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esseesse KONI 
キット for 500

KONI キット 
for 500

160ｐｓ、23.5kgmへパワーアップ KONI FSDショックアブソーバー
ハイパフォーマンス仕様コイルスプリング
若干のローダウンされたフォルムに、KONI FSDショックアブソーバーにより、
高いコンフォート性と高次元のハンドリングを実現。

商品構成
•エンジンカバーバッヂ
•リアバッヂ
•BMC製ハイパフォーマンスエアクリーナー
•ハイパフォーマンス仕様コイルスプリング
•KONI社製FSDショックアブソーバー
•アロイホイール7.0Jx17インチ 
 205/40R17タイヤ
•フロントハイパフォーマンスブレーキパッド
•フロントドリルドベンチレーティッドディスク
•リア ドリルドディスク

ABARTH EXCLUSIVE PERFORMANCE PARTS

※車両登録１年以内、オーバーレブ回数の制限以下等の規定をクリアする事により、車両保証と同様の内容が有効となります。車両登録1年を越える車両については、取付は可能ですが、当キット及び一部関連部品についての保証はありません。 ※車両登録１年以内等の規定をクリアする事により、車両保証と同様の内容が有効となります。車両登録1年を越える車両については、取付は可能ですが、当キット及び一部関連部品についての保証はありません。

アイテム 部品番号 商品名 適合

キット 5743726 esseesse KONI キット
for 500 500/500C

ソフトウェア

5744436 ABARTH POTENZA キット 
500 MT 500

5744437 ABARTH POTENZA キット 
500C MT 500C

5744438 ABARTH POTENZA キット 
500 MTA 500

5744439 ABARTH POTENZA キット 
500C MTA 500C

＊当キットは必ずソフトウェアとの組み合わせでの販売となります。単品での販売はしておりません。

商品番号：5744630
適合 ： 500/500C
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ブラック

チタニウム
商品番号：5744622
ブラック（スペシャルオーダー）
商品番号：5744641
マグネシウム（スペシャルオーダー）
商品番号：5744620

レッド
商品番号：5744619
イエロー（スペシャルオーダー）
商品番号：5744633

チタニウム
商品番号：51886428
ブラック（スペシャルオーダー）
商品番号：51886430
マグネシウム（スペシャルオーダー）
商品番号：51886429

イエローレッドマグネシウムチタニウム

ホイールカラー
ホイールキャップ・キャリパーカラー

レッド イエロー

チタニウム ー

ブラック △ ー

マグネシウム ー △

　 ： スタンダード    △ ： スペシャルオーダー    ー ： 設定なし    

ABARTH EXCLUSIVE PERFORMANCE PARTS

※車両登録１年以内等の規定をクリアする事により、車両保証と同様の内容が有効となります。車両登録1年を越える車両については、取付は可能ですが、当キット及び一部関連部品についての保証はありません。

※当キットにはリアキャリパーは含まれておりません。キャリパーカラー選択時はご注意ください。

※当キットにはリアキャリパーは含まれておりません。キャリパーカラー選択時はご注意ください。

※車両登録１年以内等の規定をクリアする事により、車両保証と同様の内容が有効となります。車両登録1年を越える車両については、取付は可能ですが、当キット及び一部関連部品についての保証はありません。

esseesse Brembo キット 
for 595

Brembo キット
for 595

17インチ
アロイホイール

WHY STOP NOW?
サーキットや実際のストリートでのとっさのブレーキングのコントロール性は非常に重
要な要素です。アバルトのブレーキングチューニングは制動時のより素早い反応や、
コントロール性を改善します。フローティングタイプのブレーキローターにより、制動
時におけるローターとブレーキパッドのアライメントが適正化され、さらにローター径
拡大（284→305mm)や、チューニングされたブレーキパッドなど、レースで培われた
アバルトのノウハウが存分に注ぎ込まれた逸品です。

4POTブレーキキャリパー、大径フローティングローター、専用ブレーキホースのセット。
取付時は必ず専用アロイホイールをご使用下さい。

ブレンボキット装着時に必要な、アロイホイール。7.0Jｘ17インチ。
推奨タイヤサイズ205/40R17
＊ホイールデザインは左ページの通り。センターキャップは別売。

商品構成
•アロイホイール7.0Jx17インチ 
 205/40R17タイヤ
•フロント Brembo4POTキャリパー
•大型フローティングローター
•専用ブレーキホース
•インジケータ付エアバルブキット

適合 ： 595/595C（COMPETIZIONEを除く）

適合 ： 595/595C（COMPETIZIONEを除く）

適合 ： 500/500C/595/595C

商品番号：59123775

ブレーキフリュード
‘Tutela Extreme 5’

トップグレードの性能を誇るブレーキフリュード。耐ベーパーロック性に優れ、スポーツ
走行時の確実なコントロール性を実現します。DOT4規格、ウェット沸点220℃。500ml
ボトル入り。Bremboキット装着時、特にスポーツ走行時での使用を推奨。
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ABARTH EXCLUSIVE PERFORMANCE PARTS

