


※車両登録１年以内等の規定をクリアする事により、車両保証と同様の内容が有効となります。車両登録1年を超える車両については、取付は可能ですが、当キットおよび一部関連部品についての保証はありません。 ※（ ）内は税抜価格。 32

商品番号：59107069
181,500円（165,000円）
参考取付時間：1.0h

ハイパフォーマンスエキゾーストシステム
“Record Monza（レコードモンツァ）”
アバルトが長年培ってきた経験から導かれた、パフォーマンス・デザイン・
サウンド。デュアルモードテクノロジーを採用し、中速域でのパワーアップ
およびトルクアップを実現。スポーティなフォルムに相応しいエキゾー
ストノートを奏でながら、中速域でのレスポンスをより向上させます。
※2020年12月以降のWLTCモード対応車両には装着できません。

商品番号：5742124
411,400円（374,000円）
参考取付時間：1.0h

アバルトコルサシート
by Sabelt
サベルト社と共同開発によって生まれたアバルトコルサは
プレミアム性の高いスポーツシート。シート生地はFrau®
レザーを使用し、サポート部には部分的にファブリックを
使用しております。センター部にはアルカンターラ®を
使用し、まさに究極のスポーツシートと言えます。画期的な
軽量シェルにより、ノーマル比10ｋｇの軽量化を実現し
ます。ＥＣＥ規格Ｒ17適合。スペシャルオーダー品。



54 ※当ページのホイールはBremboキャリパー装着車には装着できません。 ※（ ）内は税抜価格。

商品番号：51884253
54,450円（49,500円） （1本）

５ペタル １７インチアロイホイール
ポリッシュ・マットホワイトバイカラー
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。

商品番号：51820551
54,450円（49,500円） （1本）

５ペタル １７インチアロイホイール
ポリッシュ・ダークグレーバイカラー
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。

商品番号：51965944
83,490円（75,900円） （1本）

10スポーク 16インチアロイホイール
ダークグレー
適合タイヤサイズ：195/45R16。センターキャップは別売。

商品番号：51880397
54,450円（49,500円） （1本）

８スポーク １６インチアロイホイール
ダークグレー
適合タイヤサイズ：195/45R16。センターキャップは別売。

クロームメッキ/グレーリング
商品番号：51888656
6,930円（6,300円） 

ダークグレー/レッドリング
商品番号：51820507
3,960円（3,600円）

クロームメッキ/レッドリング
商品番号：51895377
3,960円（3,600円）

センターキャップ
1台につき４個必要。ただし標準装備のセンター
キャップを付け替える事は可能。

※写真掲載はございません。

※当ページのホイールはBremboキャリパー装着車には装着できません。



 ※（ ）内は税抜価格。 76

商品番号：51886428
79,860円（72,600円） （1本）

1７インチアロイホイール
チタニウム
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。
ブレンボ製キャリパー装備車に装着可。

商品番号：51886429
79,860円（72,600円） （1本）

1７インチアロイホイール
マグネシウム
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。
ブレンボ製キャリパー装備車に装着可。

商品番号：51886430
79,860円（72,600円） （1本）

1７インチアロイホイール
ブラック
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。
ブレンボ製キャリパー装備車に装着可。

ホワイト 右側
商品番号：52056942  18,150円（16,500円） 

参考取付時間：1.0h

ホワイト 左側
商品番号：52056943  18,150円（16,500円）
レッド 右側
商品番号：52056972  18,150円（16,500円） 
レッド 左側
商品番号：52056973  18,150円（16,500円）  

ブラック 右側
商品番号：52056977  18,150円（16,500円） 

グレー 右側
商品番号：52056980  18,150円（16,500円） 

ブラック 左側
商品番号：52056978  18,150円（16,500円）

グレー 左側
商品番号：52056981  18,150円（16,500円）

サイドストライプ

右側
商品番号：735456806
6,050円（5,500円）
参考取付時間：0.3h

左側
商品番号：735456807
6,050円（5,500円）
参考取付時間：0.3h

ミラーカバー 
ペイント用

右側
商品番号：735527034
11,220円（10,200円）
参考取付時間：0.3h

左側
商品番号：735527035
11,220円（10,200円）
参考取付時間：0.3h

ミラーカバー 
サテン



レッド
商品番号：51839513　11,880円（10,800円）　参考取付時間：1.0h
ホワイト
商品番号：51839514　11,880円（10,800円）　参考取付時間：1.0h
ブラック
商品番号：51839515　11,880円（10,800円）　参考取付時間：1.0h

