


500X
CROSS

C R O S S 500X CROSS

02_03

METALLIC 
GREEN.  

MAGNETIC 
ATTRACTION. 

PHOTO:500X Cross  ボディカラー：テクノ グリーン 　※写真は日本仕様と異なる場合があります。

アウトドアでも街中でも、スタイリッシュな体験をも実現する、
自由に満ちたアーバンSUV『500X Cross』。
ライフルタイルによって選べる、独創的なカラーラインアップ。
そのすべては、あなたの探究心を掻き立ててくれるはず。
なかでも、見る者の心を惹きつける新色であるテクノ グリーンカラーは、
常にチャレンジし続けるあなたの好奇心を、独創的にドライブします。



C R O S S

主要装備
◦LEDヘッドライト
◦レザーシート
◦8ウェイパワーシート（前席）
◦シートヒーター（前席）
◦レザーステアリングホイール（オーディオコントロール/クルーズコントロール付）
◦パドルスイッチ
◦インストルメントパネル（マットダークグレー仕上げ）
◦アダプティブクルーズコントロール＊

◦3.5インチ TFTメータークラスター（カラー）
◦フロント/リアバンパー（ボディ同色）
◦17インチ15スポーク アルミホイール＋215/55R17タイヤ
◦デュアルゾーン式フルオートエアコン（自動内気循環制御、ダストポーレンフィルター付）
◦ブラインドスポットモニター＊

◦リアクロスパスディテクション＊

◦自動ハイビーム
◦フロントパーキングセンサー（アラーム式）

＊セーフティ機能には限界があります。ドライバーは常に安全運転を心がけてください。

どこへ行くときも、何をするときも。

『500X Cross』は、そのすべてを最高のシーンに演出します。 04_05

PHOTO:500X Cross  ボディカラー：テクノ グリーン　※写真は日本仕様と異なる場合があります。



500X
SPORT

500X SPORTS P O R T

GO HARD.

GO 
SPORTY.
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PHOTO:500X SPORT  ボディカラー：セダクション レッド　※写真は日本仕様と異なる場合があります。

『500X Sport』の刺激的なフォルム。
ひと目で魅了される流線型のボディラインは、あなたの日常を
大胆に彩ります。そのスポーティな個性と印象的なデザインは、
すべてのボディカラーで表現。
なかでも、セダクション レッドは『500X Sport』のスタイルを
より際立て、アグレッシブなドライブシーンへと誘います。



S P O R T

SUVの新たな世界を求めて。『500X Sport』は、走りはもちろん、乗り心地も魅力的。

すべての旅を、よろこびへと導きます。スポーツドライブを実現する優れたグリップ性能と、

最適なハンドリングを発揮。さらに、スポーティな装いと高い安全性の融合が、

心を虜にするアグレッシブなドライブを実現します。

主要装備
◦アルカンターラメーターフード
◦アルカンターラ/レザーステアリングホイール（オーディオコントロール/クルーズコントロール付）
◦インストルメントパネル（ダークグレー仕上げ）
◦スポーツフロント/リアバンパー（ボディ同色）
◦ホイールアーチモールディング（ボディ同色）
◦サイドスカート（ボディ同色）
◦エクステリアミラーハウジング（ダークグレー仕上げ）
◦ドアハンドル（ダークグレー仕上げ）
◦フロント/リアモールディング（ダークグレー仕上げ）
◦デュアルエキゾーストパイプフィニッシャー（クローム仕上げ）
◦19インチ 10スポーク アルミホイール＋225/40R19タイヤ
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PHOTO:500X Sport  ボディカラー：セダクション レッド　※写真は日本仕様と異なる場合があります。



10 11PHOTO:500X Cross Plus　※写真は日本仕様と異なる場合があります。

I N F O T A I N M E N T
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UCONNECTTM SYSTEM

※写真はイメージです。

LIFE IS BETTER  
CONNECTED.  

＊１  Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
＊2 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。
＊3 Android Autoは、Google Inc.の商標または登録商標です。
※安全性を確保するため、走行中に使用できるのは各社の認証を受けたアプリケーションとなります。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。

スマートフォンをつなぐだけで、タッチパネルから 

直接スマートフォン内のアプリが使える、 

7インチタッチパネルモニター付Uconnect®を搭載。 

音声認識、ナビゲーションなどを直感的に操作可能。 

また、ラジオやUSB入力に対応したメディアプレイヤー機能、 

Bluetooth®＊1ハンズフリー通話機能はもちろん、 Apple CarPlay＊2や

Android Auto＊3に対応し、スマートフォンとの連携を強化。 

SiriやGoogleアシスタントを利用して、音声入力で操作することも可能。 

快適かつスマートなドライブを実現します。 

より便利に、より直感的にスマートなドライブへと誘う先進機能

対応



E N G I N E S  A N D  S A F E T YENGINES AND SAFETY 
ALL ROADS  
LEAD TO EXCITEMENT.

S A F E T Y

ENGINES

リアパーキングカメラ
スクリーンに動くグリッドとセンターラインを表示。 ハンドル操作と同時にリアル 
タイムでラインを調整し、駐車をサポートします。 

前面衝突警報（クラッシュミティゲーション付）
フロントウインドーのカメラとレーダーセンサーによって、前方車両と500Xの速度
差を検出し、衝突のリスクがあるとドライバーに警告を発します。ドライバーが回避
行動を取らない場合、システムが自動的にブレーキを作動させて、衝突を回避するか、
または被害を軽減します。
※前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するため
の措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。
万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる
状態にしておいてください。 

自動ハイビーム＊

夜間走行の際、ヘッドライトをハイビームにすることで視界を確保します。前方車
や対向車を感知するとヘッドライトを自動でロービームに切り替え、通過後には
自動でハイビームに戻ります。

リアクロスパスディテクション＊

バックの際に側方から車両が接近すると、警告を発して知らせます。
※後退時には必ず周辺を目視で確認してください。

フロントパーキングセンサー（アラーム式）＊ / 
リアパーキングセンサー（アラーム式）
スクリーンに後方映像と車幅線を表示し、同時にアラームで障害物との距離を 
知らせ駐車をサポートします。また、前方の障害物との距離もアラームで知らせます。

アダプティブクルーズコントロール＊

フロントバンパーのレーダーセンサーを使用し、前方の車両の加減速に応じて自動的
にスピードを調節、車間距離を維持します。（時速30km以上で使用可能）
※アダプティブクルーズコントロールの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を 
目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動 
しない場合があります。
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ブラインドスポットモニター＊

ドライバーの死角にいる車両をドアミラーに内蔵された警告灯と警 告音で知らせ
ます。 
※車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。

レーンデパーチャーウォーニング（車線逸脱警報）
意図せず（指示器を使わず）車線変更をすると、警告を発します。走行レーンの逸脱を、 
インストルメントパネルの視覚的な警告に加え、電動パワーステアリングにトルクを 
発生させ、ステアリング制御を行い、車線維持をアシストします。（時速60kmで 
使用可能）
※レーンデパーチャーウォーニング（車線逸脱警報）はドライバーの運転の代わりとなるものではありません。
万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる
状態にしておいてください。

