ORIGINAL ACCESSORIES

INDEX
Mopar®は、車種ごとの専用アクセサリーやグッズを製造するFCAグループのブランド
です。製品は全て、実際の車両開発部門であるチェントロ・スティーレと共同で開発。
この特別なコラボレーションによって生まれたMopar®純正アクセサリーは、あなたの
クルマのスタイルと見事に調和し、イメージ通りのカスタマイズを実現します。イタリアン
デザインとスタイルの象徴である500を、Mopar®純正アクセサリーで、あなただけの
特別で魅力的な一台に仕上げてください。
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ORIGINAL ACCESSORIES

MOPA

Mopar®純正アクセサリーであなたのライフスタイルに合わせてカスタマイズすれば、
お洒落でクールな500がより魅力的に。あなたの500をさらに快適で、機能的で、
愛おしいものにしてくれる数々のアイデアが、ここに揃っています。
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MAKE IT STYLISH
PACKS
Mopar ® では斬新なルックスを生み出す特別なアクセサリーを組み合わせた
パッケージをご 用 意 。5 0 0 のオリジナリティとスポーティな雰 囲 気をさらに
高めるために、選 択の幅を広げ ています 。
PACKに含まれるアクセサリーは個別に購入することも可能です。

TO GEAR UP MY 500
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SPORT PACKS
スポーツサイドストライプ、
ミラーカバー、キーカバー：500の躍動的な雰囲気を
さらに強調する鮮やかなパッケージ3種類に加え、細かなバリエーションもご用意。

WHITE SPORT PACK
パッケージ内容：
スポーツサイドストライプ ホワイト
サイドミラーカバー ホワイト
キーカバーキット スポーツ
商品番号：71807471

50901836
71807487
71805963

42,790円（38,900円）

参考取付時間：2.0h

RED SPORT PACK
パッケージ内容：
スポーツサイドストライプ レッド
サイドミラーカバー レッド
キーカバーキット スポーツ
商品番号：71807470
参考取付時間：2.0h

BLACK SPORT PACK
52062068
71807485
71805963

42,790円（38,900円）

パッケージ内容：
スポーツサイドストライプ ブラック
サイドミラーカバー ブラック
キーカバーキット スポーツ
商品番号：71807472

50901876
71807486
71805963

42,790円（38,900円）

参考取付時間：2.0h
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※写真はイメージ。※
（）
内は税抜価格。

WRAPPING PACKS
例えば、マイクロカーボンブラックやミリタリーグリーンなど。ルーフとミラー

MICRO CARBON BLACK PACK
パッケージ内容：
サイドミラーカバー マイクロカーボンブラック
ルーフラッピング マイクロカーボンブラック
※ノーマルルーフ用
商品番号：71807465

カバーにラッピングを施した4つのパッケージで、あなたの500をさらに色鮮やかで
51977649
51977076

魅力的なクルマに変身させてください。

57,750円（52,500円）

参考取付時間：2.5h

MATT TITANIUM PACK
パッケージ内容：
サイドミラーカバー マットチタン
ルーフラッピング マットチタン
※ノーマルルーフ用
商品番号：71807468

51977650
51977647

57,750円（52,500円）

参考取付時間：2.5h

MATT SILVER PACK
パッケージ内容：
サイドミラーカバー マットシルバー
ルーフラッピング マットシルバー
※ノーマルルーフ用
商品番号：71807467
参考取付時間：2.5h

57,750円（52,500円）

MILITARY GREEN PACK
51977651
51977648

パッケージ内容：
サイドミラーカバー ミリタリーグリーン
ルーフラッピング ミリタリーグリーン
（ノーマルルーフ用）
商品番号：71807466

50927584
50927583

57,750円（52,500円）

参考取付時間：2.5h
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※写真はイメージ。※
（）
内は税抜価格。

FREE TIME PACKS
この2種類のパッケージは、荷物を積み込んでゲレンデまで走りたいウインター
スポーツファンにぴったり。
これまでより機能性がアップし、先進性も高まっています。

