A U T H E N T I C
ACCESSORIES

XTRA ACCESSORIES
イタリア生まれの 個 性的なデザイン。
それをさらに自分好みのオリジナルテイストに磨き上げる
フィアット純 正アクセサリー。
あなただけの喜びに満ちたストーリーがいま走り出す。

サイドミラーカバー クロームメッキ
▶▶P10

フロアマット ロゴプリント
▶▶P12
サイドフィニッシュ クロームメッキ
▶▶P9
フロアマット チェーンループ

アルミスポーツペダルキット
▶▶P12
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FIAT 純正Wi-Fi対応
ドライブレコーダー

オートホールドモバイルホルダー

ロゴ入りナンバーロックボルト

▶▶P18

▶▶P21

▶▶P19
PHOTO：500X Cross ボディカラー：アバター ブルー ※欧州仕様車
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EXTERIOR ACCESSORIES
50 0Xのお 洒 落でユニークなスタイリングを
より個 性的に飾る純 正アクセサリー。
豊富なドレスアップ アクセサリーで
愛車を自分好みに染め上げよう。

18インチ アロイホイール
ブライトブラック ダイヤモンドカット

18インチ アロイホイール
ベージュ/マットブロンズ

サイズ7.0J×18。適合タイヤサイズ225/45R18。
センターキャップは標準装備のものを使用する事が
可能。

サイズ7.0J×18。適合タイヤサイズ225/45R18。
センターキャップは標準装備のものを使用する事が
可能。

51992260

ホイール単品

67,760円（61,600円）

ホイールロックボルト キット

エアバルブキャップ

アロイホイール用。

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。

50901161

9,900円（9,000円）

センターキャップ ブラック

735626311
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PHOTO：500X Cross ボディカラー：カプチーノ ベージュ ※欧州仕様車

4,730円（4,300円）

82213716AB

5,830円（5,300円）

センターキャップ クローム

735626312

4,620円（4,200円）

50927532

ホイール単品

67,760円（61,600円）

18インチ アロイホイール
ブライトホワイト ダイヤモンドカット
サイズ7.0J×18。適合タイヤサイズ225/45R18。センター
キャップは標準装備のものを使用する事が可能ですが、クローム
［商品番号：735626312］の使用を推奨。

51993389

ホイール単品

58,080円（52,800円）

18インチ アロイホイール
ブラック/レッド
サイズ7.0J×18。適合タイヤサイズ225/45R18。センター
キャップは標準装備のものを使用する事が可能ですが、ブラック
［商品番号：735626311］の使用を推奨。

50927531

ホイール単品

67,760円（61,600円）

18インチ アロイホイール
グラニュレート
［粉体塗装仕上げ］
サイズ7.0J×18。適合タイヤサイズ225/45R18。センター
キャップは標準装備のものを使用する事が可能ですが、ブラック
［商品番号：735626311］の使用を推奨。

51993392

ホイール単品

58,080円（52,800円）
※写真はイメージです。※（ ）内は税抜価格。
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ELECTROCHROMIC
REAR VIEW MIRROR
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ボンネットライン クロームメッキ

50927458
9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.5h

ボンネット/ルーフデカール グレー

ボンネット/ルーフデカール レッド
500Xロゴ入り。

50927498
26,620円（24,200円）
参考取付時間：1.5h
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ボンネット/ルーフデカール ブラック

ボンネット/ルーフデカール ホワイト

500Xロゴ入り。

500Xロゴ入り。

50927500

50927499

26,620円（24,200円）

26,620円（24,200円）

参考取付時間：1.5h

参考取付時間：1.5h

500Xロゴ入り。

50927501
26,620円（24,200円）
参考取付時間：1.5h

※写真はイメージです。※（ ）内は税抜価格。
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サイドデカールアッパー レッド

