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
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。

（19.08.001.7,500）

The world’s
not round...
it’s Panda!
効率と実用性に遊び心と使い勝手を加えて生まれたのが、シカクと
マルのあいだのカタチ『スクワークル』。それは、Pandaの機能性に
オリジナリティが加わったP a n d aならではの幾 何 学デザイン。
そのルックスに、誰もがすぐに親しみを覚えちゃう。

PHOTO：Panda Easy ボディカラー：アモーレ レッド ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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PHOTO：Panda Easy ボディカラー：モード グレー ※欧州仕様車
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Discover
the geometry
of fun.
Pandaのシルエットは、とっても魅力的。機能性と洗練されたルックス、
オリジナリティをこよなく愛する心がひとつになったデザインは、毎日をワン
ランク上の喜びで満たしてくれる。
たとえば、高めに設置されたヘッドライトや、視界を確保しながらボディと
一体化させたクォーターウインドー。操作しやすいステアリングホイールや
視認性のよいインストルメントパネルのグラフィック。そして、ステッチの色
が印象的なファブリックシート。ひと目で、きっとみんなくぎづけになる。

PHOTO：Panda Easy ボディカラー：アイス ホワイト ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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Always look
on the bright
side of life.

PHOTO：Panda Easy ボディカラー：アモーレ レッド ※写真は日本仕様と異なる場合があります。

いつもどんな要望にも完璧に応えてくれるPanda。
だから、あとは一緒に思いっきり楽しむだけ！
あなたとPanda、まるで最高にお似合いのカップルみたい。
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Discover
a whole new
dimension
of comfort.

Pandaの室内は快適で実用的、それでいて驚くほど心地よい。
大切な人と、どこへ出かけても楽しくなる理想の空間。
たくさんの収 納スペース、P a n d aならではの運 転しやすい
ドライビングポジション、そして扱いやすいシフトノブとステ
アリングホイールがもたらす最高に快適なコックピット空間。
ぜひ体験してみて。

PHOTO：Panda Easy ファブリックカラー：
レッド / グレー インストルメントパネル：ブラック ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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運転中に欠かせないのは、
『守られている』という安心感。

Calculate
your safety
margin.

P a n d aは多 彩なセーフティ機 能を標 準 装 備して いる。
6 つ の「 エ ア バッグ 」や ブレ ー キ ア シ スト機 能 付 き の
「ABS」、前席には「アクティブヘッドレスト」と「ダブルプ
リテンショナー ＋ ロードリミッター付3点式シートベルト」、
後席には「3点固定式 ISO FIXチャイルドシートアンカー」。
坂道では、ヒルホールドシステム付きの「ESC（エレクト
ロニック スタビリティ コントロール）」が安全かつ最適な
発進をサポート。さらに、
「シティブレーキコントロール」に
よって衝突被害を軽減する性能がさらに向上。障害物の
位置や車両の相対速度、ステアリング角、アクセル開度等
の分析により、常に最適な制動タイミングを実現します。

ヒルホールドシステム
ヒルホールドシステムは上り坂で約5%以上の勾配
を感知すると自動的に作動する坂道発進補助機能。
ブレーキペダ ルを踏 み 込 み 、足を離 すと約 2 秒 間
ブレーキが作動。その間にアクセルペダルに踏み換え
ることで、急な坂道でもスムーズな坂道発進が可能と
なります。

シティブレーキコントロール＊
シティブレーキコントロールは3 0 k m / h 未 満での
走行中に、レーザーセンサーが前走車を探知し、追突
する可能性があると判断した場合に、自動でブレーキ
を作動させるシステムです。

PHOTO：Panda Easy ボディカラー：
メディテラニアン ブルー ※欧州仕様車

＊シティブレーキコントロール
（衝突被害軽減ブレーキ）
はドライバーの運転を補助するものであり、安全性を向上したり、
衝突を回避するものではありません。常に周囲に気を配り、適切な車間距離を保ち、安全運転を心がけてください。
本システムは前進時の低速走行中（5～30km/h）、車両から約10m前方までの車両を感知しますが、歩行者や小型の
障害物は感知できません。システムの制御には限界があり、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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Trust an engine
that always
meets your
expectations.