＊500X Cross、Sportに搭載  ※グレードによって装備は異なります。
※写真はイメージです。

500Xに搭載されている、様々な運転支援システム。
タイムリーに状況を確認し、状況に応じて制御を実現。
常に、安心のドライブをサポートします。

MAXIMUM POWER
ps / 5,500rpm151

MAXIMUM TORQUE

Nm / 1,850rpm270

＊１燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法
（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。＊2 WLTC モード :市街地、郊外、
高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。＊3 市街地
モード :信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。＊4 郊外モード :信号や渋滞等
の影響をあまり受けない走行を想定。＊5 高速道路モード : 高速道路等での走行を想定。

総排気量（cc）

最高出力

最大トルク

使用燃料 

駆動方式

トランスミッション形式

燃料消費率＊1   
［国土交通省審査値］（km/ℓ）

1,331

111kW（ 151ps）/ 5,500rpm

270kW（27.5ps）/ 1,850rpm

無鉛プレミアムガソリン 

前輪駆動

6速乾式デュアルクラッチオートマチック

WLTCモード＊2 13.4 /市街地モード＊3 10.3   
郊外モード＊4 13.9 / 高速道路モード＊5 15.1

1.3 Multiair 151ps
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フィアットとお付き合いいただきたい！ その願いを
新車ご購入時の負担を軽減する
ファイナンシャル ソリューションズとしてご提供。

■ お支払いイメージ

毎月のお支払い 最終回

現金一括のお支払いによって、
据置価格をご清算いただけます。

新たにローンを設定し、据置価格を
分割払いにてお支払いいただけます。

弊社規定の査定金額にて車両を売却し、
据置価格をご清算いただけます。

A  現金一括のお支払い

B  再ローン

C  車両売却による清算

お支払い
プラン

終了時の選択

【注意事項】１.査定金額が据置価格を上回った場合には、差額をお客様に返却、または
乗り替え時の頭金としてご活用いただけます。なお、車両の売却代金は、据置価格の
ご清算を保証するものではありません。査定金額が据置価格を下回った場合には、
お客様に差額分をご清算いただきます。２.据置価格に対しても、据置金利を月 ご々負担
いただきます。３.据置価格の上限設定率はモデルにより変動いたします。４.据置価格の
再ローンを選択される場合には、別途お申し込みが必要となります。５.ボーナス加算総額は、
月々 のお支払い部分（ローン元金）の70%以内となります。６.インテリジェント ローンおよび
再ローンにてお支払いの際には、FCAジャパン株式会社が指定するファイナンス会社の
ローンをご利用いただきます。また、FCAジャパン株式会社が指定するファイナンス会社の
審査の結果により、ご希望にそえない場合がございますので、予めご了承ください。

分割払い金額 据置価格 最大20%

○お支払いプラン（4年間）

分割払い金額

49回払い［48回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

分割払い金額

○お支払いプラン（3年間） 37回払い［36回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

○お支払いプラン（5年間） 61回払い［60回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

据置価格 最大30%

据置価格 最大40%

Merit 1
通常ローンに比べ月々のお支払い額や頭金を
軽減することができます。

Merit 2
月々 のお支払い額が通常型ローンと同じ場合には、
ワンランク上のモデルを選択できます。

Merit 3
お支払いプラン終了後、ライフスタイルに合わせて、
お支払い方法がお選びいただけます。

車両本体価格の一部を、最終回支払い分として据え置くことで、月々のお支払い額を軽減できる据置価格設定型
ローン。月々のお支払い額を抑えられるため、ワンランク上のモデルを手に入れることも可能。頻繁にニューモデルに
乗り替えたいという方にも、おすすめのプランです。

月々のお支払いを身近にできる据置価格設定型ローンです。
フィアット インテリジェント ローン

車両導入時の登録など、お車の使用に関する事務手続きを一括処理することができるリースプログラム。法人や個人事業主の方々はもちろん、
個人のお客様もご利用可能。ご購入された場合と同様、各種アフターサービスも万全の体制でサポートいたします。

フィアット イージー リース

金利固定型の基本ローンプログラム。頭金、お支払い回数、ボーナス併用など、ご都合に合わせて設計が可能です。最長7年84回までの長期の
お支払いをはじめ、様々なプログラムをご用意。お客様のライフスタイルに合わせて、最適なお支払いプランをお選びいただけます。

フィアット イージー ローン

※本サービスの詳細およびお取り扱いにつきましては、フィアット正規ディーラーまでお問い合わせください。

Financial Solutions

メーカー基本保証期間終了後でも、継続して安心のドライブをお楽しみいただけるプログ
ラム、それが「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」。所定の保証料をお
支払いいただくだけで、2年間メーカー基本保証とロードサービスを延長できます。さら
なる安心を保証する「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」がよろこび
に満ちたドライブを長きにわたってサポートします。

充実の延長保証で、さらなる「安心」のプログラム
フィアット エクステンデッド
ワランティー プログラム【有償】

※保証内容は、メーカー基本保証に準じます。
※新車登録から3年に満たない場合でも、積算走行距離が100,000kmを超えている場合は、本プログラムのご契約はできません。

2年

● 保証対象は、フィアット正規ディーラーにて新車でご購入・ご登録された車両となります。 ● 中古車は加入できない
場合があります。●修理の際、保証対象外の部品交換や消耗品の交換が必要になった場合には、別途費用をご負担い
ただく場合があります。 ● 新車ご購入・ご登録時から3年間適用される、24時間365日の「Road Service」も、2年間延
長されますので、引き続きご利用いただけます。

新車ご購入・ご登録時のご加入なら、
お得な価格で大きな「安心」が手に入ります。

新車ご購入・ご登録時に「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」に
ご加入いただくと、保証料がたいへんお得です。さらなる安心をよりリーズナブルに
手にするため、新車ご購入・ご登録時にこの延長プランへのご加入をおすすめします。

新車登録から3年間（ただし積算走行距離100,000kmまで）をカバーする修理保証
プログラム。お客様のお車を構成する純正部品が原因で不具合（故障）が発生した
場合、保証書に示す条件に従って無料で修理を承ります。 

大きな保証がサポートする、安心のドライビングシーン
フィアット メーカー基本保証【標準付帯】

お車とドライバーを365日・24時間体制でサポートするロードサービスをご提供。
これは、万一のトラブルに際してお車が動かなくなった場合、フリーダイヤルにご連絡
いただければ現場での応急処置、車両の牽引、お車にお乗りの方の移動等を一定の
条件内で、費用を負担することなく受けられるサービスです。

3年間・365日・24時間いつでもサポート
フィアット ロードサービス【標準付帯】

本プログラムは、3年間の基本保証期間内の車両であれば、いつでもご加入いただけます。

フィアットオーナーだけに訪れる、心弾む毎日。そんな楽しい日々に大きな安心をプラス
するとっておきのメンテナンス プログラムがフィアット “イージー ケア”“イージー ケア プラス”。
最長5年間にわたり、専門スタッフがフィアット純正パーツを使ってあなたのフィアット車が
いつも最良のコンディションを維持できるようサポートいたします。