22,990円（20,900円）

50927502
参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ レッド

サイドフィニッシュ ホワイト

左右セット。

左右セット。

50903548

サイドデカールロア レッド

50927504

サイドデカールロア グレー

50927505

22,990円（20,900円）

22,990円（20,900円）

参考取付時間：1.0h

参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ クロームメッキ

50903549

33,880円（30,800円）

33,880円（30,800円）

参考取付時間：1.0h

参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ ベージュ

サイドフィニッシュ マットブロンズ

左右セット。

左右セット。

50903551

左右セット。

50927456

50903550

33,880円（30,800円）

33,880円（30,800円）

参考取付時間：1.0h

参考取付時間：1.0h

33,880円（30,800円）
参考取付時間：1.0h

サイドデカールアッパー グレー

①ドアハンドルプロテクター

50927503

ドア開閉の際の爪、指輪等の擦り傷から車体
を守るフィルム。1台分4枚のセット。

22,990円（20,900円）

②

参考取付時間：1.0h

59124496
7,480円（6,800円）

参考取付時間：0.5h

サイドバイザー

②ドアエッジプロテクター

雨天時等の換気に役立つサイドバイザー。
車体形状に沿って作られた専用設計。
５００Ｘロゴ入り。

ドア開閉の際の擦り傷からボディを守るフィ
ルム。透明なので目立たずデザインを損ない
ません。1台分4枚のセット。

59124495

59124490
28,600円（26,000円）
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①

参考取付時間：1.0h

6,050円（5,500円）

参考取付時間：0.4h

※写真はイメージです。
※（ ）内は税抜価格。
※写真はCG
（コンピュータグラフィックス）
を使用したイメージです。
実際の商品とは細部が異なる場合がご
さいます。
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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。

50927551

50903554

9,680円（8,800円）

9,680円（8,800円）

参考取付時間：0.2h

参考取付時間：0.2h

サイドミラーカバー イエロー
左右セット。

カーボン調サイドミラー ブラック
左右セット。

50927550

50927547

9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.2h

39,930円（36,300円）
参考取付時間：0.2h

サイドミラーカバー グロスブロンズ
左右セット。

サイドミラーカバー ベージュ
左右セット。

50903555

50903556

9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.2h

9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.2h

カーボン調サイドミラー ホワイト
サイドミラーカバー レッド

左右セット。

左右セット。

50927548

50903553

39,930円（36,300円）
参考取付時間：0.2h

9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.2h

サイドミラーカバー オレンジ
左右セット。

50927549
9,680円（8,800円）
参考取付時間：0.2h
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サイドミラーカバー クロームメッキ
左右セット。

50903552
14,520円（13,200円）
参考取付時間：0.2h

※写真はイメージです。※（ ）内は税抜価格。

11

LIFE
STYLE &ACCESSORIES
COMFORT
INTERIOR
標準車

ウエットガード シートカバー
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。
５００Ｘ専用設計（リアのみ）に
よりシート形状にフィットします。シートカバー使用時は
チャイルドシート装着不可。

サイドバイザー
雨天時等の換気に便利です。車体形状に沿っ
て作られた専用設計です。
「５００Ｘ」ロゴ入り。

59124490
思いのままにインテリアをドレスアップ。

59124499

自分好みの50 0Xでカーライフを楽しもう。

フロント（１席分）

14,520円（13,200円）

インナーボディカバー

59124498

屋内保管用のソフトなボディカバー。

LEDインテリアライトバルブセット

リア

インテリアを明るく、かつシャープに変え
るLEDです。フロント・リアルームランプ、
グローブボックス、ラゲッジランプのLED
バルブ５個セット。

31,460円（28,600円）

50927565

リアシートカバー

本体

リアシートにペットや汚れ物を乗せる際にインテリアを保護します。

59124479

51930794
フィアットオリジナルETC車載器
（セパレートタイプ）
フロアマット ロゴプリント（左）

アンテナ部にFIATロゴ入りのETC車載器。
500のロゴをパターンとしたシックなフロア
本体はグローブボックス内へ取付。
Start &
マット。かかとの擦れを防止するヒールパッド
Stopシステム対応品。
もユニークなデザインを採用。