デュアロジックは、街中でも長旅でも快適でワク
ワクするドライビング、燃料消費量とCO2の削減、
その両方を実現してくれるセミオートマチック
トランスミッション。ゆったりした走りを楽しみ
たいときはオートマチックモードを。自分の意の
ままにシフトチェンジを楽しみたいときはマニュ
アルモードを選んで。

環境に最大限の敬意を払い、なおかつ燃費性能も求めたい。
そんなエコなニーズを満たしてくれるPanda。
8 5 馬 力 のツインエアターボエンジンは革 新 的 で 、環 境にも
とても優しい。燃料消費量とCO 2を削減しながらも、パワフル

アイドリングストップ機能のSTART&STOP

で活気に満ちたドライビングフィールを楽しめる。

システムは、信号待ちなどで一定以上深くブレーキ
ペダルを踏み込んで停車すると自動的にエンジン
を止め、メーターパネルの表示灯でドライバーに
知らせるシステム。ブレーキペダルをゆるめたり、
離したりなどドライバ ー が 発 進しようとす る
意思を感知すると、エンジンを自動的に再始動。
渋滞などの低速走行やヒルホールドシステム
が 作 動 す る上り坂 で は 作 動を一 時 的 に 解 除
し、発進後に10km/hを超えると作動を開始
する優れもの。インストルメントパネルに設け
た 専 用 の 解 除 スイッチ でシ ステ ムを O F F に
することもできる。燃 料 消 費 量とC O 2 の 同 時
削 減を 実 現 す るシンプ ル で 効 果 的 な 機 能 。

※写真はイメージです。
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add its
accessories
to your
style.

Pandaは、まさに“個性そのもの”が詰まったクルマ。そんなPandaを
Mopar®デザインの専用アクセサリーで、さらに自分だけのものに。少し
だけアクセントを加えることも、すべてを自分好みにカスタマイズする
こともOK。創造的でオリジナリティあふれる数々のアクセサリーライン
アップが、どんな希望も叶えてくれる。

キーカバー

ステッカー ブリオンベガ

ヘッドレストコートハンガー

カーゴトレイ
ベースキャリア

ミラーカバー

PHOTO：Panda Easy ボディカラー：アモーレ レッド ※詳しくはアクセサリーカタログをご参照ください。※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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Panda Easy

Color combinations
インテリアカラー

discover
the other side
of style.

ブラック

137
レッド/グレー

139
グレー/グレー

296 アイス ホワイト

ー

●

078 アモーレ レッド

◯

ー

785 モード グレー

ー

◯

567 メディテラニアン ブルー

ー

◯

ファブリックカラー

ソリッド

ボディカラー

スペシャルソリッド

メタリック

● ＝ 標準

◯ ＝ オプション ー ＝ 設定なし

※ボディカラー、インテリア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。
※ボディカラーおよびシートは、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。

296 アイス ホワイト

078 アモーレ レッド

785 モード グレー

567 メディテラニアン ブルー

137 レッド/グレー

139 グレー/グレー
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Technical specifications

