
ACCESSORIES

More care for your car
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BEIGE PASTELLO  
MATT SAND

ミラーカバー サンド
左右2個セット。

735551001

センターハブキャップ サンド
1台分4個セット（アルミホイール用）。

50926784

ルーフレール サンド
ルーフレールを交換する事によりカラーコーディ
ネートができます。前後プラスティックカバーと
スチールのルーフレールの左右セット。

50926775

マット サンド

ROSSO VIVACE  
MATT RED

ミラーカバー レッド
左右2個セット。

735551002

センターハブキャップ レッド
1台分4個セット（アルミホイール用）。

50926785

ルーフレール レッド
ルーフレールを交換する事によりカラーコーディ
ネートができます。前後プラスティックカバーと
スチールのルーフレールの左右セット。

50926777

マット レッド
1

PERSONALIZATION

12,100円（11,000円）  参考取付時間：0.2h

26,620円（24,200円）  参考取付時間：0.5h

5,280円（4,800円）  参考取付時間：0.5h 12,100円（11,000円）  参考取付時間：0.2h

26,620円（24,200円）  参考取付時間：0.5h

5,280円（4,800円）  参考取付時間：0.5h
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GRIGIO SILVER  
SILVER

VIOLA PASTELLO  
MATT VIOLET

ミラーカバー シルバー
左右2個セット。

735551000

センターハブキャップ シルバー
1台分4個セット（アルミホイール用）。

50926783

ルーフレール シルバー
ルーフレールを交換する事によりカラーコーディ
ネートができます。前後プラスティックカバーと
スチールのルーフレールの左右セット。

50926776

ミラーカバー バイオレット
左右2個セット。

735551003

センターハブキャップ バイオレット
1台分4個セット（アルミホイール用）。

50926786

ルーフレール バイオレット
ルーフレールを交換する事によりカラーコーディ
ネートができます。前後プラスティックカバーと
スチールのルーフレールの左右セット。

50926774

シルバー マット バイオレット

PERSONALIZATION

12,100円（11,000円）  参考取付時間：0.2h 5,280円（4,800円）  参考取付時間：0.5h 12,100円（11,000円）  参考取付時間：0.2h 5,280円（4,800円）  参考取付時間：0.5h

26,620円（24,200円）  参考取付時間：0.5h26,620円（24,200円）  参考取付時間：0.5h
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サイドバイザー
雨天時の喫煙や換気に便利。Pandaのスタイルにフィットします。１台分4枚セット。

59123601

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。１台分４枚セット。

59123495

ドアハンドルプロテクター
ドアハンドルのくぼみに施工し、爪などによるひっかき傷からボディを保護します。
１台分４枚セット。

59123494

リアバンパープロテクター　
ラゲッジスペースからの荷物の積み降ろしの際につく傷からボディを保護します。

59123496

PERSONALIZATION

キーカバーセット
蛍光イエロー+マットサンドの2個セット。

50926787

キーカバーセット
蛍光イエロー+マットレッドの2個セット。

50926788

キーカバーセット
蛍光イエロー+マットグレーの2個セット。

509267896,490円（5,900円） 6,490円（5,900円） 6,490円（5,900円） 32,670円（29,700円）  参考取付時間：1.0h

8,690円（7,900円）  参考取付時間：0.5h

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、立体駐車場
などの進入の際に便利です。

59059334 3,850円（3,500円）

ショートアンテナ
アクセントカラー入りのスタイリッ
シュなショートアンテナ。

71806072 3,630円（3,300円）

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 （ワイパーブレード）
11,550円（10,500円）

9,680円（8,800円）  参考取付時間：0.5h

8,690円（7,900円）  参考取付時間：1.0h
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59082442 59082422

ヘッドランプホワイトバルブ
色温度4800K相当のハロゲンバルブ（H4タイプ）。良好な
照射能力による安全性とファッション性を両立します。

59082470

ミラーオレンジバルブ　　
非点灯時はホワイトに。点灯時は鮮やかなオレンジ
色に点灯するミラーバルブ。左右2個セット。前後
装着の場合は2セットが必要。

59123500

LEDフットイルミネーション　
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。

59082836

リアコーナーセンサー
車庫入れなどの時に重宝するコーナーセンサー。やさしい電子音で障害物の接近をお知
らせします。距離に応じて電子音が変化します。2センサータイプ。