59082446
59124502

18,150円（16,500円）
参考取付時間：0.1h

フロアマット ロゴプリント（左）

フロントサンシェード

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。

駐車中のフロントウインドーからの直射日光
を遮るサンシェード。車種専用品のためウイン
ドーの形状にピッタリとフィットします。フィ
アットエンブレム入り。

59124502

標準車

59124465

フロアマット チェーンループ（右）

35,200円（32,000円）

特徴的な「チェーンループ」織にセンタースト
ライプ柄を表現したアクティブ感あふれる
デザインのフロアマット。

フロアマット チェーンループ（右）
特徴的な「チェーンループ」織にセンタースト
ライプ柄を表現したアクティブ感あふれる
デザインのフロアマット。
ドアエッジプロテクター

59124503

ドア開閉の際の擦り傷からボディを守るフィ
59082798
ルムです。透明なので目立たずデザインを
損ないません。1台分4枚のセット。

30,800円（28,000円）

59124495

アルミスポーツペダルキット
足元をスポーティに演出するアルミニウム製

ドアハンドルプロテクター

盗難防止ナンバーロックボルト
スポーツペダル。

ドア開閉の際の爪、指輪等の擦り傷から車体
を守るフィルムです。1台分4枚のセット。

拡大図

59124496
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PHOTO：500X Cross シートカラー：ブラック ※写真は日本仕様車と異なる場合があります。

アディショナルリアゲートLED

ナンバープレートの盗難を防ぐ防犯性の高い
ボルトです。
フロン
ト2個、
リア1個のセット。
59124497

27,830円（25,300円）
59123598

参考取付時間：1.0h

夜間の荷おろし時にラゲッジランプでは補え
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。
JPNABU2015100

59124597

LED ユニット
ワイアリング ユニット

（１台取付に付き１個必要）

LEDインテリアライトバルブ
インテリアを明るく、かつシャープに変えるLEDライトバルブ。
フロント・リアルームランプ、ラゲッジルームランプに使用可能。

59124046

単品

拡大図

9,680円（8,800円）
※写真はイメージです。
※（ ）内は税抜価格。
※写真はCG
（コンピュータグラフィックス）
を使用したイメージです。
実際の商品とは細部が異なる場合がご
さいます。
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LUGGAGE ACCESSORIES
実用性を高める、
ラゲッジスペースアクセサリー。

ラゲッジスペースオーガナイザー
レール付フロアボードとアダプターから構成される
ラゲッジスペースオーガナイザー。

50927543

アダプター2個入り

58,080円（52,800円） 参考取付時間：0.2h

71807454

フロアボードのみ

オーガナイザー用
オーガナイズバー

50,820円（46,200円） 参考取付時間：0.2h

ラゲッジフルカバー
汚れものなどからインテリアを保護するカバー。荷おろしの際にバンパー等に傷がつか
ないようにフラップがついています。フラップを使用しない場合はベルクロで固定し
収納する事が可能。
５００ロゴ入り。

50927542

71805895
14,520円（13,200円）

500ロゴ入りラゲッジトレイ
ラゲッジスペースを保護するトレイ型プロテクター。
５００ロゴ入り。

59124500

7,260円（6,600円）

14,520円（13,200円）

カーゴネット

ラゲッジセパレートグリル

リアシート背面に取り付けるバッグタイプ。

ペットをラゲッジスペースに乗せる時や、リアシートへの荷崩れ防止に役立ちます。

アディショナルリアゲートLED
夜間の荷おろし時にラゲッジルームランプでは補えない部分を明るく
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

