道路周辺の構造物など、条件に
よっては検知できない場合があります。

D.後側方確認サポート機能

※すべての移動物を検知できるわけではありません。
※後方および周囲の安全を直接目視やミラーで
確認してください。
※車両や歩行者が自車の真後ろから接近してく
るときや画面中央から外側へ移動する場合、ま
た静止している場合などは作動しません。
※自車と平行に車両や歩行者が近づいてくると
きや、自転車など移動物が早い速度で横切ると
きなどは作動しない場合があります。

C.後退時左右確認サポート機能

＊パナソニック製ナビ・ケンウッド製ナビは、画面表示と音声で注意喚起します。
  パイオニア製モニター付オーディオは、音声のみの注意喚起となります。

※後方距離および車幅の補助ラインは、あくまで
も目安です。
※後方および車両周辺を直接目視やミラーで
確認してください。

B.ステアリング連動ガイド線表示機能

後方注意
右後方
注意

左に寄って
います

車庫入れなどの後退運転時に、ステアリング
操作と連動して参考になるガイド線を画面に
表示するので、感覚がつかみやすく安心です。

後退時に車両後方の左右から接近してくる車
両や歩行者などをカメラが検知し、画面表示
と音声によって注意を喚起します。

走行中に後方から自車に接近する車両などを
検知します。検知範囲に車両がある場合、その
方向に方向指示器を作動させると、画面表示＊
と音声＊によって注意を喚起します。

走行中に道路上の白線を検知します。方向指
示器を作動させずに、道路上の白線に接近し
た場合、画面表示＊と音声＊によって注意を喚
起します。

＜ナビ画面表示＞＜ナビ画面表示＞ ＜ナビ画面表示＞ ＜ナビ画面表示＞＜ナビ画面表示＞

セレクトビュー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。セレクトビューバックアイカメラが映し出す範囲には限界があります。セレクトビューバック
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。画面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。

セレクトビューバックアイカメラは広角カメラ
の映像を画像処理しており、特に左右
方向の画像補正部分が実際の見た目
と異なります。また、映像がやや粗く見える
場合があります。
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カーナビレス
音声案内タイプ

233.ETC2.0車載器
CA79（99000-79BX5）　音声タイプ
本体取付位置：インパネアンダー　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■234 ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。

234.ETC2.0/ナビゲーション
　　  接続ケーブル
CA9T（99000-79CH3） ケンウッド製ナビ接続用
6,600円

239.ETC車載器
CA7D（99000-79BY0）　音声タイプ　ナビゲーション連動機能付
本体取付位置：インパネアンダー　アンテナ取付位置：フロントガラス上部
21,120円（本体価格15,400円＋参考取付費5,720円）
対応ナビセットと接続することで、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。
※ナビゲーション接続には、別途■240 ETC/ナビゲーション接続ケーブルが必要となります。

240.ETC／ナビゲーション
　　 接続ケーブル
C9U1（99000-79AY6） パナソニック製ナビ接続用

4,950円
C9JB（99000-79AG2） ケンウッド製ナビ接続用

5,500円

235.ETC2.0車載器
C9TZ（99000-79BA0）　音声タイプ　
パナソニック製ナビゲーション専用接続ケーブル同梱
本体取付位置：インパネアンダー（ビルトイン）またはグローブボックス内　
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）
※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。
※ビルトイン方式での取り付けには、別途■237 ビルトイン取付キットが必要となります。
※ビルトイン方式ではなく、貼付での取り付けもできます。

237.ビルトイン取付キット
C9S6（99000-99034-DS1）
3,300円

※上記以外のビルトイン非対応ETC車載器もございます。

238.ETC2.0車載器
CA7B（99000-79BY5）　音声タイプ
本体取付位置：インパネアンダー
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。

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

ETC車載器 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。

241.ETC車載器
CA6G（99000-79CA5）　音声タイプ
本体取付位置：インパネアンダー　アンテナ取付位置：フロントガラス上部 
21,120円（本体価格15,400円＋参考取付費5,720円）
※ナビゲーション連動機能はありません。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

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。

●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

※画像はイメージです。

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ETC2.0/ETC車載器

スズキ純正ETC2.0、ETC車載器は、3年間6万km保証です。

インストルメントパネルにすっきりスマートに収まるビルトインタイプ。
※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。