59123691

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。

JPNABU2015100

標準車

ポジションランプLEDバルブ｠　
精悍なLEDホワイト光のポジションランプで被視認性
を向上します。

59082486

標準車標準車

LEDナンバープレートランプバルブ
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。

59123331

LEDキーイルミネーション　
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。

59082683

LEDルームランプバルブ
インテリアをシャープな印象に変化させるLEDバルブ。

51028774

ナンバーロックボルト ロゴ入りナンバーロックボルト
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個入りのセット。

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個入りのセット。

標準車標準車

LEDフォグランプ　　　
悪天候時に優れた照射能力を発揮するLEDを使用した
フォグランプ。最先端の技術により低消費電力で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。

59123503

※スタート＆ストップ動作時（アイドリング停止時）に再始動する際、車両側の
制御により一瞬消灯します。

PERSONALIZATION

標準車 標準車

11,330円（10,300円）  参考取付時間：1.0h

7,920円（7,200円）  参考取付時間：0.5h 14,520円（13,200円）  参考取付時間：0.5h

36,300円（33,000円）  参考取付時間：1.0h

5,500円（5,000円）  参考取付時間：0.2h

12,540円（11,400円）  参考取付時間：0.5h

6,270円（5,700円）  参考取付時間：0.1h

3,300円（3,000円）  6,600円（6,000円）  

39,930円（36,300円）  参考取付時間：1.2h

11,440円（10,400円）  

13,310円（12,100円）  参考取付時間：1.5h

※Panda4×4は装着不可。
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ステッカー ブリオンベガ
ボンネット、左リアフェンダー、
ハッチゲート用の3点セット。

50926865

ステッカー カモフラージュ
ボンネット、左リアフェンダー、ハッチゲート用の
3点セット。

50926864

パンダバッチ
サイドビューにワンポイントのアクセントとなる
パンダのオーナメント。2枚 1台分のセット。

50926688

テールパイプエクステンション
ステンレススチール製。エキゾーストガスの排出
方向はノーマルと同様のダミーパイプタイプ。

51923935

PERSONALIZATION

16,940円（15,400円） 
 参考取付時間：1.0h

ステッカー レタリング
フロントドア左右用の2点セット。

50926866
19,360円（17,600円） 
 参考取付時間：0.8h

19,360円（17,600円）  
参考取付時間：1.0h

16,940円（15,400円）  
参考取付時間：0.2h

8,140円（7,400円）



1211

フロアマット ベーシック
ホワイトステッチ、パンダロゴ刺繍入りのシンプルな
デザイン。

59124374

ラゲッジマット ベーシック
フロアマットベーシックと同デザインのラゲッジマット。

59123543

フロアマット カジュアル
スクワークルのデザインをモチーフにしたヒールパッドを採
用。パンダオーナメントはレッド、バイオレット、シルバー
の3色をセットし、お好きな色をお選び頂けます。

59124375

フロアマット ラゲッジマット カジュアルセット
カジュアルタイプのフロアマット及びラゲッジマットのセット。

59124419

リアシートプロテクション
リアシートにペットや濡れた物を載せる際に便利なプロテクション。左右を分割して使用する事も可能です。

51930794

ペットシートカバー　
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。フロントシート間にファスナーがあり、フロント／リアシート間のアクセスができます。ナイロン製。

59123599

フロアマット ラゲッジマット ベーシックセット
ベーシックタイプのフロアマット及びラゲッジマットのセット。

59124418

※カバー使用時は、後席に乗車する事はできません。

カーゴトレイ
荷物や濡れ物からラゲッジルームを保護します。

50926621

※カーゴボックスは取り外す必要があります。

ラゲッジマット カジュアル
フロアマットカジュアルと同デザインのラゲッジマット。
パンダオーナメント3色入り。

59123546

※ラゲッジマット使用例

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。Pandaロゴ入り。
穴開け加工不要のベルクロテープ止め。

59123602

カーゴプロテクション
ラゲッジルーム及び荷物の出し入れの際、ボディを保護します。

50926623

※カーゴボックスは取り外す必要があります。

UTILITY

フロアマット固定グロメット
助手席固定グロメット非装備車用。1台につき2個
必要です。

59123166

※写真掲載はございません。

41,800円（38,000円）  31,900円（29,000円） 

21,780円（19,800円） 

10,890円（9,900円） 

26,620円（24,200円） 

13,310円（12,100円） 

8,360円（7,600円）　参考取付時間：0.1h

9,460円（8,600円）　参考取付時間：0.2h 9,460円（8,600円）　参考取付時間：0.2h

18,150円（16,500円）　参考取付時間：0.2h

11,330円（10,300円）　参考取付時間：0.2h

143円（130円） 
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ヘッドレストコートハンガー
フロントヘッドレストに装着し、コートなどを掛ける事ができます。