SKI PACK
パッケージ内容：
ハッチゲートキャリアベース

71805707

※リアルーフスポイラーと同時装着不可。

スキーキャリアアタッチメント

71805708

※写真はスキーキャリアアタッチメントを2個装着しております。当パッケージ
はアタッチメント1個のみとなっております。

商品番号：71807473
参考取付時間：0.5h

55,550円（50,500円）

SNOWBOARD PACK
パッケージ内容：
ハッチゲートキャリアベース

71805707

※リアルーフスポイラーと同時装着不可。

スノーボードキャリアアタッチメント
商品番号：71807474

50901725

56,650円（51,500円）
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参考取付時間：0.5h
※写真はイメージ。※
（）
内は税抜価格。
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CREATE MY VERY OWN 500

MAKE IT UNIQUE
PERSONALIZATION
500のスタイリングはひと目で分かるほど独特ですが、さらにお好みに合わせて
どこにもない個性的なクルマにすることもできます。Mopar®の提供する数々のアクセ
サリーが、丸みを帯びたチャーミングなシルエットをさらに盛り立てて、インテリアの
機能性もグレードアップ。
うっとりするほど魅力的な、あなたらしい演出が可能です。
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INTERIORS
自分らしいスタイリングにこだわるなら、どんなに細かなディテールでもカスタマ
イズできることが重要。例えば、スポーツペダルキット。それだけで違いが生まれます。

スポーツフットレスト
スポーツペダルキットと同様のアルミニウム製フットレスト。
デュアロジック車
商品番号：59124047

16,940円（15,400円）

参考取付時間：1.0h

スポーツペダルキット
足下をスポーティに演出するアルミニウム製スポーツペダル。
デュアロジック車
商品番号：51028528

20,020円（18,200円）

参考取付時間：1.0h

フロアマット プリントロゴ
500のロゴをパターンとしたシックなフロアマット。かかとの
摺れを防止するヒールパッドもユニークなデザインを採用。
※助手席フロアマット用固定グロメット非装備車は、別途固定グロメット
［商品番号：59123166］143円（130円）が2個必要です。

デュアロジック車
商品番号：59124596

33,000円（30,000円）

ドアシルガード
ドアステップ周りをグレードアップすると共に乗降時の傷から
ボディを保護します。ステンレス製、500ロゴ入り。
商品番号：82212420
参考取付時間：0.3h

18,150円（16,500円）

フロアマット ロゴ500

フロアマット スポーツ

贅沢な吸音素材を使用したフロアマット。どんな内装
色にもマッチします。500ロゴ刺繍入り。

チェッカーストライプをサイドに配したスポーティな
フロアマット。

※助手席フロアマット用固定グロメット非装備車は、別途固定グロメット
［商品番号：59123166］143円（130円）が2個必要です。

※助手席フロアマット用固定グロメット非装備車は、別途固定グロメット
［商品番号：59123166］143円（130円）が2個必要です。

デュアロジック車
商品番号：59123510
マニュアル車
商品番号：59123549

24,200円（22,000円）
24,200円（22,000円）

デュアロジック車
商品番号：59123515

24,200円（22,000円）

マニュアル車、フロア固定グロメット非装備車
商品番号：59123516

24,200円（22,000円）

フロアマット スポーツ レッドステッチ
スポーティなチェッカーパターンを贅 沢に刺 繍で
表 現しました。レッドステッチによるオーバーロック
（縁取り）加工がワンポイントになっています。
※助手席フロアマット用固定グロメット非装備車は、別途固定グロメット
［商品番号：59123166］143円（130円）が2個必要です。

500S マニュアル車
商品番号：59123548

24,200円（22,000円）
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※写真はイメージ。※
（）
内は税抜価格。

シートサイドオーナメント

レザーシフトノブ

５００のエンブレムを模したヘアライン調のシート
サイドエンブレムです。左右２ヶセット

デュアロジック専用に操作性の向上と500のインテリアにマッチ
したデザイン。レバー長のショート化と適度な重量感を持たせ、
シフトフィーリングの向上も実現しました。
トップ部のオーナメントは
3種類のセットとなっており、ご自由にお選び頂けます。

商品番号：59124588

6,490円（5,900円）

参考取付時間：0.1h

ブラック
商品番号：51028547

21,780円（19,800円）
参考取付時間：0.2h
ワインレッド
商品番号：51028548

21,780円（19,800円）
参考取付時間：0.2h
ブルー
商品番号：51028549

21,780円（19,800円）
参考取付時間：0.2h

※写真はフロント用

レザーハットシェルフ ロゴ500
レザー調素材を使用した印象的なハットシェルフ。職人がひとつ
ひとつ丁寧に造り上げたハイクオリティなアイテムです。
リアウイン
ドウ越しにさりげなく個性を主張します。