カーライフをサポートする、メンテナンス プログラム
フィアット イージー ケア / イージー ケア プラス【有償】

楽しい車と安心して長く付き合ってほしいから。
フィアットが用意したサービスは、そんな気持ちの表れです。

Service Programs

EASY CARE PLUS［4年～5年目］

［定期交換部品 + 交換工賃］
エンジンオイル
オイルフィルター
ウォッシャー液補充

●

● ●

48ヶ月 60ヶ月
法定点検工賃 

期間中2回交換

［定期交換部品 + 交換工賃］

ホイールケア＊１

エンジンオイル

ポーレンフィルター / ブレーキフルード
オイルフィルター

12ヶ月
●

●

●
24ヶ月 36ヶ月

法定点検工賃 

EASY CARE ［1年～3年目］

期間中3回交換

期間中1回1本交換

＊1 ホイールが損傷した場合、新車購入時のホイールの修理・交換費用を保証。
●イージー ケア、イージー ケア プラスの対象となっていない消耗品、油脂類の交換は有料となります。

■ お支払いイメージ

現金一括のお支払いによって、
据置価格をご清算いただけます。

新たにローンを設定し、据置価格を
分割払いにてお支払いいただけます。

弊社規定の査定金額にて車両を売却し、
据置価格をご清算いただけます。

A  現金一括のお支払い

B  再ローン

C  車両売却による清算

お支払いプラン
終了時の選択

【注意事項】１.査定金額が据置価格を上回った場合には、差額をお客様に返却、または乗り換え時の頭金としてご活用いただけます。なお、車両の売却
代金は、据置価格のご清算を保証するものではありません。査定金額が据置価格を下回った場合には、お客様に差額分をご清算いただきます。２.据置
価格に対しても、据置金利を月 ご々負担いただきます。３.据置価格の上限設定率はモデルにより変動いたします。４.据置価格の再ローンを選択される
場合には、別途お申し込みが必要となります。５.ボーナス加算総額は、月々のお支払い部分（ローン元金）の70%以内となります。６.インテリジェント ローン
および再ローンにてお支払いの際には、FCAジャパン株式会社が指定するファイナンス会社のローンをご利用いただきます。また、FCAジャパン株式会社が
指定するファイナンス会社の審査の結果により、ご希望にそえない場合がございますので、予めご了承ください。

分割払い金額 据置価格 最大20%

○お支払いプラン（4年間）

分割払い金額

49回払い［48回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

分割払い金額

○お支払いプラン（3年間） 37回払い［36回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

○お支払いプラン（5年間） 61回払い［60回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

据置価格 最大30%

据置価格 最大40%

Merit 2
月々のお支払い額が通常型ローンと同じ場合
には、ワンランク上のモデルを選択できます。

Merit 1
通常ローンに比べ月々 のお支払い額や頭金を
軽減することができます。

Merit 3
お支払いプラン終了後、ライフスタイルに合わ
せて、お支払い方法がお選びいただけます。

車両本体価格の一部を、最終回支払い分として据え置くことで、月々のお支払い額を軽減できる据置価格設定型ローン。月々のお支払い額を抑えられるため、ワンランク上の
モデルを手に入れることも可能。頻繁にニューモデルに乗り換えたいという方にも、おすすめのプランです。

月々のお支払いを軽減できる据置価格設定型ローンです。
フィアット インテリジェント ローン

車両導入時の登録など、お車の使用に関する事務手続きを一括処理する
ことができるリースプログラム。法人や個人事業主の方々はもちろん、個人の
お客様もご利用可能。ご購入された場合と同様、各種アフターサービスも
万全の体制でサポートいたします。

フィアット イージー リース
金利固定型の基本ローンプログラム。頭金、お支払い回数、ボーナス併用
など、ご都合に合わせて設計が可能です。最長7年84回までの長期のお支払い
をはじめ、様 な々プログラムをご用意。お客様のライフスタイルに合わせて、最適な
お支払いプランをお選びいただけます。

フィアット イージー ローン

※本サービスの詳細およびお取り扱いにつきましては、フィアット正規ディーラーまでお問い合わせください。

フィアットとお付き合いいただきたい！ その願いを
新車ご購入時の負担を軽減するファイナンシャル ソリューションズとしてご提供。

Financial Solutions

タイヤパンク等損傷時、新車購入時の装着タイヤ4本までの、新品のタイヤと交換費
用を2年間保証します。

それは、安心の走りをサポートするタイヤ保証

■ 加入受付期間 ： 新車購入後3ヶ月以内

フィアット タイヤ補償サービス【有償】

※詳細につきましては、フィアット正規ディーラーまでお問い合わせください。

延長プラン

■ お支払いイメージ

毎月のお支払い 最終回

現金一括のお支払いによって、
据置価格をご清算いただけます。

新たにローンを設定し、据置価格を
分割払いにてお支払いいただけます。

弊社規定の査定金額にて車両を売却し、
据置価格をご清算いただけます。

A  現金一括のお支払い

B  再ローン

C  車両売却による清算

お支払いプラン
終了時の選択

【注意事項】１.査定金額が据置価格を上回った場合には、差額をお客様に返却、または乗り換え時の頭金としてご活用いただけます。なお、車両の売却代金は、
据置価格のご清算を保証するものではありません。査定金額が据置価格を下回った場合には、お客様に差額分をご清算いただきます。２.据置価格に対しても、据置
金利を月 ご々負担いただきます。３.据置価格の上限設定率はモデルにより変動いたします。４.据置価格の再ローンを選択される場合には、別途お申し込みが必要
となります。５.ボーナス加算総額は、月々のお支払い部分（ローン元金）の70%以内となります。６.インテリジェント ローンおよび再ローンにてお支払いの際には、
FCAジャパン株式会社が指定するファイナンス会社のローンをご利用いただきます。また、FCAジャパン株式会社が指定するファイナンス会社の審査の結果に
より、ご希望にそえない場合がございますので、予めご了承ください。

分割払い金額 据置価格 最大20%

○お支払いプラン（4年間）

分割払い金額

49回払い［48回分割払い（ボーナス併用）＋1回 据置価格］

分割払い金額

○お支払いプラン（3年間） 37回払い［36回分割払い（ボーナス併用）＋1回 据置価格］

○お支払いプラン（5年間） 61回払い［60回分割払い（ボーナス併用）＋1回 据置価格］

据置価格 最大30%

据置価格 最大40%

Merit 2
月々のお支払い額が通常型ローンと同じ場合
には、ワンランク上のモデルを選択できます。

Merit 1
通常型ローンに比べ月々のお支払い額や
頭金を軽減することができます。

Merit 3
お支払いプラン終了後、ライフスタイルに合わ
せて、お支払い方法がお選びいただけます。

車両本体価格の一部を、最終回支払い分として据え置くことで、月々のお支払い額を軽減できる据置価格設定型ローン。月々のお支払い額を抑えられるため、ワンランク上のモデルを手に
入れることも可能。頻繁にニューモデルに乗り換えたいという方にも、おすすめのプランです。

月々のお支払いを軽減できる据置価格設定型ローンです。
フィアット インテリジェント ローン

車両導入時の登録など、お車の使用に関する事務手続きを一括処理することが
できるリースプログラム。法人や個人事業主の方々はもちろん、個人のお客様も
ご利用可能。ご購入された場合と同様、各種アフターサービスも万全の体制で
サポートいたします。