ビルトインタイプETC2.0/ETC車載器

［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/

※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。

対応ナビセット

■200  CA9P
■201  CA9Q/CA9R

ケンウッド

対応ナビセット

パナソニック ■180  CA9E ■181  CA9F
■190  CA9J ■191  CA9K

対応ナビセット

パナソニック ■180  CA9E ■181  CA9F
■190  CA9J ■191  CA9K

■200  CA9P 
■201  CA9Q/CA9R

ケンウッド

●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。 34

SYSTEM UP
ナビやオーディオに多彩な機能をプラス。

ドライブレコーダー

※装着イメージ　※写真は当該車両とは異なります。

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
※■255 ドライブレコーダー（後方録画用）は除く。

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。

「あおり・危険運転」や
「車上荒らし・イタズラ」対策に。

パナソニック製
ナビゲーションの
表示イメージ

※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。

251.ドライブレコーダー（一体型ナビ連動タイプ）
CA7X（99000-79CA8）
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
37,290円（本体価格30,140円＋参考取付費7,150円）
※■81 フロントプライバシーシェード（メッシュ付）と同時装着はできません。
※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。
※製品に取扱説明書は同梱されておりません。下記専用Webサイトよりダウンロードしてください。
　https://car.panasonic.jp/car/navi/genuine/suzuki.html

※地図・映像2画面表示イメージ

※フロントカメラ地図・映像2画面表示

※フロントカメラ地図・映像2画面表示

※リヤカメラ全画面表示

※フロントカメラ全画面表示

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  ※走行中は表示できません。

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！

250.ドライブレコーダー（前後方録画タイプ）
CA9S（99000-79CE0）
microSDカード（16GB）、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
リヤカメラ取付位置：バックウインドーガラス上部助手席側
本体取付位置：インパネアンダートレー内
71,720円（本体価格51,700円+参考取付費20,020円）
※本体装着時、インパネアンダートレーの穴開け加工が必要となります。
※リヤカメラ装着時、リヤワイパーカバーの加工とクリップセット
　［CA6M（77290-65P00×4）］396円（税込）が必要となります。
※■66 バックドアルームランプ、■81 フロントプライバシーシェード（メッシュ付）、
　■82 リヤプライバシーシェード（メッシュ付）、■161 UV+IRカットフィルムセットと
　同時装着はできません。
※リヤカメラの映像には、バックウインドーガラスの熱線が映り込みます。
※雨天・降雪時にはリヤワイパーを使用してください。
※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。

前方だけでなく、後方の映像もナビの画面にその場で表示。地図と映像の2画面表示をしたり、全画面表示ですぐに確認出来ます。

ケンウッド製
ナビゲーションの
表示イメージ

▽前方・後方映像をすぐに確認  ※走行中は表示できません。

前方・後方録画タイプ ナビ連動タイプ

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。

フロント用、リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、静止画記録が可能です。また対応ナビゲーションの画面で録画した映像を
その場で再生でき、再生操作や各種設定もナビゲーションで行なえます。

前方録画タイプ ナビ連動タイプ

本体

フロントカメラ

リヤカメラ

対応ナビセット

パナソニック ■180  CA9E ■181  CA9F
■190  CA9J ■191  CA9K

■200  CA9P 
■201  CA9Q/CA9R

ケンウッド

対応ナビセット

パナソニック ■180  CA9E ■181  CA9F
■190  CA9J ■191  CA9K

■200  CA9P 
■201  CA9Q/CA9R

ケンウッド
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SYSTEM UP
ナビやオーディオに多彩な機能をプラス。

microSDSD

254.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 ： 助手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）
※■81 フロントプライバシーシェード（メッシュ付）と同時装着はできません。
※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。

253.VTRケーブル
C9Z2（99000-79BD8）  パナソニック製ナビ接続用 3,300円
CA0G（99000-79BF6）  パイオニア製オーディオ接続用 2,750円
※■211 VTRケーブルと同時装着はできません。

252.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 ： 助手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）
※■81 フロントプライバシーシェード（メッシュ付）と同時装着はできません。
※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。
※ケンウッド製以外のナビゲーションとの接続には、別途■253 VTRケーブルが必要となります。　
※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。

※イラストはイメージです。コードレール（同梱品）貼付位置

255.ドライブレコーダー（後方録画用）
CA6B（99000-79BS0）　microSDカード（8GB）、SDカードアダプタ、取付キット同梱　チャイルドロック機能付き＊
取付位置 ： バックウインドーガラス上部助手席側