ドリンクホルダー プレート
５００のエンブレムデザインのヘアライン調コースター。
左右２ヶセット
フロント
商品番号：59124586

5,060円（4,600円）

参考取付時間：0.1h
リア
商品番号：59124587

5,830円（5,300円）

参考取付時間：0.1h

クロームスピーカーリングセット

商品番号：59124048

30,250円（27,500円）

シンプルなインテリアにエレガントさをプラスする
高品質のクロームリングです。左右２ヶセット
アッパー
商品番号：59124584

7,260円（6,600円）

参考取付時間：0.1h
ロア
商品番号：59124585
参考取付時間：0.1h

8,910円（8,100円）
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※写真はイメージ。※
（）
内は税抜価格。

EXTERIORS
Mopar®で、自分好みの500にドレスアップ。あなたの思い描くスタイルの500を
実現するために、様々なルーフステッカーやサイドステッカーをご用意しました。

スポーツサイドストライプ レッド

サイドストライプイタリア

ルーフステッカー ホワイト（ノーマルルーフ用）

フロントフェンダー、
ドア、リアフェンダー用のストライプセット
（1台分）。

フロントフェンダー、
ドア、リアフェンダー用のストライプセット
（1台分）。

チェッカーフラッグ柄デザインのルーフステッカー。

商品番号：50901835

商品番号：50901914

商品番号：50901875

31,460円（28,600円）参考取付時間：1.5h

27,830円（25,300円）参考取付時間：1.5h

41,140円（37,400円）参考取付時間：2.0h

スポーツサイドストライプ ホワイト

ルーフストライプ500イタリア（ノーマルルーフ用）

ルーフステッカー ブラック（ノーマルルーフ用）

フロントフェンダー、
ドア、リアフェンダー用のストライプセット
（1台分）。

ボンネット、ルーフ用のストライプセット
（1台分）。リアルーフスポイラーと同時装着不可。

チェッカーフラッグ柄デザインのルーフステッカー。

商品番号：50901836

商品番号：50901833

商品番号：50901834

31,460円（28,600円） 参考取付時間：1.5h

27,830円（25,300円）参考取付時間：1.0h

41,140円（37,400円）参考取付時間：2.0h

ストライプモノトーン ブラック（ノーマルルーフ用）
ボンネット、ルーフ用のストライプセット
（1台分）。リアルーフスポイラーと同時装着不可。
商品番号：50901999

27,830円（25,300円）

参考取付時間：1.0h

スポーツサイドストライプ ブラック

ルーフストライプ500イタリア（サンルーフ装着車用）

ルーフステッカー レッド（ノーマルルーフ用）

フロントフェンダー、
ドア、リアフェンダー用のストライプセット
（1台分）。

ボンネット、ルーフ用のストライプセット
（1台分）。リアルーフスポイラーと同時装着不可。

チェッカーフラッグ柄デザインのルーフステッカー。

商品番号：50901876

商品番号：50901837

商品番号：50901874

31,460円（28,600円）参考取付時間：1.5h

26,620円（24,200円）参考取付時間：1.0h

41,140円（37,400円）参考取付時間：2.0h

20
21
※写真はイメージ。※
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内は税抜価格。

EXTERIORS
カジュアルなスタイルをお好みの方のために、色や質感の異なる4つのオリジナル
ルーフラッピングをご用意。憧れのツートンが手に入る理想的なオプションです。

ミリタリーグリーン
ルーフラッピング（ノーマルルーフ用）
商品番号：50927583

マットチタン
ルーフラッピング（ノーマルルーフ用）
商品番号：51977647

マットシルバー
ルーフラッピング（ノーマルルーフ用）
商品番号：51977648

マイクロカーボンブラック
ルーフラッピング（ノーマルルーフ用）
商品番号：51977076

33,880円（30,800円）

33,880円（30,800円）

33,880円（30,800円）

33,880円（30,800円）

参考取付時間：2.5h

参考取付時間：2.5h

参考取付時間：2.5h

参考取付時間：2.5h
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※写真はイメージ。※
（）
内は税抜価格。