フィアット イージー リース
金利固定型の基本ローンプログラム。頭金、お支払い回数、ボーナス併用など、
ご都合に合わせて設計が可能です。最長7年84回までの長期のお支払いをはじめ、
様々なプログラムをご用意。お客様のライフスタイルに合わせて、最適なお支払い
プランをお選びいただけます。

フィアット イージー ローン

※本サービスの詳細およびお取り扱いにつきましては、フィアット正規ディーラーまでお問い合わせください。

フィアットとお付き合いいただきたい！ その願いを
新車ご購入時の負担を軽減するファイナンシャル ソリューションズとしてご提供。

Financial Solutions

EASY CARE PLUS［4年～5年目］

［定期交換部品 + 交換工賃］
エンジンオイル
オイルフィルター
ウォッシャー液補充

●

● ●

48ヶ月 60ヶ月
法定点検工賃 

期間中2回交換

［定期交換部品 + 交換工賃］

※期間中1回限り上限10万円まで［ホイールケア］

エンジンオイル

ポーレンフィルター / ブレーキフルード
オイルフィルター

12ヶ月
●

●

●
24ヶ月 36ヶ月

法定点検工賃 

EASY CARE ［1年～3年目］

期間中3回交換

ホイールのダメージ修理を補償

●イージー ケア、イージー ケア プラスの対象となっていない消耗品、油脂類の交換は有料となります。

楽しい車と安心して長く付き合ってほしいから。
フィアットが用意したサービスは、そんな気持ちの表れです。

Service Programs

メーカー基本保証期間終了後でも、継続して安心のドライブをお楽しみいただける
プログラム、それが「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」。所定の
保証料をお支払いいただくだけで、2年間メーカー基本保証とロードサービスを延長
できます。さらなる安心を保証する「フィアット エクステンデッド ワランティー プログ
ラム」がよろこびに満ちたドライブを長きにわたってサポートします。

充実の延長保証で、さらなる「安心」のプログラム

※保証内容は、メーカー基本保証に準じます。
※新車登録から3年に満たない場合でも、積算走行距離が100,000kmを超えている場合は、本プログラムのご契約はできません。

延長プラン 2年

● 保証対象は、フィアット正規ディーラーにて新車でご購入・ご登録された車両となります。 ● 中古車は加入できない場合
があります。● 修理の際、保証対象外の部品交換や消耗品の交換が必要になった場合には、別途費用をご負担いただく場合
があります。 ● 新車ご購入・ご登録時から3年間適用される、24時間365日の「Road Service」も、2年間延長されますので、引
き続きご利用いただけます。

新車ご購入・ご登録時のご加入なら、
お得な価格で大きな「安心」が手に入ります。

新車ご購入・ご登録時に「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」に
ご加入いただくと、保証料がたいへんお得です。さらなる安心をよりリーズナブル
に手にするため、新車ご購入・ご登録時にこの延長プランへのご加入をおすすめ
します。

新車登録から3年間（ただし積算走行距離100,000kmまで）をカバーする修理保証プログ
ラムです。お客様のお車を構成する純正部品が原因で不具合（故障）が発生した場合、
保証書に示す条件に従って無料で修理を承ります。 

大きな保証がサポートする、安心のドライビングシーン

お車とドライバーを365日・24時間体制でサポートするロードサービスをご提供。これは、
万一のトラブルに際してお車が動かなくなった場合、フリーダイヤルにご連絡いただければ
現場での応急処置、車両の牽引、お車にお乗りの方の移動等を一定の条件内で、費用を
負担することなく受けられるサービスです。

3年間・365日・24時間いつでもサポート

本プログラムは、3年間の基本保証期間内の車両であれば、いつでもご加入いただけます。

フィアットオーナーだけに訪れる、心弾む毎日。そんな楽しい日々に大きな安心をプラスする
とっておきのメンテナンス プログラムがフィアット “イージー ケア”“イージー ケア プラス”。
最長5年間にわたり、専門スタッフがフィアット純正パーツを使ってあなたのフィアット車がいつも
最良のコンディションを維持できるようサポートいたします。

カーライフをサポートする、メンテナンス プログラム

タイヤパンク等損傷時、対象自動車の装着タイヤ4本までの、新品タイヤと交換費用を
2年間保証します。

それは、安心の走りをサポートするタイヤ保証。

■ 加入受付期間 ： 新車購入後3ヶ月以内

フィアット タイヤ補償サービス【有償】

※詳細につきましては、フィアット正規ディーラーまでお問い合わせください。

フィアット エクステンデッド
ワランティー プログラム【有償】

フィアット メーカー基本保証【標準付帯】 フィアット ロードサービス【標準付帯】

フィアット イージー ケア・イージー ケア プラス【有償】

正規ディーラーで車検を実施いただいたお客様に2年間の安心をプラス。
FCA自動車保険プランに無償付帯されるFCAプレミアム プラスも併用可能です。

FCAプレミアム プラス【車検付帯】 ボディ
補償

ガラス
補償

タイヤ
補償

補償内容： ボディ、ガラス、タイヤの損害を補償（2年間、年度ごといずれか1回、合計2回）  ※各補償支払限度額：45,000円（税込）（補償限度額：50,000円ー自己負担額：5,000円）

補償期間：次回車検満了日までの2年間加入条件：正規ディーラーで車検を実施いただいたお客様  ※FCAジャパン株式会社の正規輸入車両に限る

それは、安心の走りをサポートするタイヤ補償
タイヤ補償サービス【有償】
タイヤパンク等損傷時、新車購入時の装着タイヤ4本まで
の新品タイヤと、タイヤ交換費用を2年間保証します。
■ 加入受付期間 ： 新車購入後3ヶ月以内

その他の補償

新車登録から3年間サポートする
メンテナンス プログラム
イージー ケア【有償】
法令で定められている1年目、2年目の定期点検を実施し、
点検時にメーカー推奨定期交換部品を交換します。新車購入
時に装着されていたホイールの損傷に対する修理・交換費用
を補償（期間中1回限り・1本のみ）する「ホイールケア」付帯。
■ 加入受付期間 ： 新車登録日から12ヶ月まで

4年目・5年目も
安心の延長メンテナンス プログラム
イージー ケア プラス【有償】
法令で定められている4年目の定期点検を実施し、
点検時にメーカー推奨定期交換部品を交換します。
■ 加入受付期間 ： 新車登録日から48ヶ月まで

6年目・７年目まで
カバーする再延長メンテナンス プログラム
イージー ケア セブン【有償】
法令で定められている6年目の定期点検を実施し、
点検時にメーカー推奨定期交換部品を交換します。
■ 加入受付期間 ： 新車登録日から72ヶ月まで

7

メンテナンス プログラム

フィアットイージーケアは最長7年にわたり、専門スタッフがフィアット純正パーツを使い
あなたのフィアット車をいつも最良のコンディションに維持できるようサポートするメンテナンスプログラムです。