36,850円（本体価格29,700円＋参考取付費7,150円）
＊ONに設定すると本体スイッチの操作が全て無効になります。ON/OFFの切り替えはパソコンでの設定となります。
※■82 リヤプライバシーシェード（メッシュ付）、■161 UV+IRカットフィルムセットと同時装着はできません。
※バックウインドーガラスの熱線が画像に映ります。　※雨天・降雪時にはリヤワイパーを使用してください。　
※エンジンスイッチON後の数分間とGPSが受信できない場所では、記録した動画に正しい時刻が反映されません。
※ケンウッド製ナビで再生することもできます（SDカード再生）。ケンウッド製ナビ以外では再生できません。
注：ドライブレコーダー（後方録画用）の取り付けには、リヤワイパーカバーの加工とクリップセット
　［CA6M（77290-65P00×4）］396円（税込）が必要となります。

パソコン専用スマートフォン専用
▽ビューアー画面イメージ

※写真はハメコミ合成です。　※写真は当該車両とは異なります。

全画面表示ボタンをタッチするか
スマートフォンを横に回転させると
全画面表示されます。

▽ケンウッド製ナビであればSDカードを差し込んでナビの画面で
　録画映像をすぐに再生できます。
　  ※SDカードアダプタ（同梱）が必要になります。※ケンウッド製ナビ以外はパソコンでの再生になります。

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。

※ケンウッド製ナビでの再生イメージです。

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。

スマートフォンとWi-Fi接続することで、スマートフォンで映像の再生、
各種設定を行なえます。

記録した「後方」の状況は、パソコンで再生することができます。ナビゲーションやドライブレコーダー（前方録画用）と組み合わせずに単体で使用できます。

後方録画タイプ

前方録画タイプ Wi-Fi接続タイプ

前方録画タイプ ナビ接続タイプ

ドライブレコーダー

※■255  ドライブレコーダー（後方録画用）は除く。

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。

「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。

▶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

対応ナビセット・オーディオ

パナソニック ■180  CA9E ■181  CA9F
■190  CA9J ■191  CA9K

■200  CA9P 
■201  CA9Q/CA9R

■210  CA38

ケンウッド

パイオニア

※装着イメージ　※写真は当該車両とは異なります。

●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。 36

ドライブレコーダー
機能一覧表

●…機能あり　
×…機能なし

前方・後方録画用 前方録画用 後方録画用

商品コード CA9S CA7X CA68 C9XW CA6B
品番 99000-79CE0 99000-79CA8 99000-79BP5 99000-79BA8 99000-79BS0
ナビゲーション連動 ● ● × × ×
ナビゲーション接続 × × ●（※C1） × ×
Wi-Fi接続（スマートフォン） × × × ●（※D1） ×
パソコン再生 ●（※A1） ●（※B1） ●（※C2） ●（※D2） ●（※E1）
有効画素数 約200万画素（※A2） 約200万画素 約300万画素 約200万画素 約300万画素
カメラ 1/2.7インチ カラーCMOS（※A2） 1/2.7インチ カラーCMOS 1/3インチ カラーCMOS 1/2.7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° 水平117° 垂直63° 水平117° 垂直70° 水平117° 垂直63°
記録方法 常時録画 常時録画 常時録画 常時録画 常時録画
動画/音声圧縮方式 MP4（H.264+PCM） MP4（H.264+PCM） MP4（H.264+AAC） MP4（H.264+AAC） MP4（H.264+AAC）
映像フレームレート 28fps/14fps（※A3） 28fps/14fps（※B2） 27fps 28fps 27fps

画像サイズ
映像記録時間
（注1）

高画質 1920×1080 約180分 1920×1080 約190分 2304×1296 約100分 1920×1080 約130分 1920×1080 約70分
標準 1920×1080 約320分 1280×720 約640分 1920×1080 約140分 1920×1080 約170分 1920×1080 約140分
長時間 - - 1280×720 約200分 640×360 約260分 1280×720 約230分

記録保護件数
衝撃検知 30ファイル（※A4） 30ファイル（※B3） 10件（※C3） 10件（※D3） 10件（※E2）
スイッチ操作 30ファイル（※A5） 30ファイル（※B4） 20件（※C4）   5件（※D4） 20件（※E3）
駐車時衝撃検知 30ファイル（※A6） 30ファイル（※B5） 40件（※C5） 10件（※D5） -

記録媒体 microSD 16GB付属 microSD 16GB付属 microSD 16GB付属 microSD 8GB付属 microSD 8GB付属
音声録音 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可
HDR（注2） HDR HDR HDR（※C6） HDR HDR
GPS ●（※A7） ●（※B6） ● ● ●
動作温度範囲 -20℃～65℃ -10℃～60℃ -20℃～65℃ -20℃～65℃ -20℃～65℃