サイドミラーカバー
レッド

サイドミラーカバー
ブラック

サイドミラーカバー
ホワイト

左右セット。

左右セット。

左右セット。

商品番号：71807485

商品番号：71807486

商品番号：71807487

参考取付時間：0.5h

参考取付時間：0.5h

参考取付時間：0.5h

サイドミラーカバー
マイクロカーボンブラック

サイドミラーカバー
ミリタリーグリーン

サイドミラーカバー
マットチタン

左右セット。

左右セット。

左右セット。

ちょっとしたアクセサリーでも自分らしさをアピールすることが可能です。

商品番号：51977649

商品番号：50927584

商品番号：51977650

8種のミラーカバーから、あなたの500に似合う色をお選びください。

参考取付時間：0.5h

参考取付時間：0.5h

参考取付時間：0.5h

9,680円（8,800円）

EXTERIORS

30,250円（27,500円）

ビンテージスタイル
クロームシャドウミラーカバー

サイドミラーカバー
マットシルバー

左右セット。

左右セット。

商品番号：50901689

商品番号：51977651

11,770円（10,700円）
参考取付時間：0.5h

30,250円（27,500円）
参考取付時間：0.5h

9,680円（8,800円）

30,250円（27,500円）

9,680円（8,800円）

30,250円（27,500円）
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※写真はイメージ。※
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内は税抜価格。

EXTERIORS
ビンテージスタイル ボンネットクロームライン

リアルーフスポイラー

ロゴ入りナンバーロックボルト

往年の500Lを彷彿とさせるボンネット装着用のクロームモール
ディング。

※当商品を装着した場合、ハッチゲートを開けた際アンテナと接しますので、予め
ご了承ください。※要塗装また専用接着剤が必要です。

セキュリティ機能にフィアットのロゴをプラス。
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：50901691

15,950円（14,500円）

参考取付時間：0.2h

商品番号：50901672

22,880円（20,800円）

参考取付時間：1.2h

商品番号：59082422

リアスポイラーやボンネットクロームラインなど、Mopar®にはあなたのクルマを
さらに華やかに演出するためのアイデアがあり、
どれも500にふさわしいパーツです。

6,600円（6,000円）

イタリアンフラッグフェンダーバッヂ
左右セット。
商品番号：50901681

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

クロームナンバープレート フレームベース

ナンバーロックボルト

ビンテージアイテムとしてシャープなイメージとなります。ABS
樹脂製。

多 数 の 独 自 花 柄 キ ー パターンと熱 処 理 、表 面 処 理 で 高 い
セキュリティ性能と美しい見た目を実現したマックガード社製
のロックボルト。1台分3個入りセット。

商品番号：51028532

5,830円（5,300円）

商品番号：59082442

3,300円（3,000円）

エアバルブキャップ

クロームテールパイプ エクステンション

ホイールロックボルト キット

FIATロゴ入りエアバルブキャップ。1台分のセット。プラスチック製。

ステンレススチール製。※LOUNGEに標準装備。

4個のセーフティボルトと1個のロックキー入り。1台分セット。

商品番号：82213716AB

5,830円（5,300円）

商品番号：50901688

16,940円（15,400円）

商品番号：50901739

9,240円（8,400円）

参考取付時間：0.2h

8,250円（7,500円）

参考取付時間：0.5h
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内は税抜価格。

DETAILS
キーカバーやバッヂなど、シンプルなアクセサリーでも目を引く効果は抜群。500に
とってディテールは、違いを生み出すものではなく、パーフェクトなクルマに仕上
げるためのものなのです。