3年間または100,000㎞までのメーカー基本保証
メーカー基本保証【標準付帯】
新車登録より3年間（ただし積算走行距離100,000kmまで）を
カバーする、修理保証プログラム。お客様のお車を構成する純正
部品が原因で不具合（故障）が発生した場合、保証書に示す条件
に従って無料で修理を承ります。

3年間・365日・24時間いつでもサポート
ロードサービス【標準付帯】
万一のトラブルに際してお車が動かなくなった場合、フリーダイヤル
にご連絡いただければ現場での応急処置、車両の牽引、お車に
お乗りの方の移動等を一定の条件内で、費用を負担することなく
受けられるサービスです。

メーカー基本保証期間終了後、さらに2年間「メーカー基本保証」と「ロードサービス」を延長できるプログラム。

充実の延長保証で、さらなる「安心」のプログラム
エクステンデッド ワランティー プログラム【有償】

※保証内容は、メーカー基本保証に準じます。
※新車登録から3年に満たない場合でも、積算走行距離が100,000kmを超えている場合は、本プログラムのご契約はできません。

延長プラン 2年

● 保証対象は、フィアット正規ディーラーにて新車でご購入・ご登録された車両となります。 ● 中古車は加入できない場合があります。● 修理の際、保証対象外の部品交換や消耗品の交換が必要になった
場合には、別途費用をご負担いただく場合があります。  ● 新車ご購入・ご登録時から3年間適用される、24時間365日の「Road Service」も、2年間延長されますので、引き続きご利用いただけます。 

新車ご購入・ご登録時のご加入なら、お得な価格で大きな「安心」が手に入ります。

新車ご購入・ご登録時に「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」にご加入いただくと、保証料がたいへんお得です。
さらなる安心をよりリーズナブルに手にするため、新車ご購入・ご登録時にこの延長プランへのご加入をおすすめします。

本プログラムは、3年間の基本保証期間内の車両であれば、いつでもご加入いただけます。

メーカー基本保証＆ロードサービス

3年間無償の標準付帯プログラムでフィアットライフをサポート。4年目以降は延長保証プログラムをご用意しています。



（21.06.10000）

本カタログに掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品とは細部が異なる場合があり
ます。ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷条件により、実際と異なって見えることがあります。
また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

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.

表紙PHOTO：500X Cross　ボディカラー：パッション レッド



BODY COLORS

SEAT COLORS WHEELS

17インチ15スポーク 
アルミホイール

19インチ10スポーク 
アルミホイール

ブラック
（ファブリック）

500X（受注生産）

ブラック
（レザー）
ブラック

500X SPORT

ブラック
（レザー）
ブラック

500X CROSS

ブラウン
 （レザー）
ブラウン

500X CROSS

WHEN YOU FIND THE RIGHT ONE,
YOU KNOW.
お気に入りのグレードとボディカラーをセレクト！あなたにピッタリの『500X』が、きっと見つかります。

296  
ジェラート ホワイト

289 
パッション レッド

176 
セダクション レッド

888 
アバター ブルー

679 
ファッション グレー

019 
テクノ グリーン

018 
イタリア ブルー

SOLID METALLIC



500X（受注生産） 500X CROSS 500X SPORT

シートカラー 3L5 ブラック（ファブリック） 539 ブラック（レザー） 564 ブラウン（レザー） 484 ブラック（レザー）

ボディカラー

ソリッド

296  ジェラート ホワイト 〇 － ● ●

289  パッション レッド 〇 ● － －

176  セダクション レッド － － － ●

メタリック

888  アバター ブルー △ － ▲ －

679  ファッション グレー － ▲ － ▲

019  テクノ グリーン △ ▲ － －

018  イタリア ブルー － － － ▲

COLOR COMBINATIONS

500X 
（受注生産）

500X CROSS 500X SPORT

視界関連

ハロゲン ヘッドライト ● － －

LED ヘッドライト － ● ●

ヘッドライト光軸補正コントローラー ● ● ●

オートライト ● ● ●

ハロゲンフロントフォグランプ ● － －

LEDフロントフォグランプ － ● ●

フロントワイパー（スマートウォッシュ機能付） ● ● ●

レインセンサー ● ● ●

熱線入りフロントガラス（ワイパー部分のみ） ● ● ●

ヒーテッド電動ドアミラー（電動格納式） ● ● ●

プリズムアンダーミラー ● ● ●

リアデフロスター（タイマー付） ● ● ●

リバースシフト連動リアワイパー ● ● ●

リアプライバシーガラス － ● ●

リアフォグランプ ● ● ●

インテリア＆シート

ファブリックシート ● － －

レザーシート － ● ●

8ウェイパワーシート（前席） － ● ●

シートヒーター(前席） ● ● ●

アルカンターラメーターフード － － ●

ステアリング＆コントロール

レザーステアリングホイール
（オーディオコントロール/クルーズコントロール付） ● ● －

アルカンターラ/レザーステアリングホイール
（オーディオコントロール/クルーズコントロール付） － － ●

STANDARD EQUIPMENT 500X 
（受注生産）

500X CROSS 500X SPORT

ステアリング＆コントロール

チルト/テレスコピックステアリング ● ● ●

ターンシグナルスイッチ（レーンチェンジ機能付） ● ● ●

パドルスイッチ － ● ●

クルーズコントロール ● ● ●

アダプティブ クルーズコントロール＊１ － ● ●

TFTメータークラスター
　外気温度、時刻、日付、総走行距離、シフトポジション、
　デジタルスピードメーター、警告メッセージ、点検時期、油温、水温、 
　バッテリー電圧、リアパーキングセンサーの表示機能、ドアモニター、
　各種設定機能（タイヤ空気圧設定、速度警報設定など）
　トリップコンピューター（走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、
　走行時間、区間距離の表示）

● 
（3.5インチ  
モノクロ）

● 
（3.5インチ  

カラー）

● 
（3.5インチ  

カラー）

インストルメントパネル（マットダークグレー仕上げ） ● ● －

インストルメントパネル（ダークグレー仕上げ） － － ●

電動パワーステアリング ● ● ●

レザーシフトノブ ● ● ●

エクステリア＆足まわり

ダークグレーアクセント付フロント/リアバンパー（ボディ同色） ● ● －

スポーツフロント/リアバンパー（ボディ同色） － － ●

ホイールアーチモールディング（ボディ同色） － － ●

サイドスカート（ボディ同色） － － ●

エクステリアミラーハウジング（ボディ同色） ● ● －

エクステリアミラーハウジング（ダークグレー仕上げ） － － ●

リアスポイラー ● ● ●

ドアハンドル（マットクローム仕上げ） ● ● －

ドアハンドル（ダークグレー仕上げ） － － ●

ルーフレール（ダークグレー仕上げ） ● ● －

※ボディカラー、シートカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。※在庫状況によりモデルと色の組み合わせが無い場合もございますので、詳しくはフィアット正規ディーラーにお問い合わせください。
※ボディカラー、シートカラーおよびホイールは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※オプションには別途追加費用が必要です。