JPNABU2015100

11,330円（10,300円） 参考取付時間：1.0h

59124597

ワイアリング ユニット

１台取り付けにつき１個必要）

3,410円（3,100円）

追加アダプター4個セット
ラゲッジスペースオーガナイザーの
レールに固定することで、ラゲッジス
ペースを分割するキット。

71805893
10,340円（9,400円）
14

オーガナイザー用
ホールディングバンド

71805896
10,890円（9,900円）

ショッピングバスケット
オーガナイザー

71805894
13,310円（12,100円）

50926909
10,890円（9,900円）

50901616
29,040円（26,400円）

参考取付時間：0.5h

※写真はイメージです。※（ ）内は税抜価格。
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CARRIER ACCESSORIES

あなたのライフスタイルに合わせて自由自在。
カーライフを人一 倍 楽しむための純 正アクセサリー。

バイシクルキャリアアタッチメント

カヤックホルダー

スキーキャリアアタッチメント

アルミ製。ベースキャリア［商品番号：50927625］と組み合わせてご使用ください。

カヤック専用のアタッチメント。カヤックの形状にフィットし、確実に固定します。
ベースキャリア［商品番号：50927625］と組み合わせてご使用ください。

スキー4組またはスノーボード2枚を積載可能。
ベースキャリア［商品番号：50927625］と組み合わせてご使用ください。

71805771
30,470円（27,700円）

71805326
29,700円（27,000円）

71803106
16,720円（15,200円）

ベースキャリア

50927625
29,040円（26,400円）

参考取付時間：0.4h

※写真はイメージ

バイシクルキャリアアタッチメント

サーフボードホルダー

フリーボックス360L

スチール製。ベースキャリア［商品番号：50927625］と組み合わせてご使用ください。

サーフボードおよびウインドサーフィンのセイルボード、マストを積載するホルダー、前後2個の
パッドのセット。ベースキャリア［商品番号：50927625］と組み合わせてご使用ください。

グロスブラックのABS素材でできたルーフカーゴコンテナ。左右どちらからでも開閉可能。
セキュリティロック付。リアにFIATロゴ入り。ベースキャリア［商品番号：50927625］と
組み合わせてご使用ください。
寸法（cm）
：160×80×40 容量：360L

71807275
18,260円（16,600円）

※写真のストラップは付属しておりません。

50900822
8,690円（7,900円）

71807693
48,290円（43,900円）
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※写真はイメージです。※（ ）内は税抜価格。
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SAFETY & OTHER ACCESSORIES
もしもの時にも頼りになる、フィアット純正アクセサリー。
いまカーライフに必携のアイテム。

FIAT 純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダー

ナンバーロックボルト

DR-SFT1

ナンバープレートの盗難を防ぐ防犯性の高いボルト。
フロント2個、リア1個のセット。

59082442
3,300円（3,000円）

参考取付時間：0.1h

標準車

LEDフォグランプ（丸型）

FIAT オリジナル ドライブレコーダー

スマートレコ
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たFullHDリアカメラ

リアカメラ

3.STARVISイメージセンサーで、夜間の録画も対応

・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
・L E D 信号 対 策 済み
・m i c r oS D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

59082754
60,500円（55,000円）
参考取付時間：2.5h

フロントカメラ（単品）

59082791

（フロントカメラにはナイトビジョン搭載）

リアカメラ（単品）

59082792

42,900円（39,000円）

19,800円（18,000円）

参考取付時間：2.0h

参考取付時間：0.8h

・車上狙いやイタズラを監視する「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

59082426
46,200円（42,000円）

タッチパネル

セキュリティ機能にフィアットのロゴをプラス。
純正品ならではの専用設計と高い品質が細部までこだわりを感じさせます。
１台分3個入りセット。

59082422
6,600円（6,000円）

標準車

参考取付時間：0.1h

LEDナンバープレートライトバルブ

ドライブレコーダー

夜間のリアビューをアップグレードするLED
バルブ。

59124506

ドライブレコーダー ＋ リアカメラ

参考取付時間：2.0h

参考取付時間：0.1h

ロゴ入りナンバーロックボルト

参考取付時間：1.0h

59082426 + 59082429
64,900円（59,000円）
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36,300円（33,000円）