キーカバーキット スポーツ

キーカバーキット イタリア

キーカバーキット シェブロン

キーカバーキット バイカラー

500のフォールディングキーをパーソナライズする
カバーのセット。

500のフォールディングキーをパーソナライズする
カバーのセット。

レッドコーラルとシェブロンの2個入り。

ホワイト/ブルーイタリアとホワイト/ミリタリーグリーン
の2個入り。

商品番号：71805963

6,490円（5,900円）

商品番号：71805964

6,490円（5,900円）

商品番号：50927692

6,490円（5,900円）

商品番号：50927693

6,490円（5,900円）

KEY COVER

スポーツブラックチェックバッヂ
商品番号：50901678
参考取付時間：0.2h

12,100円（11,000円）

スポーツレッドチェックバッヂ
商品番号：50901679
参考取付時間：0.2h

12,100円（11,000円）

チェッカーバッヂ
商品番号：50901677
参考取付時間：0.2h

12,100円（11,000円）

レッドチェックバッヂ
商品番号：50901998

サイドモールディング

12,100円（11,000円）

ボディカラー同 色に要 塗 装 。各 種 バッヂによりカスタ
マイズできます。※写真のバッヂは含まれておりません。

参考取付時間：0.2h

BADGE

商品番号：50901675

15,950円（14,500円）

参考取付時間：1.0h
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DETAILS

14” ALLOY WHEELS

15” ALLOY WHEELS

キットホイール14インチ

キットホイール15インチ

キットホイール15インチ

キットホイール15インチ“SPORT”

サイズ5.5Jｘ14インチ。ダイヤモンドシルバーとグロス
ブラックの2トーン。適合タイヤサイズ175/65R14。
ホイール4本のセット。センターキャップは別売。ホイール
ボルトは標準装備品を使用。

サイズ6J×15インチ。9ホールデザイン。適合タイヤ
サイズ185/55R15。ホイール4本、センターキャップ
4枚のセット。ホイールボルトは標準装備品を使用。
タイヤチェーン使用不可。

サイズ6J×15インチ。18スリットデザイン。適合タイヤ
サイズ185/55R15。ホイール4本、センターキャップ
4枚のセット。ホイールボルトは標準装備品を使用。
タイヤチェーン使用不可。

サイズ6J×15インチ。ダイアモンドシルバーの5ホール
デザイン。適合タイヤサイズ185/55R15。ホイール4本、
センターキャップ4枚のセット。ホイールボルトは標準
装備品を使用。タイヤチェーン使用不可。

セット
商品番号：50927756

123,200円（112,000円）

セット
商品番号：50901665

145,200円（132,000円）

セット
商品番号：71803943

145,200円（132,000円）

セット
商品番号：71803944

145,200円（132,000円）

35,200円（32,000円）

ホイール単品
商品番号：50901666

54,450円（49,500円）

ホイール単品
商品番号：51787641

54,450円（49,500円）

ホイール単品
商品番号：51877472

49,500円（45,000円）

独創的でスタイリッシュなアルミホイールも各種取り揃えています。どれも、500の
シックまたはダイナミックな個性を、さらに高めるデザインです。

キットホイール16インチ
バイカラー（ホワイト/ダイアモンドカット）
サイズ6.5J×16インチ。適合タイヤサイズ195/45R16。
ホイール4本のセット。センターキャップは含まれません。
タイヤチェーン使用不可。ホイールボルトは標準装備品を
使用。
※写真のタイヤは商品に含まれません。

セット
商品番号：50927755

ホイール単品
商品番号：50927758

193,600円（176,000円）

キットホイール16インチ
バイカラー（マットグレー/ブラック）

WHEEL COVER

16” ALLOY WHEELS

センターキャップ単品

ビンテージスタイル
ホイールカバーキット

キットホイール16インチ

キットホイール16インチ

キットホイール16インチ

キットホイール16インチ“SPORT”

サイズ6.5J×16インチ。8本スポークタイプ。適合
タイヤサイズ195/45R16。ホイール4本、センター
キャップ4枚のセット。ホイールボルトは標準装備品
を使用。タイヤチェーン使用不可。

サイズ6.5J×16インチ。17スリットデザイン。適合
タイヤサイズ195/45R16。ホイール4本、センター
キャップ4枚のセット。ホイールボルトは標準装備品
を使用。タイヤチェーン使用不可。

サイズ6.5J×16インチ。ダイアモンドシルバー7ホール
デザイン。適合タイヤサイズ195/45R16。ホイール
4本、センターキャップ4枚のセット。ホイールボルトは
標準装備品を使用。タイヤチェーン使用不可。

サイズ6.5J×16インチ。
ダイアモンドシルバーの5ホール
デザイン。適合タイヤサイズ195/45R16。ホイール
4本、センターキャップ4枚のセット。ホイールボルトは
標準装備品を使用。タイヤチェーン使用不可。