● ： 標準設定　▲ ： 標準設定（オプション）　○ ： 受注生産　△ ： 受注生産（オプション）



STANDARD EQUIPMENT 500X 
（受注生産）

500X CROSS 500X SPORT

エクステリア＆足まわり

フロント/リアモールディング（マットクローム仕上げ） ● ● －

フロント/リアモールディング（ダークグレー仕上げ） － － ●

デュアルエキゾーストパイプフィニッシャー（クローム仕上げ） － － ●

17インチ 15スポーク アルミホイール＋215/55R17タイヤ ● ● －

19インチ 10スポーク アルミホイール＋225/40R19タイヤ － － ●

テンパーサイズスペアタイヤ ● ● ●

オーディオ＆空調
デュアルゾーン式フルオートエアコン

（自動内気循環制御、ダストポーレンフィルター付） ● ● ●

FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®）
7インチタッチパネルモニター、 
Apple CarPlay＊2/Android Auto対応＊3、 
Bluetooth®＊4（ハンズフリー通話＊5 / オーディオストリーミング）、
USBポートx2（iPod/iPhone＊2対応）

● ● ●

スピーカー（6基） ● ● ●

セーフティ

フィアット コードII （イモビライザー） ● ● ●

ABS + EBD［アンチロック ブレーキシステム＋エレクトロニック  
ブレーキフォース ディストリビューター］ ● ● ●

ESC ［エレクトロニック スタビリティ コントロール］
　ASR ［アンチ スリップ レギュレーション］
　HBA ［ハイドローリック ブレーキ アシスト］
　HHS ［ヒルホールドシステム］
　MSR ［モーターシュレップレグルング］
　DST ［ダイナミックステアリングトルク］
　BLD ［電子制御式ディファレンシャルロック］
　ERM ［エレクトロニック ロールミティゲーション］

● ● ●

レーンデパーチャーウォーニング（車線逸脱警報）＊6 ● ● ●

前面衝突警報（クラッシュミティゲーション付）＊7 ● ● ●

ブラインドスポットモニター＊8 － ● ●

リアクロスパスディテクション＊9 － ● ●

自動ハイビーム － ● ●

フロントデュアルエアバッグ ● ● ●

サイドエアバッグ （前席シート組込型） ● ● ●

ウインドーエアバッグ（前席/後席側面） ● ● ●

ニーエアバッグ（運転席） ● ● ●

3点式シートベルト 
（前席、ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付、高さ調整機能付） ● ● ●

3点式シートベルト（後席） ● ● ●

ISO FIX/i－SIZEチャイルドシートアンカー （後席左右、3点固定式） ● ● ●

シートベルトリマインダー（前席） ● ● ●

サイドインパクトビーム ● ● ●

TPMS[タイヤ空気圧モニターリングシステム] ● ● ●

ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能] ● ● ●

500X 
（受注生産）

500X CROSS 500X SPORT

ユーティリティ&コンフォート

照明付バニティミラー（運転席/助手席） ● ● ●

カップホルダー（前席） ● ● ●

12V電源ソケット（センターコンソール） ● ● ●

ドアシルプレート ● ● ●

リアドアパネルラップインサート － ● ●

ドアポケット（ドリンクホルダー付） ● ● ●

パワーウインドー（タイマー付） ● ● ●

フロントルームランプ（残照タイマー付） ● ● ●

リアルームランプ（残照タイマー付） ● ● ●

ラゲッジルームランプ ● ● ●

アンビエントランプ － ● ●

ヘッドレスト（全席、高さ調整式） ● ● ●

グローブボックス ● ● ●

インストルメントパネルボックス ● ● ●

スライディングアームレスト（前席） － ● ●

シートポケット（前席） － ● ●

車速感応集中ドアロック （衝撃感知解除式） ● ● ●

キーレス Enter'N Go ● ● ●

プッシュエンジンスタート ● ● ●

6：4分割可倒式リアシート（ヘッドレスト付） ● ● ●

リアパーキングセンサー（アラーム式） ● ● ●

フロントパーキングセンサー（アラーム式） － ● ●

リアパーキングカメラ ● ● ●

エレクトロニックパーキングブレーキ ● ● ●

オートマチックパーキングブレーキ ● ● ●

START&STOPシステム ● ● ●

スマートオルタネーター（充電制御機能付） ● ● ●

着脱式トランクカバー ● ● ●

● ： 標準装備　－ ： 設定なし
＊1 アダプティブクルーズコントロールの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するもの
ではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。　＊2 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。※安全性を確保するため、走行中に使用できるのは各社の認証を受けたアプリケーションとなります。すべてのアプリケーション
に対応するものではありません。　＊3 Android Autoは、Google Inc.の商標または登録商標です。※安全性を確保するため、走行中に使用できるのは 
各社の認証を受けたアプリケーションとなります。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。　＊4  Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録
商標です。　＊5 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。　＊6レーンデパーチャーウォーニング

（車線逸脱警報）はドライバーの運転の代わりとなるものではありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでも 
ブレーキを使用できる状態にしておいてください。　＊7 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避
するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるように 
ドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。　＊8 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認 
してください。　＊9 後退時には必ず周辺を目視で確認してください。



500X （受注生産） 500X CROSS 500X SPORT

型式 3BA-33413PM 3BA-33413PM 3BA-33413PM

ハンドル位置 右 右 右

全長 （mm） 4,280 4,280 4,295 

全幅 （mm） 1,795 1,795 1,795 

全高 （mm） 1,610 1,610 1,610 

ホイールベース （mm） 2,570 2,570 2,570 

トレッド 前 / 後 （mm） 1,545/1,545 1,545/1,545 1,545/1,545

車両重量 （kg） 1,410 1,440 1,440 

乗車定員 （名） 5 5 5

エンジン型式 55282328 55282328 55282328

エンジン種類
直列4気筒 マルチエア 

16バルブ 
インタークーラー付ターボ

直列4気筒 マルチエア 
16バルブ 

インタークーラー付ターボ

直列4気筒 マルチエア 
16バルブ 

インタークーラー付ターボ
総排気量 （cc） 1,331 1,331 1,331
ボア x ストローク （mm） 70.0 x 86.5 70.0 x 86.5 70.0 x 86.5
圧縮比 10.5 10.5 10.5 
最高出力 ＜kW (ps) / rpm＞ [EEC] 111 (151) / 5,500 111 (151) / 5,500 111 (151) / 5,500
最大トルク ＜Nm (kgm) / rpm＞ [EEC] 270 (27.5) / 1,850 270 (27.5) / 1,850 270 (27.5) / 1,850
燃料供給装置 電子制御燃料噴射 電子制御燃料噴射 電子制御燃料噴射
使用燃料 無鉛プレミアムガソリン 無鉛プレミアムガソリン 無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量 （ℓ） 48 48 48
ラゲッジルーム容量 （後席バックレスト格納時） （ℓ） 350 [1,000] 350 [1,000] 350 [1,000]
クラッチ形式 乾式多板ダイヤフラム　 乾式多板ダイヤフラム　 乾式多板ダイヤフラム　
駆動方式 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動