50927799

ユーティリティーカップ
センターコンソールのドリンクホルダーに設置し、ペンやカード、コインなどを整理
する事ができます。上部カバーを交換すれば、ティッシュホルダーとして使用する
事ができます。１カップ＋２カバーのセット。

50926876

ウェ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。

59123493

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。
フィアットロゴマーク刺繍入り。

59123492

※使用例

UTILITY

8,140円（7,400円）　参考取付時間：0.2h

4,070円（3,700円）　参考取付時間：0.1h

アロマディフューザー
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。

59123960 3,630円（3,300円）

フロントサンシェード
太陽光をシャットアウトし、駐車時の車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。（ロゴ入り収納ケース付）

51029424 7,260円（6,600円）

9,680円（8,800円）

6,050円（5,500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。

59124741 13,640円（12,400円）　参考取付時間：1.0h

本体



ベースキャリア
ルーフレール装備車用専用設計。Pandaロゴ入り。

50926337

バイシクルキャリアアタッチメント
アルミニウム製。メインフレームφ22-80ｍｍの
大人用自転車に対応。

71805771

バイシクルキャリアアタッチメント
スチール製。メインフレームφ22-58ｍｍの大人用
自転車に対応。

71805770

※写真掲載はございません。

スキーキャリアアタッチメント
3ペアのスキーセットまたは2セットのスノーボードを
積載する事ができます。盗難防止ロック付。

71803100

カヤックホルダー
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。

71805326

サーフボードホルダー
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。

50900822

※写真のストラップは付属しておりません。

スキーキャリアアタッチメント
4ペアのスキーセットまたは2セットのスノーボードを
積載することができます。盗難防止ロック付。

71803106

※写真掲載はございません。

CAPABILITY

30,910円（28,100円）　参考取付時間：0.5h

16,720円（15,200円）　参考取付時間：0.3h

15,290円（13,900円）　参考取付時間：0.3h

29,700円（27,000円）　参考取付時間：0.3h

8,690円（7,900円）　
参考取付時間：0.2h

30,470円（27,700円）　参考取付時間：0.3h

18,260円（16,600円）　参考取付時間：0.3h

15 16



17

ガードネット
リアシートとラゲッジスペースを仕切る際に使用します。ペットを乗せる際などに便利です。

50926907
50926622

カーゴネット
ラゲッジスペースのフックを使用して、荷物を固定する事ができます。
※カーゴボックスは取り外す必要があります。

CAPABILITY

FIAT 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、最新の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 ※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
・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　・LED信号対策済み
・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
・常時録画や、Gセンサーによるイベント録画
・安心のメーカー2年保証

59082426

46,200円（42,000円）
参考取付時間：1.0h ※取付工賃別

59082426 + 59082429
（フロント + リア セット）（フロント 単品）
64,900円（59,000円）
参考取付時間：2.0h ※取付工賃別

27,830円（25,300円）　参考取付時間：0.5h
8,690円（7,900円）　参考取付時間：0.2h

59082754
フロント + リア セット
60,500円（55,000円）
※取付工賃別

参考取付時間：2.5h

59082791 59082792
フロント単品
42,900円（39,000円）
※取付工賃別

参考取付時間：2.0h

リア単品
19,800円（18,000円）
※取付工賃別

参考取付時間：0.8h

エマージェンシーキット
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

59124023 22,990円（20,900円）

ライフハンマーエボリューション
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。

59124022 4,070円（3,700円）

エマージェンシーベスト
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。4枚入り。

59124056 7,920円（7,200円）

アウターボディカバー 防炎タイプ
コストパフォーマンスに優れた防炎加工済のボディ
カバー。

59123603 20,570円（18,700円）

FIAT 純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダー DR-SFT1
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。Wi-Fi
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STARVIS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FullHD高画質で対角140°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。

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
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　・安心のメーカー3年保証

リアカメラ（オプション）
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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.

（20.03.I.3000）

※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、2020年3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。

More care for your car