スコーピオン ボンネットデカール

レッド
商品番号：51839516　42,350円（38,500円）　参考取付時間：2.0h
ホワイト
商品番号：51839517　42,350円（38,500円）　参考取付時間：2.0h

ルーフデカール

98  ※（ ）内は税抜価格。

商品番号：5743870
16,720円（15,200円）

フューエルキャップ アバルト
質実剛健なデザインを特徴とするアバルトのアルミニウム製
フューエルキャップ。今や伝説となったアバルト スコーピオン
エンブレムが刻まれています。

ドアハンドルプロテクター

ドアハンドル部のくぼみに施工し、ひっかき傷などからボディを
保護します。

商品番号：59083031　6,600円（6,000円）
参考取付時間：0.3h

ドアエッジプロテクター

透明なフィルムによりドアエッジを保護します。

商品番号：59083029　6,600円（6,000円）
参考取付時間：0.3h



商品番号：59082836
13,310円（12,100円）
参考取付時間：1.0h

商品番号：59123331
12,540円（11,400円）
参考取付時間：0.5h

LEDフット
イルミネーション

LEDキー
イルミネーション

LEDナンバープレート
ライトバルブ

ドアオープン時には、ルームランプと
連動し白色で乗り降りをサポート。
走行中は、照度を抑えた青色で
優しく照らします。
2灯タイプ 商品番号：59082683

11,440円（10,400円）
参考取付時間：1.0h

イグニッションキー周辺を照らし、夜間
のキー操作を容易にします。ドアオー
プンと同時に点灯し、クローズ後しば
らくの間点灯します。

リアナンバープレートを鮮やかに照射
し、夜間時のリアビューをグレードアップ
します。リア用２個入りセット。

商品番号：51028774
6,270円（5,700円）
参考取付時間：0.1h

LEDルームランプ
バルブ
ルームランプをグレードアップする
LEDバルブ

標準車標準車

アディショナルLED（ハッチゲート取付）
夜間の荷おろし時にラゲッジランプでは照射しない部分を明るく照らします。高輝度LED
採用。ハッチゲート裏インテリアパネルに2か所装着。要穴開け加工。

LED ユニット
商品番号：JPNABU2015100
11,330円（10,300円）　参考取付時間：1.0h
ワイアリング ユニット（１台取付に付き１個必要）
商品番号：59124597
3,410円（3,100円）

アディショナルLED（リアクォーター取付）
ドア開閉に連動し、リアシート周辺を明るく照らす高輝度LEDライト。室内クォーターピラー
パネル両側2か所に要穴開け加工。LEDルームランプバルブと同時装着をお奨めします。

LED ユニット
商品番号：JPNABU2015100
11,330円（10,300円）　参考取付時間：1.0h
ワイアリング ユニット（１台取付に付き１個必要）
商品番号：59124597
3,410円（3,100円）

キセノンバーナー6200Ｋタイプ
精悍に青白く路面を照らし、ファッション性と安全性を両立します。１台分２個入りのセット。
キセノンヘッドライト標準装着車用

商品番号：59123445
67,760円（61,600円）
参考取付時間：1.5h

1110  ※（ ）内は税抜価格。



サイドバイザー
雨天時の喫煙や換気に便利。

商品番号：51028529
24,200円（22,000円）
参考取付時間：0.5h

トラッシュボックス
小物入れや、ペットボトル２本分の
収納ボックスとしても使えます。

商品番号：51028775
6,050円（5,500円）

1312  ※（ ）内は税抜価格。＊1 Apple CarPlayは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ＊2 Android Autoは、Google Inc.の商標または登録商標です。

商品番号：59082423
6,600円（6,000円）
参考取付時間：0.1h

ロゴ入り
ナンバーロックボルト
セキュリティ機能にアバルトのロゴを
プラス。純正品ならではの専用設計と
高い品質が細部にまでこだわりを
感じさせます。1台分3個入りセット。

商品番号：59082442
3,300円（3,000円）
参考取付時間：0.1h

ナンバーロックボルト
駐車中のナンバープレートの盗難を
防止するナンバーロックボルトセット。

商品番号：JPNA002329010
5,390円（4,900円）
参考取付時間：0.1h

商品番号：51029224
7,260円（6,600円）
参考取付時間：0.1h

アンテナアングル 
スペーサー
ルーフアンテナの角度調整を可能に
します。

Apple CarPlay＊1 /Android Auto＊2 
非対応オーディオ装着モデル用

商品番号：59123129
11,000円（10,000円）

商品番号：59123327
5,500円（5,000円）

シリコートワイパー

シリコートワイパー
リフィールタイプ

拭くだけで雨を水玉に変えるシリコー
トワイパー。１台分フロント２本入り。



1514  ※（ ）内は税抜価格。

大切な映像データをクラウドサーバーに保存。レコーダーと「コネクティッド」サービスが一体になり、ドライバーの運転をアシストします。
ドライブデータを保存するだけでなく、スマホアプリの「LIVE」ボタンを押せば、いつも、どこでも、リアルタイムに状況の確認が可能。
多くのドライバーアシスト機能を搭載した新世代ドライブレコーダー。