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

●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。

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micro SDカードに収録されています。　※A2：フロント、リヤとも同じです。　※A3：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。　※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。 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30ファイル（衝撃検
知、駐車時衝撃検知あわせて最大30ファイル）保護します。30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。　※A5：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3ファイル（約180秒分）後5ファイル（約300秒分）と合わせ最大9ファイル（約540秒分）を最大30ファイル保護します。30ファイルを超えても、上書き記録されません。　※A6：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30ファイル（衝撃検知、駐車時衝
撃検知あわせて最大30ファイル）保護します。30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。　※A7：ナビゲーションのGPS情報と連動します。　※B1：パソコンでの再生には、MP4（動画）/JPEG（静止画）の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。　※B2：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。　※B3：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30ファイル（衝撃検知、駐車時衝撃検知あわせて最大30ファイル）保護します。30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。　※B4：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30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30ファイル保護します。30ファイルを超えても、上書き記録されません。　※B5：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30ファイル（衝撃検知、駐車時衝撃検知あわせて最大30ファイル）保護します。30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。　※B6：ナビゲーションのGPS情報と連動します。　※C1：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。　※C2：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。　※C3：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。　※C4：【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。　※C5：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。※C6：高画質録画時、HDR機能はOFFになります。　※D1：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。　※D2：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。　※D3：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。　※D4：【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。　※D5：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。※E1：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。　※E2：走行中または停車中に衝撃を検知すると、前約12秒、後約8秒の約20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。　※E3：本体にある【REC】スイッチを押した時点から、前約12秒、後約8秒の約20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。　　

●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。
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→ FA

→ STINGRAY HYBRID X

→ HYBRID FX

→ STINGRAY HYBRID T

→ HYBRID FZ
［適用アイコンについて］

FA FX FZ

X T

SYSTEM UP
ナビやオーディオに多彩な機能をプラス。

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。

※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）

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！

259.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。

1オーディオ交換ガーニッシュ
①8インチモデル用　ピアノブラック調塗装＋メッキ加飾
C9YN（73821-63RA0-CT3）

4,950円
②200mmワイドモデル用　ピアノブラック調塗装
C9YH（73821-63R10-W9K） 

3,080円
※C9YG（73821-63R00-5PK：ブラック）1,815円もございます。

2アンテナセット
　 （TVアンテナとGPSアンテナのセット）
パナソニック製ナビ用　CA2S（99000-79BM9）

14,080円（本体価格5,500円＋参考取付費8,580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

41DINポケット
C014（39182-80J10） 

1,375円

3アタッチメント
C9Y4（99000-99034-DS4） 

2,750円

5スクリュ
C002（03241-0512A×4本） 

220円 ※価格は4本分です。

ナビゲーション・オーディオを装着する場合に必要です。

オーディオレス仕様車に装着する場合 FXFA FZ X T

8インチモデルナビ

ワイドモデルナビ

200mmワイドモデルオーディオ
2DINモデルオーディオ

1DINモデルオーディオ

180
190
200
181
191
201
201
210
212
213
214

スタンダードプラス
スタンダード
エントリー
スタンダードプラス
スタンダード
エントリー（TV内蔵モデル）
エントリー（TVレスモデル）
モニター付

パナソニック
パナソニック
ケンウッド
パナソニック
パナソニック
ケンウッド
ケンウッド
パイオニア
ケンウッド
ケンウッド
クラリオン

165,605円
145,805円
141,185円
143,605円
123,805円
119,185円
104,720円
50,875円
32,560円
27,610円
24,640円

モデル 本体価格
（参考取付費込）

合計金額
（ナビ・オーディオ本体含む）

　●①
　●①
　●①
　  -※1
　  -※1
　  -※1
　  -※1
　  -※1
　  -※1
　  -※1
　  -※1

1
●
●

　  -※2
●
●

　  -※2
-
-
-
-
-

2
-
-
-
-
-
-
-
-

　  -※3
●
●

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●

4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●

5
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

187,935円
168,135円
149,435円
160,985円
141,185円
122,485円
108,020円
54,175円
35,860円
35,255円
32,285円