Standard equipment

Panda Easy
ABA-13909

型式
ハンドル位置

右

全長
（mm）

3,655

全幅
（mm）

1,645

全高
（mm）

Panda
Easy

視界関連

Standard equipment

Panda
Easy

セーフティ

ハロゲンヘッドライト

●

チャイルドプルーフ
（後席）

●

ヘッドライト光軸補正コントローラー

●

シートベルトリマインダー
（全席）

●

フロントフォグランプ

●

アンチサブマリニングシート

●

1,550

フロントワイパー
（スマートウォッシュ機能付）

●

サイドインパクトビーム

●

ホイールベース
（mm）

2,300

ヒーテッド電動ドアミラー

●

TPMS
［タイヤ空気圧モニタリングシステム］

●

トレッド 前 / 後
（mm）

1,410 / 1,405

リアプライバシーガラス

●

ESS
［ハザードランプ緊急制動表示機能］

●

1,070

リアデフロスター
（タイマー付）

●

FPS
［火災防止装置］

●

5

リバースシフト連動リアワイパー

●

リアフォグランプ

●

車両重量
（kg）
乗車定員
（名）
エンジン型式

312A2

エンジン種類

直列2気筒 8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ
875

総排気量
（cc）

80.5 × 86.0

ボア × ストローク
（mm）

10.0

圧縮比

63
（85）
/5,500
ECOスイッチON時：57
（77）
/5,500

最高出力 ＜kW
（ps）
/rpm＞
［EEC］

マルチポイント式 電子制御燃料噴射

燃料供給装置

無鉛プレミアムガソリン

使用燃料

225
（870）

ラゲッジルーム容量
（後席バックレスト格納時）
（ℓ）

乾式単板ダイヤフラム
（電子制御式油圧作動クラッチ）

クラッチ形式

FF

駆動方式

1速 4.100 / 2速 2.174 / 3速 1.345 / 4速 0.974 / 5速 0.766 / 後退 3.818

変速比

3.867

最終減速比

マクファーソンストラット式

前

サスペンション

主ブレーキ

後

トーションビーム式

前

ベンチレーテッドディスク

後

ドラム
185/55R15

タイヤサイズ
燃料消費率＊1

［UTAC＊2による測定値］
（km/ℓ）

CO2排出量
［JC08モード燃費換算値］
（g/km）

ドアポケット
（前席、
ボトルホルダー付）

●

ドアポケット
（後席）

●

パワーウインドー
（前席、
タイマー付）

●

ルームランプ
（残照タイマー付）

●

ヘッドレスト
（全席、高さ調整式）

●

サングラスホルダー
（運転席）

●

車速感応集中ドアロック
（衝撃感知解除式）

●

フィアットオリジナルキー
（グリップカバー選択式）

●

キーレスエントリー
（アンサーバック機能付）

●

6：4分割可倒式リアシート

●

●

ラゲッジフック

●

●

ラゲッジルームランプ

●

カーゴボックス

●

START&STOPシステム

●

スマートフューエルシステム

●

スマートオルタネーター

●

レザーステアリングホイール
（オーディオコントローラー付）

●

チルトステアリング

●

ターンシグナルスイッチ
（レーンチェンジ機能付）

●

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）
ECOスイッチ
（電動パワーステアリング、
エンジン制御、
デュアロジック制御：ECO設定）
パワーステアリング
（デュアルモード式）

●

●

●

ルーフレール

●

フロント/リアバンパー
（ボディ同色）

●

15インチ 6スポーク アルミホイール + 185/55R15タイヤ

●

タイヤリペアキット

●

マニュアルエアコン
（ダストポーレンフィルター付）

●

FM ＋ AMチューナー付 USBオーディオプレーヤー

●

1,550
3,655

1,410

●

126

＊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 UTAC：外国自動車試験機関
＊3 GWP=Global Warming Potential
（地球温暖化係数）

2,300

●

高さ調整式シート
（運転席）

● ＝ 標準

オーディオ＆空調

R-1234yf（1）400±20

カーエアコン冷媒
（GWP値＊3）
/使用量
（g）

●

12V電源ソケット

18.4

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

主要燃費向上対策

カップホルダー
（前席／後席）

●

エクステリア＆足まわり

ラック&ピニオン
（電動パワーアシスト付）

ステアリング形式

●

●

CITYモードスイッチ
（電動パワーステアリング）

ATモード付5速シーケンシャル
（デュアロジック）

トランスミッション形式

●

ファブリックシート

マルチファンクションディスプレイ
外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能
ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能
各種設定機能（メーターパネル照度、速度警報設定など）
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燃料タンク容量
（ℓ）

バニティミラー
（助手席）
フォローミーホーム

レザーシフトノブ

ステアリング＆コントロール

145
（14.8）
/1,900
ECOスイッチON時：100
（10.2）
/2,000

最大トルク ＜Nm
（kgm）
/rpm＞
［EEC］

インテリア＆シート

ユーティリティ&コンフォート

1,405
1,645

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］
（OFFスイッチ付）
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］

●

＊4
シティブレーキコントロール
（衝突被害軽減ブレーキ）

●

フロントデュアルエアバッグ
（助手席キャンセラー付）

●

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

●

アクティブヘッドレスト
（前席）

●

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）

●

3点式シートベルト
（後席）

●

ISO FIX チャイルドシートアンカー
（後席、3点固定式）

●

＊4 シティブレーキコントロール
（衝突被害軽減ブレーキ）
はドライバーの運転を補助するものであり、安全性を向上したり、衝突を回避するものではありません。常に周囲に気を配り、適切な車間距離を保ち、安全運転を心がけてください。本システムは前進時の
低速走行中
（5～30km/h）
、車両から約10m前方までの車両を感知しますが、歩行者や小型の障害物は感知できません。
システムの制御には限界があり、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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Financial Solutions

Service Programs
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。

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。

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】
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。

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。

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】
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。

カーライフをサポートする、メンテナンス プログラム

Merit 1

Merit 2

Merit 3

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。

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。

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。

フィアット イージー ケア/イージー ケア プラス
【有償】
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。

EASY CARE

［1年〜3年目］

法定点検工賃
［定期交換部品

エンジンオイル

24ヶ月

●

●

ポーレンフィルター

36ヶ月

48ヶ月

法定点検工賃
［交換部品

期間中3回交換

/ ブレーキフルード

ホイールケア＊１

●

現金一括のお支払い

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。

60ヶ月

●

お支払い
プラン
終了時の選択

+ 交換工賃］

エンジンオイル

期間中2回交換

オイルフィルター
ウォッシャー液補充

●

B

再ローン

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。

●

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。

毎月のお支払い
○お支払いプラン
（5年間）

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。

○お支払いプラン
（4年間）
分割払い金額

○お支払いプラン
（3年間）

2年

分割払い金額

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。

最終回

61回払い
［60回分割払い
（ボーナス併用）
＋ 1回 据置価格］

分割払い金額

メーカー保証期間終了後でも、継続して安心のドライブをお愉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」
が歓びに満ちたドライブを長きにわたってサポートします。

