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ABARTH EXCLUSIVE PERFORMANCE PARTS

レッド
商品番号：5744619
302,500円（275,000円）

参考取付時間：2.0h

Brembo キット
4POTブレーキキャリパー、大径フローティングローター、専用ブレーキホース
のセット。取付時は必ず専用アロイホイールをご使用ください。

イエロー（スペシャルオーダー）
商品番号：5744633
302,500円（275,000円） 

参考取付時間：2.0h

マグネシウム

esseesse Brembo キット
WHY STOP NOW?
サーキットや実際のストリートでのとっさのブレーキングのコントロール性は非常に重要な要素です。アバルトのブレー
キングチューニングは制動時のより素早い反応や、コントロール性を改善します。フローティングタイプのブレーキ
ローターにより、制動時におけるローターとブレーキパッドのアライメントが適正化され、さらにローター径拡大

（284mm→305mm）や、チューニングされたブレーキパッドなど、レースで培われたアバルトのノウハウが存分
に注ぎ込まれた逸品です。

〔商品構成〕
•アロイホイール7.0Jx17インチ 205/40R17タイヤ
•フロント Brembo4POTキャリパー
•大型フローティングローター
•専用ブレーキホース
•インジケータ付エアバルブキット

マグネシウム（スペシャルオーダー）
商品番号：5744620
585,640円（532,400円） （取付工賃込）

イエローレッド

チタニウム
商品番号：51886428
79,860円（72,600円） （1本）

ブラック（スペシャルオーダー）
商品番号：51886430
79,860円（72,600円） （1本）

マグネシウム（スペシャルオーダー）
商品番号：51886429
79,860円（72,600円） （1本）

17インチアロイホイール
Bremboキット装着時に必要な、アロイホイール。7.0Jｘ17インチ。
推奨タイヤサイズ205/40R17

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。

※当キットにはリアキャリパーは含まれておりません。キャリパーカラー選択時はご注意ください。

※ホイールデザインは左ページの通り。センターキャップは別売。

※当キットにはリアキャリパーは含まれておりません。キャリパーカラー選択時はご注意ください。

ホイールキャップ・キャリパーカラー ： イエロー

※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。※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。 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）”
ABARTH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。

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。

ABARTH EXCLUSIVE PERFORMANCE PARTS

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。

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。

54  ※（ ）内は税抜価格。



TUNING & PERFORMANCE

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：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。

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：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：51880399
54,450円（49,500円） （1本）

５スポーク 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：51829209
54,450円（49,500円） （1本）

20スポーク 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。

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。

※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。※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。 76

※写真掲載はございません。



INTERIOR & EXTERIOR

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。「KitRace」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。

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

右側
商品番号：735527034
11,220円（10,200円）

参考取付時間：0.3h

レッド
商品番号：51839513　11,880円（10,800円）　参考取付時間：1.0h

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 左側
商品番号：52056943  18,150円（16,500円）  参考取付時間：1.0h

左側
商品番号：735527035
11,220円（10,200円）

参考取付時間：0.3h

ホワイト
商品番号：51839514　11,880円（10,800円）　参考取付時間：1.0h

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

レッド 右側
商品番号：52056972  18,150円（16,500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

レッド 左側
商品番号：52056973  18,150円（16,500円）  参考取付時間：1.0h
ブラック 右側
商品番号：52056977  18,150円（16,500円）  参考取付時間：1.0h

グレー 右側
商品番号：52056980  18,150円（16,500円）  参考取付時間：1.0h

ブラック 左側
商品番号：52056978  18,150円（16,500円）  参考取付時間：1.0h

グレー 左側
商品番号：52056981  18,150円（16,500円）  参考取付時間：1.0h

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

ミラーカバー 
サテン

スコーピオン ボンネットデカール

ルーフデカール

98  ※（ ）内は税抜価格。



INTERIOR & EXTERIOR

商品番号：51028778
13,310円（12,100円）

参考取付時間：1.5h

商品番号：59082683
11,440円（10,400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フロアライト
バルブ

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

足元を淡い紫色に灯すLEDライト。
ドアオープン時に点灯します。フロント
２灯タイプ

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） アディショナルLED（リアクォーター取付） キセノンバーナー6200Ｋタイプ
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。

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。

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

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）

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）

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。



INTERIOR & EXTERIOR

商品番号：59082423
6,600円（6,000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：JPNA002329010
5,390円（4,900円）

参考取付時間：1.0h

商品番号：51029224
7,260円（6,600円）

参考取付時間：1.0h

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。

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。

商品番号：59082442
3,300円（3,000円）

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。

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

商品番号：59124313
3,850円（3,500円）

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。 

Apple CarPlay＊1 / 
Android Auto＊2 モデル取付不可

 ※（ ）内は税抜価格。＊1 Apple CarPlay、iPod、iPhone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：59124743
13,200円（12,000円）

参考取付時間：1.0h

ABARTH オリジナル
ETC車載器

（セパレートタイプ）
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。

INTERIOR & EXTERIOR

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）

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：59123326
13,200円（12,000円）

参考取付時間：1.0h

ABARTH オリジナル
ETC車載器
LEDブザーおよび音声案内式、
アンテナ、スピーカー一体型ETC

ドライブレコーダー
商品番号：59082427
46,200円（42,000円）　参考取付時間：1.0h

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）

※リアカメラは、オプションとなります。
※595C Turismoにはお取り付けいただけません。
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

・事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」
 （フロントカメラにはナイトビジョン搭載）

・車上狙いやいたずらを監視する「駐車監視モード」
・駐車時に衝撃を感知するとお知らせする「当て逃げ           

　お知らせボイス」
・音声案内機能を搭載
・青色LEDで駐車中の録画をアピール。当て逃げやいたずら 

　のデータも保存
・安心のメーカー2年保証
・常時録画や、Gセンサーによるイベント録画
・LED信号対策済み

ドライブレコーダー ＋ リアカメラ
商品番号：59082427 ＋ 59082429
64,900円（59,000円）　参考取付時間：2.0hリアカメラ（オプション）

タッチパネル

本体

1514

商品番号：59082757
60,500円（55,000円）※取付工賃別

 参考取付時間：2.5h

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。また夜間走行などの光量が少ないシーンでもSTARVISイメージセンサーで、明るく鮮明な映像を撮影。さらにリアカメラに
もFullHD高画質で、139°広角撮影が可能な高性能カメラを搭載。後方からの危険運転（あおり運転など）の行動を鮮明に録画。
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.後方からの危険運転などに対応してたFullHDリアカメラ
3.STARVISイメージセンサーで、夜間の録画も対応
4.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）

・事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」
 （フロントカメラにはナイトビジョン搭載）

・車上狙いやいたずらを監視する「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
・安心のメーカー3年保証

ABARTH純正 
Wi-Fi対応ドライブレコーダー DR-SAB1

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

リアカメラ（単品）
商品番号：59082794
19,800円（18,000円）
※取付工賃別

 参考取付時間：0.8h

 ※（ ）内は税抜価格。

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。

商品番号：59082505
12,650円（11,500円）

オートモバイルホルダー



16.09.00,00000000000

9:00AM〜9:00PM（土・日・祝日も承ります）

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

FCA Japan Ltd.

19.10.I5,000

ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.

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、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。




