ACCESSORY CATALOGUE

EXTERIOR KIT

アバルトらしさの骨頂。
レッド、ガンメタリックのアクセントカラー。アバルトスタイルの美学がここにある。
スポーティに、シャープに、刺激的に、華麗に、さらにアバルトらしく。
自信に満ちた個性をもたらすエクステリアキット。

キット内容：トーイングフックキャップ、エアダムカバー、
ミラーカバー（レッドのみ）

エクステリアキット レッド装着車
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エクステリアキット ガンメタリック装着車
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ALCANTARA® INTERIOR KIT

感性を満たす上質なインテリアへ。
往年の欧州スポーツカーのインテリアに採用されているMade in Italy アルカンターラ®。
滑らかな手触りなどマテリアルとしての機能性と美しさを
最高レベルにまで高めたアルカンターラ®が、ハイクオリティなドライビングを予感させる。

キット内容：ロアダッシュボード、メーターフード、コンソールリッド、シフトブーツ、パーキングレバーブーツ
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PERFORMANCE
パフォーマンスバー

ロアアームバー

ボディ剛性を向上させ、ボディの変形を抑制することで、サスペンションの
作動を理想的にするスチール製パフォーマンスバー。見た目にも効果を
感じる左右対称のXレイアウトが、いっそう刺激的な走りの欲望を駆り立てる。

ロアアームの付け根に連結させることで、ねじりを抑
制し、サスペンションの動きを正確にするスチール製
ロアアームバー。アバルト 124のハンドリングにカッ
チリしたフィーリングをもたらす。

商品番号：71807660

78,650円（71,500円）

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）"

参考取付時間：0.4h

ATモデルへのお取り付けにはボルトが2個必要となります。

アバルト 124のエキゾーストサウンドをよりワイルドに、パワフルに
変えるリアエキゾーストシステム。低負荷時はサイレンサーを経由し、
ジェントルなサウンドに、高負荷時はストレートに排出され、素早い
レスポンスとよりトルクフルな走りを実現します。

ATモデル専用ボルト
（1個）※写真掲載はございません。

※エンジンオイル交換時に脱着する必要があります。

商品番号：71807661

21,780円（19,800円）
参考取付時間：0.3h

商品番号：6000613963

330円（300円）

商品番号：52060684

181,500円（165,000円）
参考取付時間：1.0h

車両前方

車両前方

ストラットタワーバー（ABARTHロゴ入り）
左右のサスペンションを連結させ、ねじり剛性を高めることで、コーナーでのハンドリングを向上させるストラットタワーバー。
アルミニウム製ABARTHロゴプレート付。ボンネットを開くたびカスタマイズするオーナーマインドに満たされる。
※標準装備のストラットタワーバーを取り外して装着致します。

商品番号：71807655

60,500円（55,000円）
参考取付時間：0.8h
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※写真はイメージです。※（ ）内は税抜き価格。
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EXTERIOR

フロントピラー
バーベゼル シルバー

トーイングフック
キャップ

ブライトシ ル バー 仕 上げの 高 級 感
溢れるピラーベゼル

アバルトらしいワンポイントを加える
フックキャップ

商品番号：71807603

レッド

商品番号：71807601

参考取付時間：0.6h

1,650円（1,500円）

参考取付時間：0.5h

29,040円（26,400円）

商品番号：52061605

ミラーカバー、エアダムカバーと
コーディネートが可能です。

ガンメタリック
商品番号：52061606

1,650円（1,500円）

エアダムカバー
シートバックピラー
バーベゼル シルバー
リアビューをより印象づけるブライト
シルバーベゼル
商品番号：71807606

12,100円（11,000円）
参考取付時間：0.2h

フロントエアダム部にワンポイントを
加えるカラーガーニッシュ

レッド
商品番号：52060683

ミラーカバー

LEDナンバープレート
ライトバルブ

アバルトの象徴とも言える
レッドミラーカバー

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アップ
グレードします。
リア用２個入りセット。

レッド
8,470円（7,700円）

商品番号：JPNCJAYP18205040

8,250円（7,500円）
参考取付時間：0.5h

ブライトシルバー仕上げの
高級感溢れるミラーカバー

ブライトシルバー
商品番号：71807602

8,470円（7,700円）
参考取付時間：0.5h

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
防止するナンバープレートロックボルト
セット。1台分3個入りセット。