セット
商品番号：50902469

169,400円（154,000円）

セット
商品番号：71805883

169,400円（154,000円）

セット
商品番号：50901667

169,400円（154,000円）

セット
商品番号：50901669

169,400円（154,000円）

193,600円（176,000円）

ホイール単品
商品番号：50902470

54,450円（49,500円）

ホイール単品
商品番号：51852046

60,500円（55,000円）

ホイール単品
商品番号：50901668

54,450円（49,500円）

ホイール単品
商品番号：51852047

60,500円（55,000円）

3,080円（2,800円）

14インチスチールホイール装着車用ホイール
カバーの1台分セット。
商品番号：71804112

※写真のタイヤは商品に含まれません。

セット
商品番号：50927754

ホイール単品
商品番号：50927759

CENTER CAP

商品番号：51884863

サイズ6.5J×16インチ。適合タイヤサイズ195/45R16。ホイール4本のセット。センター
キャップは含まれません。タイヤチェーン使用不可。ホイールボルトは標準装備品を使用。

55,660円（50,600円）

ホイール単品
商品番号：50927757

55,660円（50,600円）

27,500円（25,000円）
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AKE MY 500 READY FOR ACTION
S TO M
T ITEM
GREA

MAKE IT EQUIPPED
CAPABILITY - UTILITY - SAFETY
あなたのライフスタイルにぴったりのアクセサリーをご用意。便利で賢いソリュー
ションの数々で、より安全で快適なドライブをお楽しみください。
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ハッチゲートキャリアベース

CAPABILITY

アルミニウム製。ハッチゲートに取り付けます。
用途に応じてアタッチメントをお選び下さい。

Mopar®でなら、ウインタースポーツ用としての実用性を高めることも可能です。

※リアルーフスポイラーと同時装着不可。

商品番号：71805707

さらに、カーゴローディング アクセサリーを用いれば、ラゲッジルームの収納も

45,980円（41,800円）
参考取付時間：1.0h

すっきり機能的に。

ラゲッジネット
シートバックホルダー
リアシート後側に取り付け、車検証や小物等を
整理するのに便利なホルダー。500ロゴ入り。
穴開け加工不要のベルクロテープ止め。
商品番号：59124053

ラゲッジスペースに積んだ荷物がずれないよう固定するネット。
商品番号：50901730

8,470円（7,700円）

9,460円（8,600円）

参考取付時間：0.2h

スノーボードキャリアアタッチメント
1セットのスノーボードが積載可能です。ハッチゲート
キャリアベースと組み合わせて使用。
商品番号：50901725
参考取付時間：0.5h

15,730円（14,300円）

スキーキャリアアタッチメント
※積載状態を示すアイテムは商品には含まれておりません。

1セットのスキーが積載可能です。ハッチゲート
キャリアベースと組み合わせて使用。
商品番号：71805708
参考取付時間：0.5h

16,940円（15,400円）

セミハードコンテナー

ラゲッジルームセパレーター

ラゲッジスペースを保護するセミハードタイプのプロテクターです。

積み込む荷物に応じてスペースをアレンジできます。荷物がずれたり、倒れたりする事を防ぎ、スペースを有効活用する事ができます。

商品番号：50901727

9,680円（8,800円）

商品番号：50901728

19,360円（17,600円）
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UTILITY
500の全てのバージョンに対して、Mopar®のアクセサリーは、常に快適で整理

オートホールドモバイルホルダー

された車内環境を提供します。

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：59082503

12,650円（11,500円）

※使用例

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
としても使用できます。500のロゴ入り。
商品番号：51028775

6,050円（5,500円）

ウエットティッシュホルダー
ヘッドレスト後方に設置し、運転席から取り出せる
便利なウエットティッシュホルダー。市販ウエット
テッシュ
（径約80ｍｍ）に対応。
商品番号：59123493

4,070円（3,700円）

ヘッドレストフック
機能性と優れたデザインが見事に融合したヘッドレストフック。
アイボリー
商品番号：50901975
ブラック
商品番号：50901708

7,920円（7,200円）参考取付時間：0.1h
7,920円（7,200円）参考取付時間：0.1h
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アウターボディカバー レギュラータイプ
コストパフォーマンスに優れたベーシックなボディカバー。