ABARTH純正 
クラウド型 ドライブレコーダー DR-SAB4

商品番号：59083142 
60,500円（55,000円）※取付工賃別
 参考取付時間：2.5h

フロントカメラ（単品）
商品番号：59083143 
42,900円（39,000円）
※取付工賃別
 参考取付時間：2.0h

フロント + リア セット

商品番号：59083260
82,500円（75,000円）※取付工賃別
 参考取付時間：2.5h

フロントカメラ（単品）
商品番号：59083263
64,900円（59,000円）
※取付工賃別

 参考取付時間：2.0h

リアカメラ（単品）
商品番号：59083266
19,800円（18,000円）
※取付工賃別

 参考取付時間：0.8h

タッチパネルを操作するだけで、映像の確認や設定が簡単におこなえるモニター付きドライブレコーダー。事前の危険を察知して、警告音と
モニター表示で視覚的に危険をお知らせする先進のドライバーアシスト機能搭載。リアカメラはFullHD高画質で対角127°の広角撮影が
可能。後方からの危険運転（あおり運転など）の行為も鮮明に記録。駐車中は駐車監視機能に加えセキュリティLEDで更に安心です。

ABARTH純正 
モニター付 ドライブレコーダー DR-SAB3

・事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」
・車上狙いやイタズラを監視する「駐車録画」
・スーパーキャパシタを採用し、事故後でもしっかり映像を保存
・3軸Gセンサーによる衝撃検知録画
・LED信号対策済み
・microSDの定期的な初期化が不要
・高温の環境下でも本体を保護する高温遮断機能付き
・スタイリッシュなオリジナルデザイン（ブランドロゴ入）
・安心のメーカー3年保証

1.タッチパネル操作で映像の確認や設定が簡単
2.後方からの危険運転などに対応したFullHDリアカメラ
3.ドライバーアシスト機能で、視覚的に危険をお知らせ
4.駐車監視中にキュリティLEDでレンズ周りが光る

※フロントカメラ背面 オープニングイメージ

※：2年目以降は有償となります。1年間の無料期間が過ぎるとサービスは自動解約され、通信機能は使用できな
くなります。通信機能が使用できなくてもドライブレコーダーとして使用はできます。2年目以降、通信機能を継続
する場合は、使用開始から1年以内にお客様ご自身で更新手続きを行なう必要があります。通信機能が解約となっ
たお客様が、通信機能を再度使用する場合は、SIMカードを再購入する必要があります。詳しくは、正規ディーラー
スタッフまでお問い合わせください。

○スマホからいつも、どこでもリアルタイムに映像を確認

○映像を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」

○「駐車録画」中に、衝撃を検知した際にスマホに通知でお知らせ

○緊急時にSOSボタンを押すだけで、登録連絡先にSMSでお知らせ、ボタンを押した際に前後

　の動画を自動保存

○車の状態や運転履歴、位置情報確認がスマホで可能

○Wi-Fi専用アプリで簡単に設定・操作

○事前に危険を察知し、警告音でドライバーに通知

○「コネクティッド」サービスは1年間無料 ※

○安心のメーカー3年保証

1. リモートライブ映像
2. 衝撃検知通知
3. 緊急事態をSMSで通知
4. ドライバーアシスト機能



1716  ※（ ）内は税抜価格。

「高性能」×「使いやすさ」の融合を追求したアバルト純正のカーナビゲーションシステム。7V型HDモニターを搭載し、
色の組み合わせや形状などで美しく見やすい地図表示、また使いやすさを追求した多彩なユーザーインターフェースにて、目的地
の検索や地図のスクロール、ナビ/AV機能の詳細な設定など、スマートフォンのような感覚でフリックやドラッグ操作にも対応。
※運転中のナビゲーションの操作は道路交通法により禁止されています。写真はイメージです。