延長プラン

A

EASY CARE PLUS［4年〜5年目］
12ヶ月

+ 交換工賃］

オイルフィルター

■ お支払いイメージ

据置価格 最大 20 %

49回払い
［48回分割払い
（ボーナス併用）
＋ 1回 据置価格］

据置価格 最大 30 %
37回払い
［36回分割払い
（ボーナス併用）
＋ 1回 据置価格］

据置価格 最大 40 %

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。
● 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。

C

車両売却による清算

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。
【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、据置金利を月々ご負担
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。

フィアット イージー ローン
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 リース

それは、安心の走りをサポートするタイヤ保証

フィアット タイヤ補償サービス
【有償】

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。

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。
■ 加入受付期間：新車購入後3ヶ月以内
※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。

※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。
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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
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。

（19.08.001.7,500）

A CCESSORIES

More care for your car

PERSONALIZATION

1

ミラーカバー レッド

センターハブキャップ レッド

ミラーカバー サンド

センターハブキャップ サンド

左右2個セット。

1台分4個セット
（アルミホイール用）。

左右2個セット。

1台分4個セット
（アルミホイール用）。

735551002

50926785

735551001

50926784

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

ルーフレール レッド

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。

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

50926775

26,620円（24,200円） 参考取付時間：0.5h

26,620円（24,200円） 参考取付時間：0.5h

ROSSO VIVACE
MATT RED

BEIGE PASTELLO
MATT SAND

マット レッド

マット サンド
2

PERSONALIZATION

ミラーカバー シルバー

センターハブキャップ シルバー

ミラーカバー バイオレット

センターハブキャップ バイオレット

左右2個セット。

1台分4個セット
（アルミホイール用）。

左右2個セット。

1台分4個セット
（アルミホイール用）。

735551000

50926783

735551003

50926786

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

ルーフレール シルバー

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。

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

50926774

26,620円（24,200円） 参考取付時間：0.5h

3

26,620円（24,200円） 参考取付時間：0.5h

GRIGIO SILVER
SILVER

VIOLA PASTELLO
MATT VIOLET

シルバー

マット バイオレット
4

PERSONALIZATION

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

6,490円（5,900円）

キーカバーセット

サイドバイザー

ドアハンドルプロテクター

蛍光イエロー+マットグレーの2個セット。

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。

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。

50926789

6,490円（5,900円）

59123601

32,670円（29,700円） 参考取付時間：1.0h

59083045

9,900円（9,000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、立体駐車場
などの進入の際に便利です。

59059334

3,850円（3,500円）

ドアエッジプロテクター

リアバンパープロテクター

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。

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。

59083044

9,900円（9,000円） 参考取付時間：0.5h

59083046

10,450円（9,500円） 参考取付時間：0.5h

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

5

（ワイパーブレード）
11,550円（10,500円）

6

PERSONALIZATION

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
12,540円（11,400円） 参考取付時間：0.5h

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
6,270円（5,700円） 参考取付時間：0.1h

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
11,330円（10,300円） 参考取付時間：1.0h

標準車

標準車

標準車

LEDキーイルミネーション

LEDフットイルミネーション

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。

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

59082683

ヘッドランプホワイトバルブ

ポジションランプLEDバルブ

LEDフォグランプ

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。

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。

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。

59082470

59082486

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

11,440円（10,400円）

59082836

13,310円（12,100円） 参考取付時間：1.0h

※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。

59123503
36,300円（33,000円） 参考取付時間：1.0h

標準車

標準車

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
5,500円（5,000円） 参考取付時間：0.2h
7