4,070円（3,700円）

フロントナンバープレート周りをより精悍
にし、フロントフェイスを引き締めます。

9,680円（8,800円）

商品番号：51028542

参考取付時間：0.5h

ガンメタリック
商品番号：52060686

9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.5h

2,090円（1,900円）

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。純正用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：59082423

6,600円（6,000円）
8

ナンバープレート
フレーム ブラック

商品番号：59124829

標準車

※写真はイメージです。※（ ）内は税抜き価格。
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INTERIOR

カップホルダーリング
ブライトシルバー

シフトブーツ アルカンターラ®

メーターフード アルカンターラ®

アルカンターラ®の素材感がより質感を高めます。
商品番号：71807610

商品番号：71807612

標準装備のカップホルダーリングを
ブライトシル バーへと変 更し、イン
テリアの質感を高めます。

参考取付時間：0.5h

参考取付時間：0.5h

9,680円（8,800円）

ブラックステッチ MT用

ブラックステッチ AT用

レッドステッチ MT用

コックピットをより精悍に見せるメーターフード
商品番号：52061598

14,520円（13,200円）

15,730円（14,300円）
参考取付時間：0.2h

レッドステッチ AT用
14,520円（13,200円）

商品番号：71807616

商品番号：52061600

商品番号：52061602

参考取付時間：0.5h

参考取付時間：0.5h

14,520円（13,200円）

参考取付時間：0.2h

カップホルダー

14,520円（13,200円）

追加用カップホルダー単品

左側

商品番号：6000621265
助手席側に装着

5,995円（5,450円）

レッドステッチ

パーキングブレーキレバーブーツ
アルカンターラ®
アルカンターラ®の素材感がより質感を高めます。

ロアダッシュボード アルカンターラ®

コンソールリッド アルカンターラ®

インテリア全体をよりアップグレードします。

スコーピオンロゴ入り

商品番号：52061596

商品番号：52061603

参考取付時間：0.5h

参考取付時間：0.5h

36,300円（33,000円）

18,150円（16,500円）

ブラックステッチ

エアコンディション
ルーバーベゼル

レッドステッチ

アバルトらしさを主張するレッドベゼル

商品番号：71807613

レッド（1台分3個セット）

14,520円（13,200円）
参考取付時間：0.5h

商品番号：71807615

18,150円（16,500円）
参考取付時間：0.5h

インテリアをよりスポーティに彩る
ブラックベゼル

ブラック（1台分3個セット）
商品番号：71807614

18,150円（16,500円）
参考取付時間：0.5h
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※写真はイメージです。※（ ）内は税抜き価格。
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PERSONALIZATION & LIFE STYLE & COMFORT

アロマディフューザーキット
"Cool Gray"
DC12Vシガーソケットに装着して使うアロマディ
フューザー。付属のアロマエッセンシャルオイルは
100%ナチュラルブレンドオイルを使用。
“Cool Gray”
ブレンドは、感性を研ぎ澄ますクリアな印象の香り。

ウインドスクリーン
ルーフオープン時の風の巻き込みを低減します。
商品番号：71807609

商品番号：59124313

24,200円（22,000円）

3,850円（3,500円）

参考取付時間：0.5h

コンソールシェルフネット
コンソールの整理に便利なシェルフネット。コンソールから
物を出し入れし易くするため、間口に工夫を凝らしています。
着脱可能
商品番号：71807618

5,500円（5,000円）

オートモバイルホルダー
フロアマット スコーピオン
特徴的なウイルトン織を採用したハニカムパターンの軽量かつ
スポーティなフロアマット。ヒールパッドにおいても同様のハニ
カムパターンを模っています。スコーピオンメタルバッチ付。
商品番号：59124719

33,000円（30,000円）

参考取付時間：0.2h

センターコンソールのドリンクホルダーに設置するモバイルホルダー。
タッチセンサー内蔵により、スマートフォンを置くと自動的にアーム
（圧力センサー付）が閉じ、ホールドします。ホルダー上部に触れるこ
とによりオープン。スマートフォンを置いていない状態では、モーション
センサーの反応によりエンブレムが光ります。
ドリンクホルダー用の
アタッチメントの他、ご自宅のデスクなどに貼り付ける両面接着用アタ
ッチメント入り。使用可能なスマートフォンのサイズ：幅56～90mm
単４乾電池2本使用。
※運転中のスマートフォンのご使用は道路交通法により禁止されています。両面接着用アタッチ
メントによる車内取付はできません。写真はイメージです。※掲載写真のモデルは異なります。