トランスミッション形式 6速乾式デュアルクラッチ 
オートマチック

6速乾式デュアルクラッチ 
オートマチック

6速乾式デュアルクラッチ 
オートマチック

変速比 1速4.154/2速2.360/3速1.435/ 
4速0.978/5速0.755/6速0.622/後退4.000

1速4.154/2速2.360/3速1.435/ 
4速0.978/5速0.755/6速0.622/後退4.000

1速4.154/2速2.360/3速1.435/ 
4速0.978/5速0.755/6速0.622/後退4.000

最終減速比 4.438 4.438 4.438

ステアリング形式 ラック & ピニオン  
（電動パワーアシスト付）

ラック & ピニオン  
（電動パワーアシスト付）

ラック & ピニオン  
（電動パワーアシスト付）

サスペンション
前 マクファーソンストラット マクファーソンストラット マクファーソンストラット
後 マクファーソンストラット マクファーソンストラット マクファーソンストラット

主ブレーキ
前 ベンチレーテッドディスク ベンチレーテッドディスク ベンチレーテッドディスク
後 ディスク ディスク ディスク

タイヤサイズ 215/55R17 215/55R17 225/40R19
最小回転半径 （m） 5.5 5.5 5.5

燃料消費率 ＊1（km/ℓ） 
［国土交通省審査値］

WLTCモード ＊2 13.4 13.4 13.4
市街地モード ＊3 10.3 10.3 10.3
郊外モード ＊4 13.9 13.9 13.9
高速道路モード ＊5 15.1 15.1 15.1

CO2排出量 ［燃費換算値］（g/km） 173 173 173

主要燃費向上対策 START & STOPシステム、マルチエア、電動パワー 
ステアリング、スマートオルタネーター

START & STOPシステム、マルチエア、電動パワー 
ステアリング、スマートオルタネーター

START & STOPシステム、マルチエア、電動パワー 
ステアリング、スマートオルタネーター

カーエアコン冷媒（GWP値）/使用量（g） ＊6 R-1234yf （1）/420±20 R-1234yf （1）/420±20 R-1234yf （1）/420±20

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS

＊1 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 
＊2 WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。 
＊3 市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。 
＊4 郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。 
＊5 高速道路モード:高速道路等での走行を想定。
＊6 GWP = Global Warming Potential（地球温暖化係数）

本リーフレットに掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品とは細部が異なる場合があります。ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷条件により、 
実際と異なって見えることがあります。また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

（21.09.D）

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



A U T H E N T I C
A C C E S S O R I E S



フロアマット チェーンループ

フロアマット ロゴプリント

FIAT 純正Wi-Fi対応
ドライブレコーダー ロゴ入りナンバーロックボルトオートホールドモバイルホルダー

サイドミラーカバー クロームメッキ
▶▶P10

▶▶P12

▶▶P9

▶▶P12

▶▶P18 ▶▶P21 ▶▶P19

サイドフィニッシュ  クロームメッキ

アルミスポーツペダルキット

PHOTO ： 500X Cross  ボディカラー：アバター ブルー  ※欧州仕様車  

X T R A  A C C E S S O R I E S
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。
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エアバルブキャップ

82213716AB 

ホイールロックボルト キット

 センターキャップ ブラック  センターキャップ クローム

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

735626311 735626312

18インチ アロイホイール 
ブラック/レッド

50927531  ホイール単品

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］

51993392 ホイール単品

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
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

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ですが、ブラック
［商品番号：735626311］の使用を推奨。

50927532  ホイール単品

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。

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。

51993389 ホイール単品

EXTERIOR ACCESSORIES

9,900円（9,000円）

4,730円（4,300円） 4,620円（4,200円）

5,830円（5,300円）

67,760円（61,600円） 67,760円（61,600円）

58,080円（52,800円） 58,080円（52,800円）

67,760円（61,600円）

PHOTO ： 500X Cross  ボディカラー：カプチーノ ベージュ  ※欧州仕様車 ※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。

500X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。
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454545454545454575427654245676477542757524255245

454545454545454575427654245676477542757524255245
454545454545454575427654245676477542757524255245

ELECTROCHROMIC 
REAR VIEW MIRROR

454545454545454575427654245676477542757524255245

454545454545454575427654245676477542757524255245
454545454545454575427654245676477542757524255245

26,620円（24,200円）  
参考取付時間：1.5h

26,620円（24,200円）  
参考取付時間：1.5h

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
500Xロゴ入り。

50927501

ボンネット/ルーフデカール ホワイト
500Xロゴ入り。

50927499

26,620円（24,200円）  
参考取付時間：1.5h

ボンネット/ルーフデカール ブラック
500Xロゴ入り。

5092750026,620円（24,200円）  
参考取付時間：1.5h

ボンネット/ルーフデカール レッド
500Xロゴ入り。

50927498

※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。6 7



※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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※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。

サイドデカールアッパー レッド

50927502

22,990円（20,900円）  
参考取付時間：1.0h

サイドデカールアッパー グレー

50927503

22,990円（20,900円）  
参考取付時間：1.0h

33,880円（30,800円）  
参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ クロームメッキ

50927456

左右セット。

33,880円（30,800円）  
参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ ホワイト

50903549

左右セット。

33,880円（30,800円）  
参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ マットブロンズ

50903550

左右セット。

33,880円（30,800円）  
参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ ベージュ

50903551

左右セット。

22,990円（20,900円）  
参考取付時間：1.0h

サイドデカールロア グレー

50927505

22,990円（20,900円）  
参考取付時間：1.0h

サイドデカールロア レッド

50927504

33,880円（30,800円）  
参考取付時間：1.0h

サイドフィニッシュ レッド

50903548

左右セット。

サイドバイザー 
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。

59124490

28,600円（26,000円）　参考取付時間：1.0h

9,900円（9,000円）　参考取付時間：0.5h

①ドアハンドルプロテクター
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。

6,050円（5,500円）　参考取付時間：0.4h

②ドアエッジプロテクター 
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。

①② 59083033

59124495

8 9



※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。

カーボン調サイドミラー ブラック
左右セット。

50927547

カーボン調サイドミラー ホワイト
左右セット。

50927548

サイドミラーカバー オレンジ

サイドミラーカバー ベージュ

左右セット。

左右セット。

50927549

50903556

サイドミラーカバー イエロー
左右セット。

50927550

サイドミラーカバー クロームメッキ
左右セット。

50903552

サイドミラーカバー ブラック
左右セット。

50927551

サイドミラーカバー グロスブロンズ
左右セット。

50903555

サイドミラーカバー レッド
左右セット。

50903553

サイドミラーカバー ホワイト
左右セット。

50903554

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

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

9,680円（8,800円）  
参考取付時間：0.2h

14,520円（13,200円）  
参考取付時間：0.2h

39,930円（36,300円）  
参考取付時間：0.2h

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

9,680円（8,800円）  
参考取付時間：0.2h

1110



※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。

盗難防止ナンバーロックボルトドアハンドルプロテクター

アディショナルリアゲートLED

LEDインテリアライトバルブセット

フロアマット チェーンループ（右）

フロアマット ロゴプリント（左）

ドアエッジプロテクター 

サイドバイザー 

フロントサンシェード

インナーボディカバー

フィアットオリジナルETC車載器
（セパレートタイプ）

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。

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。

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。

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。

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。

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。

ドア開閉の際の擦り傷からボディを守るフィ
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。

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。

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。

屋内保管用のソフトなボディカバー。

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。

5912359859124496

JPNABU2015100

59124597

59124479

59124503

59124502

59124495

59124490

59124465

50927565

59082446

標準車

本体

拡大図

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）

LIFE STYLE & COMFORT

※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。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。