商品番号：59083364　7インチタッチパネルモニター付 Uconnect 搭載車用）
189,200円（172,000円）　参考取付時間：3.5h

ABARTH 純正カーナビゲーションシステム
AVIC-RZ812-D

ABARTHオリジナル 
ETC車載器

ABARTHオリジナル 
ETC車載器

（セパレートタイプ）

（スタンドアローンタイプ）

アンテナ部にABARTHロゴ入りの
ETC車載器。
本体はグローブボックス内へ取付。

商品番号：59124743
13,200円（12,000円）
参考取付時間：1.0h

運転に役立つ情報を安心の音声案内
でサポートする ETC車載器。
本体はグローブボックス内へ取付。

商品番号：59083073
14,850円（13,500円）
参考取付時間：1.0h

本体

アンテナ部

ETC2.0 車載器
（スタンドアローンタイプ）
渋滞情報をわかりやすく案内。交通情報に加え、安全運転支援・災害時支援などの
情報を得ることができます。 本体はグローブボックス内へ取付。

商品番号：59083289
33,000円（30,000円）
参考取付時間：1.0h

アンテナ部

Kit Race 
ホワイト + レッドUストライプ / ブラック + ホワイトロゴ（2個セット）

商品番号：5741882
7,480円（6,800円）

Kit Speed 
ブラック + ホワイトUストライプ / レッドロゴ（2個セット）

商品番号：5741883
7,480円（6,800円）

キーカバー
アバルトのロゴとエンブレムが付いたキーカバー。「Kit Race」と「Kit Speed」という、ユニークな2種類のデザインから
お選びいただけます。どちらのデザインにもアバルトのブランドキャラクターを取り入れています。



1918  ※（ ）内は税抜価格。

商品番号：5741487
90,750円（82,500円）

ビンテージカバー
ビンテージ アバルト595ボディカバー
は、１９６５年から１９６９年の間に製造
されたフィアット500アバルトへの
オマージュとして生まれました。
超軽量素材を使用しているので、ボディ
にかぶせても、アバルトの大胆でキリッ
としたシルエットを再現します。屋内
用保護カバー

商品番号：59123775
3,190円（2,900円）  

ブレーキフリュード
 ‘Tutela Extreme 5’
トップグレードの性能を誇るブレーキフリュード。
耐ベーパーロック性に優れ、スポーツ走行時の
確実なコントロール性を実現します。
DOT4規格、ウェット沸点220℃。500mlボトル
入り。Bremboキット装着時、特にスポーツ走行時
での使用を推奨。

商品番号：5741440
14,520円（13,200円）
参考取付時間：0.5h

BMC エアフィルター
ヨーロッパを中心としたレースフィールドにおいて、
広く使用されているBMC社製エアフィルター。低粘度
のオイルを染み込ませた多層のコットン製ガーゼから
なる高効率なフィルターがノーマルのエアクリーナー
と比較し、スムーズな吸気を実現し、燃焼品質が
向上します。

商品番号：82223046CA
8,800円（8,000円）

MOPAR®
アンチウイルスキャビンフィルター
ウイルス不活性化技術を応用した3層構造のキャビン
フィルター。PM2.5を含む超微細な粒子まで除去し、
車室内をクリーンな空間に保ちます。 

※メンテナンス プログラムにご加入のオーナー様
　定期点検の際、ポーレンフィルターとの差額をお支払いいただくことで、
　高性能なアンチウイルスキャビンフィルターへの交換が可能です。
　詳しくはスタッフにお問い合わせください。

商品番号：51029422
8,910円（8,100円）

アバルトサンシェード
太陽光をシャットアウトし、パーキ
ング時の車内温度の上昇を抑えます。
（収納ケース付）



9:00AM～9:00PM（土・日・祝日も承ります）

22.09.D

abarth.jp

※「スペシャルオーダー」の商品は、受注後納期約2か月となります。※写真は、日本仕様と一部異なる場合があります。※ルーフラック（キャリア類含む）、ラゲッジスペース等の写真において積載
状態を示すアイテムは商品に含まれておりません。※仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。※改良等により、商品番号および価格を変更する場合があります。※商品によって
は、多少納期がかかる場合がございます。※掲載されている商品は全て車両登録後の取り付けを前提としています。※アバルト純正アクセサリーのお取り付けは、必ず、アバルト正規ディーラーに
て行ってください。※掲載されている価格は、メーカー希望小売価格（消費税10%込）です。取付工賃および塗装代は含まれておりません。※掲載のメーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はアバルト
正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※記載内容は、2022年9月現在のものです。※詳細につきましては、アバルト正規ディーラーにお問い合わせください。