6

200mm用アタッチメント付

CDプレーヤー（標準装備品）を取り外して装着する場合 FXFA

8インチモデルナビ

ワイドモデルナビ

200mmワイドモデルオーディオ

1DINモデルオーディオ

180
190
200
181
191
201
201
210
212
213
214

スタンダードプラス
スタンダード
エントリー
スタンダードプラス
スタンダード
エントリー（TV内蔵モデル）
エントリー（TVレスモデル）
モニター付
200mm用アタッチメント付

パナソニック
パナソニック
ケンウッド
パナソニック
パナソニック
ケンウッド
ケンウッド
パイオニア
ケンウッド
ケンウッド
クラリオン

165,605円
145,805円
141,185円
143,605円
123,805円
119,185円
104,720円
50,875円
32,560円
27,610円
24,640円

モデル 本体価格
（参考取付費込）

合計金額
（ナビ・オーディオ本体含む）

　●①
　●①
　●①
　●②
　●②
　●②
　●②
　●②
　●②
　●②
　●②

1
●
●

　  -※2
●
●

　  -※2
-
-
-
-
-

2
-
-
-
-
-
-
-
-

　  -※3
●
●

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●

4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●

5
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

187,935円
168,135円
149,435円
164,065円
144,265円
125,565円
111,100円
57,255円
38,940円
38,335円
35,365円

6

2DINモデルオーディオ

全方位モニター用カメラパッケージ装着車（メーカーオプション）に装着する場合 FX FZ X T

8インチモデルナビ

ワイドモデルナビ

165,605円
145,805円
143,605円
123,805円

モデル 本体価格
（参考取付費込）

合計金額
（ナビ・オーディオ本体含む）

　●①
　●①
　  -※1
　  -※1

1
　  -※4
　  -※4
　  -※4
　  -※4

2
-

-

-

-

3
-

-

-

-

4
-

-

-

-

5
●
●
●
●

173,855円
154,055円
146,905円
127,105円

6
180
190
181
191

スタンダードプラス
スタンダード
スタンダードプラス
スタンダード

パナソニック
パナソニック
パナソニック
パナソニック

※1 標準装備のガーニッシュを使用します。　※2 ナビ本体に含まれています。　※3 オーディオに同梱の200mmアタッチメントを使用します。　※4 全方位モニター用カメラパッケージ装着車に標準装備されています。 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。

iPodやUSBメモリーをナビに簡単接続！

256.USBソケット

C9S0（39105-80P00）

2,805円（本体価格2,090円＋参考取付費715円）
※本製品を装着する場合は対応ナビ・モニター付オーディオが必要となります。
※本品と対象のナビ・モニター付オーディオを接続する際は、
　別途■257 アタッチメント（USBソケット用）、■258 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接続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）

FX FZ X T

258.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
C9ZB （99000-79BE9） パイオニア製オーディオ接続用

各4,730円（本体価格3,300円＋参考取付費1,430円）
※■256 USBソケットと対象のナビを接続するためのケーブルです。

257.アタッチメント（USBソケット用）
CA0H （99194-63R00）

3,795円（本体価格220円＋参考取付費3,575円）
※■256 USBソケットの装着に必要となります。

取付位置

USBソケット取付位置

※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

対応ナビセット・オーディオ

パナソニック ■180  CA9E ■181  CA9F
■190  CA9J ■191  CA9K

■200  CA9P 
■201  CA9Q/CA9R

■210  CA38

ケンウッド

パイオニア

●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。 38

Accessories

260.シートクリーンカバー
E9FP（99000-99034-T82）　
防水タイプ（材質：表皮ポリエステル、内部：ウレタン）
17,600円
着脱も簡単な後席全面を覆うシートカバー。
※■11 シートバックポケット、■86 リヤシートエプロン、
　■156 ベビーシート、■157 ■158 チャイルドシート、
　■159 ジュニアシート、■261 キックガード、
　■262 サポートハンドル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。　

263.クッションボックス
E9AC（99000-99034-T07）　ブラック
6,930円
※■85 防水シートカバーと同時装着はできません。
※運転席には装着できません。
※写真は当該車両とは異なります。

※ボックスとして使用時

※クッションとして使用時

262.サポートハンドル
E9KG（9925C-79R00）
ヘッドレスト固定タイプ
6,270円
ご乗車時の持ち手としてサポートします。
※■11 シートバックポケット、■85 防水シートカバー、
　■260 シートクリーンカバー、■261 キックガードと
　同時装着はできません。
※写真は当該車両とは異なります。

261.キックガード
E99B（99000-99034-T63）
4,400円
お子様が足で蹴り上げてもフロントシートの汚れを
防いでくれます。
※■11 シートバックポケット、■260 シートクリーンカバー、
　■262 サポートハンドル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。