・事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」

様 々なシ ーンに 対 応 す る最 新 機 能・高 性 能カメラを搭 載した 新 世 代ドライブレコーダ ー 。W i - F i 機 能 によりスマートフォン
専 用アプリから、簡 単 操 作 で 録 画 デ ータの 確 認とダウンロードが可 能 。フロントカメラは 夜 間 走 行など光 量 が少ないシ ーン
でもS T A R V I Sイメージセンサーで明るく鮮 明な映 像を撮 影 。リアカメラはF u l l H D 高 画 質で対角 1 4 0 °
の広角 撮 影が可 能 。
後 方からの危険運転（あおり運転など）の行動を鮮明に記録します 。

（フロントカメラにはナイトビジョン搭載）

59123503

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.後方からの追突やあお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フィアットロゴが印象的なオリジナルデザイン

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」

LEDを使用したフォグランプユニット。6400K
相当のワイドでシャープな配光を実現します。
ECE基準F3規格適合品。

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。

リアカメラ（オプション）

12,760円（11,600円）

参考取付時間：1.0h

※写真はイメージです。※（ ）内は税抜価格。

19

454585451215484513225841554454545

マッドガード
走行中の石はねや泥などから
ボディを保護します。

フロントサンシェード
駐車中のフロントウインドーからの直射日光
を遮るサンシェード。車種専用品のためウイン
ドーの形状にピッタリとフィットします。FIAT
エンブレム入り。

82214563

フロント

14,080円（12,800円）

59124465

82214564

リア

14,080円（12,800円）

9,130円（8,300円）

自動で光るFIATロゴが、
ドライブを
スタイリッシュに演出。

スマートフォンを置くと、自動でアームがとじる。

触れると、自動でアームがオープン。

オートホールドモバイルホルダー
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。またホルダー上部に触れると、アームがオープン。あなたのフィアットライフを便利にするアイテム。

本体

※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。

シリコートワイパー
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。

59124507
11,550円（10,500円）

59082503

フィアットオリジナルETC車載器
（セパレートタイプ）

12,650円（11,500円）

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。Start&
Stopシステム対応品。

59082446
18,700円（17,000円）

参考取付時間：1.5h

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台分フロント2本入り。

59082497
14,520円（13,200円）
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イルミネーションUSBアウトレット
※写真はFIAT 500での装着です。

ヘッドレスト コートハンガー

59124583

50927799

8,470円（7,700円）

8,140円（7,400円）

ヘッドレスト タブレットホルダー

52015809
19,800円（18,000円）
※写真はイメージです。※（ ）内は税抜価格。
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カーケアキット

シートバックホルダー
（ベルクロタイプ）

キットにはスポンジ 、合 成クリー ニング
タオル 、ホイールクリーニングシャンプー、
脱 臭 剤 、濃 縮カーウォッシュシャンプー
およびカーポリッシュが含まれます。

カーゴスペース内の整理に便利なホルダー。
リアシートバックにマジックテープで固定。

エマージェンシーベスト

71806658
12,100円（11,000円）

59124053

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。夜間にも目立つ高い視認
性があり安全です。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。

59124056
7,920円（7,200円）

9,460円（8,600円）

インナーボディカバー
屋内保管用のソフトなボディカバー。

50927565
27,610円（25,100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
クスとしても利用できます。

51028775
6,050円（5,500円）

エマージェンシーキット
専用ケース（クーラーバッグ兼用）/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/ウインドーウォッシャー液/エマー
ジェンシーベスト/三角表示板

59124023
22,990円（20,900円）
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わさびｄ air（デェール）
エアコンユニット内のにおいの原因となる
微生物（カビ等）をわさび成分の抗菌効果
によって抑えます。ポーレンフィルターに
クリップにて装着します。

ライフハンマーエボリューション

59082752
3,080円（2,800円）

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ー
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。

59124022
4,070円（3,700円）

※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、2002年2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。
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More care for your car

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
（20.02.I.4000）