フロアマット チェーンループ（右）

フロアマット ロゴプリント（左）

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。

500のロゴをパターンとしたシックなフロア
マット。かかとの擦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。

59082798

59082797

拡大図

59124499 フロント（１席分）

59124498 リア

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。

INTERIOR ACCESSORIES

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。
リアシートカバー

51930794 18,150円（16,500円）  
参考取付時間：0.1h

14,520円（13,200円）  

31,460円（28,600円）  

35,200円（32,000円）

30,800円（28,000円）

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
スポーツペダル。

59124497

27,830円（25,300円）　参考取付時間：1.0h

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。

標準車

9,680円（8,800円）

59124046 単品

ドアオープン時には、ルームランプと連動し白色で乗り降りをサポート。
走行中は、照度を抑えた青色でを優しく照らします。 2灯タイプ

LEDフットイルミネーション

13,310円（12,100円）  
参考取付時間：1.0h

59082836

助手席

思いのままにインテリアをドレスアップ。
自分好みの500Xでカーライフを楽しもう。

1312



※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。

LUGGAGE ACCESSORIES

500ロゴ入りラゲッジトレイ

50927542

7,260円（6,600円）

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。

71807454 フロアボードのみ

50927543 アダプター2個入り

58,080円（52,800円）  参考取付時間：0.2h

50,820円（46,200円）  参考取付時間：0.2h

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

59124597

LED ユニット

ワイアリング ユニット
１台取り付けにつき１個必要）

11,330円（10,300円）  参考取付時間：1.0h

3,410円（3,100円） 

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。

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

14,520円（13,200円） 

オーガナイザー用
オーガナイズバー

71805895

14,520円（13,200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） 

カーゴネット
リアシート背面に取り付けるバッグタイプ。

50926909

10,890円（9,900円） 

ラゲッジセパレートグリル
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。

50901616

29,040円（26,400円）　参考取付時間：0.5h 

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） 

実用性を高める、
ラゲッジスペースアクセサリー。
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※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。

50927625

ベースキャリア

CARRIER ACCESSORIES                    

バイシクルキャリアアタッチメント

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

フリーボックス360Lサーフボードホルダー
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。

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。

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

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。

71807275

71805771
71805326 71803106

71807693

50900822

※写真のストラップは付属しておりません。

29,040円（26,400円）　参考取付時間：0.4h 

18,260円（16,600円）

30,470円（27,700円）
29,700円（27,000円）　

8,690円（7,900円）　

48,290円（43,900円）　

16,720円（15,200円）　

※写真はイメージ

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。
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タッチパネルを操作するだけで、映像の確認や設定が簡単におこなえるモニター付きドライブレコーダー。事前の危険を察知して、警告音とモニター表示で
視覚的に危険をお知らせする先進のドライバーアシスト機能搭載。リアカメラはFullHD高画質で対角127°の広角撮影が可能。後方からの危険
運転（あおり運転など）の行為も鮮明に記録。駐車中は駐車監視機能に加えセキュリティLEDで更に安心です。

・ 事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」　・ 車上狙いやイタズラを監視する「駐車録画」　・ LED信号対策済み　
・ 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
・ 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
・ スタイリッシュなオリジナルデザイン（ブランドロゴ入）　・ 安心のメーカー3年保証

1.タッチパネル操作で映像の確認や設定が簡単
2.後方からの危険運転などに対応したFullHDリアカメラ
3.ドライバーアシスト機能で、視覚的に危険をお知らせ
4.駐車監視中にキュリティLEDでレンズ周りが光る

リアカメラ

FIAT 純正 モニター付 ドライブレコーダー 
DR-SFT3

※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。

59083140

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

59083141

フロントカメラ（単品）

42,900円（39,000円）
※取付工賃別　
参考取付時間：2.0h

フィアットオリジナルETC車載器
（スタンドアローンタイプ）
運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポートするETC車載器。
本体はグローブボックス内へ取付。

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。Z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

59083076

19,250円（17,500円）　参考取付時間：0.9h

本体

アンテナ部

59082945

29,700円（27,000円）
※取付工賃別

参考取付時間：2.0h

ドライブレコーダーに必要な機能をコンパクトに集約した、シンプルデザインの
エントリーモデル。カメラは対角140°のFullHD200万画素で車両のナンバーまで
鮮明に録画。また駐車録画モードは、イタズラも撮り逃さない「モーション検知録画」と
長時間録画が可能な「省エネモード」の二種類から選択可能。
オプションのGPSを接続することで、録画映像とともに位置情報を記録し、
PCビューワーで閲覧できます。

GPSアンテナ（別売） 
商品番号：59082953　4,950円（4,500円）

FIAT 純正 ドライブレコーダー DR-SFT2

1.小型でシンプルなボディにブランドロゴ入り
2.選べる駐車録画モード「モーション検知」&「省エネモード」
3.白とびや黒つぶれに強いワイド・ダイナミック・レンジ（WDR）搭載
4.専用PCビューワーで録画データの確認、設定変更が可能

・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

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。

リアカメラ

FIAT 純正 Wi-Fi対応ドライブレコーダー 
DR-SFT1

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

フロントカメラ（単品）

42,900円（39,000円）
※取付工賃別　
参考取付時間：2.0h

59082792

リアカメラ（単品）

19,800円（18,000円）
※取付工賃別
参考取付時間：0.8h

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）

※フロントカメラ背面 オープニングイメージ

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。
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21※写真はイメージです。 ※（ ）内は税抜価格。

ヘッドレスト コートハンガー ヘッドレスト タブレットホルダー

50927799 52015809

8,140円（7,400円） 19,800円（18,000円）

11,550円（10,500円）

14,520円（13,200円）

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。

59124465

9,130円（8,300円）

オートホールドモバイルホルダー

59082503

12,650円（11,500円）

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。
※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。

イルミネーション
USBアウトレット

59124583

8,470円（7,700円）

※写真はFIAT 500での装着です。

走行中の石はねや泥などから
ボディを保護します。

マッドガード

82214563 フロント

82214564 リア

14,080円（12,800円）

14,080円（12,800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

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

標準車

LEDナンバープレートライトバルブ
夜間のリアビューをアップグレードするLED
バルブ。

59124506

12,760円（11,600円）　参考取付時間：1.0h

36,300円（33,000円）　参考取付時間：0.1h

LEDフォグランプ（丸型）
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。

59123503

標準車
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エマージェンシーキット

わさびｄ’air（デェール）

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

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。

59124023

59082752

22,990円（20,900円）

3,080円（2,800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、2021年8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。

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

シートバックホルダー（ベルクロタイプ）
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。

59124053 9,460円（8,600円）

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。

59124056

7,920円（7,200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）　

ロゴ入りナンバーロックボルト

59082422

6,600円（6,000円）　参考取付時間：0.1h　

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。

ナンバーロックボルト
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
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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.

（21.08.I.D1）

More care for your car