266.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
2,035円
（本体価格1,320円＋参考取付費715円）
※フロントドアにのみ取り付け可能です。
※写真は当該車両とは異なります。

③

272.スペアタイヤ固定キット
①F9E2（99157-63R00）　2WD車用
②F9E3（99157-63R10）　4WD車用
各23,375円（本体価格19,800円＋参考取付費3,575円）
※当キットにスペアタイヤは含まれておりません。別途■273 スペアタイヤセットをお買い求めください。
※当キット装着時は、リヤシートのスライド調節はできません。またフルフラットにできません。
※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります。
※装着時にトリムの加工が必要となります。
※荷室の床面が約30mm上がります。
※■83  ベッドクッション、■130 ラゲッジマット（ソフトトレー）、■131 ラゲッジマット（バンパーカバー付）、■132 ラゲッジマット（ソフトタイプ）、
　■133 ラゲッジマット（シート背裏あり）、■136 ラゲッジアンダーボックストレーと同時装着はできません。

273.スペアタイヤセット
F9FE（99270-63R10）
T125/70D14　1本　
11,000円
※スペアタイヤとホイールが
　組み合わされたセット品です。

269.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
■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

270.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

拡大

265.革調オーナーズケース
E9GU（99000-99037-ABL）　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

271.ソフトカーロープ
①E9H8（99000-99069-2SR） 軽自動車用（破断張力：2t）  白
4,620円
②E9H9（99000-99069-3SR） 小型自動車用（破断張力：3t）  白
5,720円
③E9B4（99000-99069-6SH）
　オフロードタイプの4WD車（1.7tまで）用（破断張力：6t）  オレンジ
19,800円
たるみやショックも少なく、着脱も簡単に行なえるけん引用ロープ。

FOR YOUR FAVORITE
便利なアイテムが充実。

ラゲッジルームの床下にスペアタイヤをすっきりと収納することができます。

2WD車に装着する場合 ■272 ①＋■273 

4WD車に装着する場合 ■272 ②＋■273  合計 各34,375円

①応急用スペアタイヤを固定した状態 ※写真は2WD車用

②中ブタをした状態 ③上ブタをした状態

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

264.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

開いた状態

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。

35mm＊
250mm

190mm

255mm

55mm＊

200mm



カタログ品番：99000-4840K-A38
適応車両型式（2型）
MH55S　MH85S　MH95S

2

●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。

ボディーコーティング　新車時の輝きを長く美しく保ち、普段のメンテナンスの手間を軽減するボディーコーティング。

約1年

効果持続期間

撥水
タイプ

タイプ商品名

SGコート①

②

③

高耐久性のガラス皮膜に撥水成分を化学
結合させたハイブリッドコーティング。
優れた撥水性・滑水性を発揮し、美しい
光沢とツヤを実現します。

ボディーカラーをひと際引き立たせる
ワンランク上のボディーコーティング。
深いツヤと光沢を長期間にわたって
キープします。

主成分にポリシラザンを使用した、
次世代ナノハイブリッドガラス被膜
コーティング。優れた長期防汚効果、
滑水性能を保持します。

SGコート
5年保証

メンテナンス
キット

普段の
メンテナンスは
水洗いのみ

撥水
タイプ

メンテナンス
キット

普段の
メンテナンスは
水洗いのみ

撥水
タイプ

メンテナンス
キット

普段の
メンテナンスは
水洗いのみ

ウルトラグラス
コーティング
NE'X

性　能 付属品 メンテナンス

光沢
5年保証注1

光沢
5年保証注1

写真はイメージです。

新車時の美しい
光沢をキープ。

※新車時にのみ施工が可能です。　※ボディーコーティングの価格についてはスタッフまでお問い合わせください。　※施工範囲はボディー外側面の塗装面のみとなります。
注1：光沢5年保証は年1回の無料点検をお受けいただくことで、向こう1年間ずつ（最長5年間）光沢保証が継続されます。　

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

浜松市南区高塚町300432-8611

●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

▼

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。

※新車時にのみ施工が可能です。　※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。■26 シートカバー、■50  ■52 革調シートカバーは施工できません。
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。

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。
エクスター

301.ECSTAR 
　　エアコーデ メンテナンススプレー

F9FG（99000-59295）　240ml
FXFA FZ X T

エクスター

300.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）

FXFA FZ X T

2,200円

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！