ドアハンドルプロテクター

フロントサンシェード

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。

太陽光をシャットアウトし、パーキング時の室内温度の上昇を抑
えます。シンプルな取付と容易な収納が可能な折畳み式。

商品番号：51028543

※収納ケース付き

4,290円（3,900円）

商品番号：51029424

ドアエッジプロテクター

ラゲッジフルカバー

透明なフィルムによりドアエッジを保護します。

汚れたものでも気にすることなく積載できる、ラゲッジスペースを
保護するカバー。荷降ろし時に傷つきやすいバンパーを守る
フラップ付。

商品番号：51029870

4,620円（4,200円）

参考取付時間：0.3h

商品番号：59124050

サイドモールディング非装着車用

参考取付時間：0.2h

商品番号：51029871

4,620円（4,200円）

19,360円（17,600円）

アウターボディカバー防炎 起毛タイプ

500のような憧れのクルマと恋に落ちるのは自然なこと。その魅力を維持する
ための適切なケア製品もご用意しています。

裏起毛タイプで優しくボディを包み込みます。表面は難熱加工、シル
バー撥水コーティング処理。
フィアットロゴ入り収納ケース付。

7,260円（6,600円）

参考取付時間：0.3h

サイドモールディング装着車用

商品番号：51028777

UTILITY

商品番号：51028776

33,880円（30,800円）

13,310円（12,100円）

参考取付時間：0.3h

ペットシートカバー

ウェットガード シートカバー フロント

ペットを後席に乗せた際、車内を
汚れ やキズから守るプロテク
ションシート。ナイロン製。

汚れたり、濡れた状態のままでも気軽に乗り込むことのできるシート
カバーです。チャイルドシート同時装着不可。フロント1席分。

インナーボディカバー

※掲載写真はイメージです。実際の車両とは異なります。

※カバー使用時は、後席に乗車する事は
できません。完全防水ではありません。

室内保管用のソフトな布製ボディカバー。往年の名車に変身します。

商品番号：59124499

商品番号：59124049

14,520円（13,200円）

商品番号：50901740

82,280円（74,800円）

※使用例

11,330円（10,300円）
参考取付時間：0.2h
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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。キセノンヘッドランプ標準装着用。
商品番号：59123445

67,760円（61,600円）

助手席

参考取付時間：0.5h

標準車

LEDフロアライトバルブ

LEDラゲッジランプバルブ

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。

LED3灯プレートを使用したバルブでラゲッジ内を明るく照らし、
夜間の荷物の積み降ろしをアシストします。

商品番号：51028778

13,310円（12,100円）

商品番号：59124046

9,680円（8,800円）

参考取付時間：0.1h

参考取付時間：1.5h

標準車

キセノンヘッドランプ

アディショナルLED（ハッチゲート取付）
夜間の荷降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ヶ所装着。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

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してから消灯します。

ルームランプをアップグレードするLEDバルブ。

11,440円（10,400円）

商品番号：51028774

6,270円（5,700円）

参考取付時間：0.1h

参考取付時間：1.0h

101,200円（92,000円）

標準車

アディショナルLED（リアクォーター取付）

LEDナンバープレートライトバルブ

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。

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

LED ユニット
商品番号：JPNABU2015100

11,330円（10,300円）

ワイアリング ユニット
（１台取付に付き１個必要）

参考取付時間：1.0h

商品番号：59124597

ワイアリング ユニット
（１台取付に付き１個必要）

3,410円（3,100円）

LEDルームランプバルブ

商品番号：59082683

FIAT500専用に開発したキセノンヘッドライトキット。6600ケル
ビン相当のバーナー採用。専用シェード品の開発により、ムラの少
ない、疲れにくい照射光を実現。夜間走行時の視認性が向上しま
す。バーナー、バラスト、コントローラー、リレー、配線付属品一式
のセット。 ※プロジェクタータイプのハロゲンヘッドランプ装備車は装着不可
商品番号：59123200