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。

59082442

3,300円（3,000円）

参考取付時間：0.1h

59082422

6,600円（6,000円） 参考取付時間：0.1h
8

PERSONALIZATION

ステッカー ブリオンベガ

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。

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

50926864

16,940円（15,400円）

19,360円（17,600円）

参考取付時間：1.0h

参考取付時間：1.0h

ステッカー レタリング

パンダバッチ

フロントドア左右用の2点セット。

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。

50926866
19,360円（17,600円）
参考取付時間：0.8h

9

50926688
8,140円（7,400円）
10

UTILITY
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

21,780円（19,800円）

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

10,890円（9,900円）

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。
※カーゴボックスは取り外す必要があります。

50926623

フロアマット カジュアル

9,460円（8,600円）

参考取付時間：0.2h

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

26,620円（24,200円）

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

13,310円（12,100円）

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。
※写真掲載はございません。

59123166

143円（130円）

※ラゲッジマット使用例

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

18,150円（16,500円）

参考取付時間：0.2h

カーゴトレイ
フロアマット ラゲッジマット カジュアルセット

フロアマット ラゲッジマット ベーシックセット

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。

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。

59124419

11

41,800円（38,000円）

59124418

31,900円（29,000円）

荷物や濡れ物からラゲッジルームを保護します。
※カーゴボックスは取り外す必要があります。

50926621

8,360円（7,600円）

参考取付時間：0.1h

12

UTILITY

ヘッドレストコートハンガー

ユーティリティーカップ

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

8,140円（7,400円）

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。

参考取付時間：0.2h

50926876

9,680円（8,800円）

※使用例

本体

フィアットオリジナルETC車載器（セパレートタイプ）

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）

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。

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。

59124741

トラッシュボックス

オートホールドモバイルホルダー

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。

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。

59123492

6,050円（5,500円）

アンテナ部

13,640円（12,400円）

参考取付時間：1.0h

59083072

13,750円（12,500円）

参考取付時間：0.8h

※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。

59082503

ガードネット

カーゴネット

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。

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。

50926907
13

12,650円（11,500円）

27,830円（25,300円）

参考取付時間：0.5h

※カーゴボックスは取り外す必要があります。

50926622

8,690円（7,900円）

アロマディフューザー

フロントサンシェード

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。

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）

59123960

3,630円（3,300円）

51029424

7,260円（6,600円）

参考取付時間：0.2h
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CAPABILITY

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。
※写真掲載はございません。

71803106

参考取付時間：0.3h

スキーキャリアアタッチメント

ベースキャリア

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。

ルーフレール装備車用専用設計。Pandaロゴ入り。

50926337

16,720円（15,200円）

30,910円（28,100円）

71803100

参考取付時間：0.5h

15,290円（13,900円）

参考取付時間：0.3h

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

30,470円（27,700円）

参考取付時間：0.3h

バイシクルキャリアアタッチメント

カヤックホルダー

スチール製。メインフレームφ22-58ｍｍの大人用
自転車に対応。

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。

※写真掲載はございません。

71805770

18,260円（16,600円）

71805326

参考取付時間：0.3h

29,700円（27,000円）

参考取付時間：0.3h

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。
※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）
参考取付時間：0.2h

15
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CAPABILITY
FIAT 純正 ドライブレコーダー DR-SFT2
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 1 4 0 °
の F u l l H D 2 0 0 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 G P Sを接 続 することで 、録 画 映 像とともに位置情報を記録し、
P Cビューワーで閲 覧できます 。

FIAT 純正 モニター付 ドライブレコーダー

DR-SFT3

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（ W D R ）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
※フロントカメラ背面 オープニングイメージ

・事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」 ・LED信号対策済み
・車上狙いやイタズラを監視する「駐車録画」 ・microSDの定期的な初期化が不要
・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 ・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

59082945
1.タッチパネル操作で映像の確認や設定が簡単

29,700円（27,000円）※取付工賃別

2.後方からの危険運転などに対応したFullHDリアカメラ

参考取付時間：2.0h

3.ドライバーアシスト機能で、視覚的に危険をお知らせ

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

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

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F u l l H D 高 画 質で対角 1 2 7 °
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。
フロント + リア セット

・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

59083140

・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

60,500円（55,000円）

・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

※取付工賃別

フロントカメラ（単品）

59083141
42,900円（39,000円）
※取付工賃別

参考取付時間：2.0h

参考取付時間：2.5h

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）

アウターボディカバー 防炎タイプ

エマージェンシーベスト

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。

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。

59123603

20,570円（18,700円）

59124056

7,920円（7,200円）

リアカメラ

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。

59082754
フロント + リア セット

60,500円（55,000円）
※取付工賃別

（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」
・車上狙いやイタズラを監視する「駐車録画 ・3軸Gセンサーによる衝撃検知録画
・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

・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

59082791

59082792

フロント単品

リア単品

※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

42,900円（39,000円）

19,800円（18,000円）

参考取付時間：2.5h

エマージェンシーキット

ライフハンマーエボリューション

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

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。

59124023
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22,990円（20,900円）

59124022

4,070円（3,700円）
18

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
（21.08.I.D1）

※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。