スマートフォン装着時

商品番号：59082505

12,650円（11,500円）
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※写真はイメージです。※（ ）内は税抜き価格。
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PERSONALIZATION & LIFE STYLE & COMFORT
アウタ－ボディカバー
スマートインETC2.0

ETC取付キット ※写真掲載はございません。

ナビゲーション連動のETC2.0車載
器。光ビーコンアンテナ付。高速道路
を中心に設置された「ITSスポット」
との高速・大容量通信により、広範囲
の道路交通情報を使用したルート
探索や安全運転支援情報などを受信
できるなど様々なサービスを利用する
ことができます。助手席後部の専用
スペースにスマートに取付。ナビゲー
ションSDカードPLUSと組み合わせ
てご使用ください。当車載器単独で
は使用できません。

ETC2.0/ETCを取り付ける際に必要なキット
商品番号：59082420

5,500円（5,000円）

ETC電源キット ※写真掲載はございません。
ETC2.0/ETCを取り付ける際に必要なキット
商品番号：59124748

ナビゲーション
SDカードPLUS

屋外保管の際にボディを保護する124spider
専用ボディカバー。カバーを被せた状態でも
リアナンバーを確認できる小窓付。

標準装備の専用スロットに差し
込むことで地図表示やルート
案内が可能となります。3年間
無料更新付（地図データは年
1回更新）

商品番号：LJ000001AA

21,780円（19,800円）

商品番号：6000636397

49,500円（45,000円）

990円（900円）

商品番号：59124721

39,380円（35,800円）
参考取付時間：2.2h
タッチパネル

ABARTH純正

Wi-Fi対応ドライブレコーダー
Wi-Fi対応機能を装備し、スマートフォン専用アプリの画面から録画設
定。録画されたデータの確認&保存もアプリの中で簡単操作。様々な運
転中のトラブルに、最新機能を搭載した新世代のABARTH純正 Wi-Fi
対応ドライブレコーダーが対応。
1.Wi-Fi対応＆専用アプリで簡単管理
2.STARVISイメージセンサーで、夜間の録画も対応
3.コンパクト&スタイリッシュなオリジナルデザイン（ブランドロゴ入り）
フロントカメラ（単品）
商品番号：59082793

42,900円（39,000円）※取付工賃別
参考取付時間：2.0h
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ABARTH オリジナル ドライブレコーダー

スマートレコ

あおり運転”や“当て逃げ”
“もしもの事故”
など、想定される
様々な運転中のトラブルに、
ドライブレコーダーの装備を。
ABARTHオリジナル ドライブレコーダーなら、純正ならではの
車両にフィットしたデザインと、正規ディーラーによる安心＆
確実な取付けを叶えます。
1.タッチパネルで映像再生や各種設定の変更も直感的に操作
2.スマートフォーマットフリーで、出荷時のまま使用可能
3.後方からの追突や煽りも録画できるリアカメラ（オプション）
4.フェイスや起動時のアバルトロゴが印象的なオリジナル
デザイン

スマートインETC
ETC機能のみのシンプルなETC。
助手席後部の専用スペースにスマート
に取付（ナビゲーション連動機能はあ
りません）。
商品番号：59124722

15,070円（13,700円）
参考取付時間：2.0h

フロント
サンシェード

ハーフ
ボディカバー

ホイールロック
ナットキット

夏の駐車時に室内の温度上昇
を抑えるサンシェード。ブラック
表生地にスコーピオンロゴ入り。

手軽にカバーの脱着が行える
ハーフカバー。幌の保護やフロ
ントガラスの凍結防止に有効
です。

ホイールの盗難防止に有効な
ロックナット4本、専用キーの
キット。マックガード製。

商品番号：59082255

12,100円（11,000円）

商品番号：59124770

9,900円（9,000円）

18,150円（16,500円）

商品番号：59082089

商品番号：59082427

46,200円（42,000円）

参考取付時間：1.0h
※写真はイメージです。※（ ）内は税抜き価格。
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ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.
abarth.jp

9:00AM〜9:00PM（土・日・祝日も承ります）

FCA Japan Ltd.
FCAジャパン株式会社
〒108- 0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル

※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、全国メーカー
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。※掲載の全国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、2019年10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。
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