LEDキーイルミネーション

商品番号：59124597

3,410円（3,100円）

商品番号：59123331

12,540円（11,400円）

参考取付時間：0.5h
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ウインドストップ

アンテナアングルスペーサー

ルーフオープン時の室内への風の巻き込みを抑えます。

イルミネーションUSBアウトレット

商品番号：71805734

2.1A×２口の大容量USBアウトレットです。使用しない際はフタ
を閉めて頂くとロゴがやさしく浮かび上がります。

26,620円（24,200円）

ルーフアンテナの角度調整を可能にします。
商品番号：JPNA002329010

5,390円（4,900円）

参考取付時間：0.1h

参考取付時間：0.1h

シリコートワイパー

アロマディフューザーキット

標準装着と同形状のフラットワイパーに、拭くだけで雨を水玉に
変えるシリコートゴムを組み合わせたシリコートワイパー。優れた
視界を確保し、雨天時の走行をサポート。耐紫外線、耐オゾン、耐熱
性にも優れ、初期性能を長時間持続します。1台分フロント2本入り。

車内で手軽にアロマを楽しめるDC12V専用のディフューザーと
アロマ エッセンシャルオイル（5ml）のセット。

本体

商品番号：59124583

8,470円（7,700円）
参考取付時間：0.6h

商品番号：59123129

商品番号：59123960

3,630円（3,300円）

11,000円（10,000円）

フィアットオリジナルETC車載器（セパレートタイプ）
アンテナ部にFIAT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：59124741
USBアウトレット
2個を装備

13,640円（12,400円）

参考取付時間：1.0h

シリコートスノーワイパーブレード
降 雪 時にお い ても高 い 払 拭 性 能を発 揮 する冬 用ワイパ ー 。
ワイパーブレードカバー部にエラストマーを使用し、氷点下に
おいてもワイパーの柔軟性を保ち、払拭性能をキープします。
ブレードにはシリコンゴムを使用し、スムーズな拭き取りと共に
撥水効果を発揮します。1台分2本セット。
商品番号：59082496

12,870円（11,700円）
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SAFETY
小さくてかわいいクルマであっても安全性は重要な要素です。全ての乗員の安全性を
一層高める、数々のソリューションを開発しました。

リアカメラ

ライフハンマーエボリューション

エマージェンシーベスト

アクシデント発生時に車内に閉じ込められた際にワン
タッチでサイドウインドウを破壊する事の可能なスペ
シャルツール。
ドアポケットに装着します。

高速道路などで緊急時に車外に出る際に使用する
ベスト。夜間にも目立つ視認性の高さがあり、安全
です。通常時はフロアマット下に収納可能です。
ヨーロッパEN571規格適合品。4枚入り。

商品番号：59124022

4,070円（3,700円）

商品番号：59124056

7,920円（7,200円）

FIAT 純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダー DR-SFT1
FIAT オリジナル ドライブレコーダー スマートレコ

タッチパネル

“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。FIAT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。
4.フェイスや起動時のフィアットロゴが印象的なオリジナルデザイン

エマージェンシーキット

スペアバルブキット

専用ケース（クーラーバック兼用）/ブースターケーブル/
フラッシュライト/ファーストエイドキット/ライフハンマー
エボリューション/ウインドウォッシャー液/エマージェンシー
ベスト/三角表示板

商品番号：71807636

商品番号：59124023

22,990円（20,900円）

万が一のバルブ切れに備えた主要バルブ類のセット。

7,260円（6,600円）

・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。当て逃げやイタズラのデータも保存
・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
商品番号：59082426

商品番号：59082426 + 59082429
参考取付時間：2.0h

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）
（フロントカメラにはナイトビジョン搭載）
・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

フロント + リア セット

46,200円（42,000円）※取付工賃別

参考取付時間：1.0h
ドライブレコーダー ＋ リアカメラ

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FIAT純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダーが対応。

商品番号：59082754

60,500円（55,000円）
64,900円（59,000円）※取付工賃別

リアカメラ
（オプション）

※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：59082791

リアカメラ（単品）
商品番号：59082792

42,900円（39,000円）

19,800円（18,000円）

※取付工賃別

※取付工賃別

参考取付時間：2.0h

参考取付時間：0.8h

44
45
※写真はイメージ。※
（）
内は税抜価格。

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
（19.10.I5,000）
※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。※フィアット純正アクセサリーのお取り付けは、必ず、フィアッ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。販売価格はフィアッ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、フィアット正規ディーラーにお問い合わせください。