アバルト
商品番号：5743870
esseesse
商品番号：5741700

フューエルキャップ
質実剛健なデザインを特徴とするアバルトのアルミ製フュー
エルキャップ。「esseesse」ロゴ、または、今や伝説となった
アバルト スコーピオンエンブレムが刻まれています。

適合 ： 500/500C

モデル
アクセサリー

esseesse KONI キット KONI キット esseesse Brembo キット レコードモンツァ フューエルキャップ

500 / 595

500 ー

595 Turismo ー STD STD

595 Competizione ー STD STD STD STD

595C Turismo ー STD STD

アバルト車用主なアクセサリー適合一覧  ： 適合    STD ： 標準装備

商品番号：59107069

レコードモンツァ
ABARTHが長年培ってきた経験から導かれた、パフォーマンス・デザイン・サウンド。デュアル
モードテクノロジーを採用し2000ｒｐｍ以上の回転域において5ｈｐのパワーアップと約1.5ｋｇ
ｍのトルクアップを実現。（エッセエッセキット装着車）スポーティなフォルムに相応しいエキゾー
ストノートを奏でながら、中速域でのレスポンスをより向上させます。

適合 ： 500/500C/595/595C（COMPETIZIONEを除く）

商品番号：5742124

アバルトコルサシート
by Sabelt
サベルト社と共同開発によって生まれたアバルトコルサはプレミアム性の高いスポーツシート。
シート生地はフラウレザーを使用し、サポート部には部分的にファブリックを使用しております。
センター部にはアルカンタラを使用し、まさに究極のスポーツシートと言えます。画期的な
軽量シェルにより、ノーマル比10ｋｇの軽量化を実現します。ＥＣＥ規格Ｒ17適合。スペシャル
オーダー品。

適合 ： 500

BMC エアフィルター
ヨーロッパを中心としたレースフィールドにおいて、広く使用
されているBMC社製エアフィルター。低粘度のオイルを染み
込ませた多層のコットン製ガーゼからなる高効率なフィルターが
ノーマルのエアクリーナと比較し、スムーズな吸気を実現し、
燃焼品質が向上します。

商品番号：5741440

適合 ： 500/500C

BMC クリーニングキット
BMCフィルターの性能を保つ専用クリーニングキット。洗浄
剤と専用オイルのセット。
＊当キットを使用した場合もフィルターは指定時期にて交換して下さい。

商品番号：59123773

TUNING & PERFORMANCE

サイドストライプ
レッド 右側
商品番号：51833052
レッド 左側
商品番号：51833053
ホワイト 右側
商品番号：51831616
ホワイト 左側
商品番号：51831617
ブラック 右側
商品番号：51836352
ブラック 左側
商品番号：51836353

適合 ： 500/500C/595/595C（COMPETIZIONEを除く）

ルーフデカール
レッド
商品番号：51839516
ホワイト
商品番号：51839517
ブラック
商品番号：51839519
適合 ： 500/595

スコーピオン ボンネットデカール
レッド
商品番号：51839513
ホワイト
商品番号：51839514
ブラック
商品番号：51839515

適合 ： 500/500C/595/595C

ミラーカバー ペイント用
右側
商品番号：735456806
左側
商品番号：735456807

適合 ： 500/500C/595/595C

ミラーカバー サテン
＊写真掲載はございません。

右側
商品番号：735527034
左側
商品番号：735527035

適合 ： 500/500C/595/595C

キーカバー

Kit Race ホワイト+レッドUストライプ／ブラック+ホワイトロゴ（2個セット）

商品番号：5741882
Kit Speed ブラック+ホワイトUストライプ／レッドロゴ（2個セット）

商品番号：5741883

アバルトのロゴとエンブレムが付いたキーカバー。「Kit 
Race」と「Kit Speed」という、ユニークな2種類のデザイン
からお選びいただけます。どちらのデザインにもアバルトの
ブランドキャラクターを取り入れています。
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商品番号：59123331

適合 ： 500/500C/595/595C

LEDナンバープレートライト
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。リア用
２個入りセット。

リアガーニッシュ シルバーカーボンタイプ

商品番号：51028533

適合 ： 500/500C/595/595C

リアビューを手軽にカスタマイズできます。

TUNING & PERFORMANCE

商品番号：51029368

アロイホイール １７インチ
５ホール フィティドユニット
ピレリ P ZERO NERO 205/40R17の組込みセット。バランス済み、4本セット。センターキャップは別売。

商品番号：51029224

適合 ： 500/595

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ます。２０１２年１２月以降（アンテナ楕円形状タイプ）

商品番号：59123445
適合 ： 500/500C/595/595C

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車用

商品番号：51029342
適合 ： 500/500C/595/595C

スモールランプバルブ ミラーホワイト
より精悍なホワイト光にて、スモールランプが点灯します。キセノンバーナー6200Ｋとの組み
合わせて装着される事を推奨します。

標準車

標準車

商品番号：59123129

適合 ： 500/500C/595/595C（RHD）

シリコートワイパー
拭くだけで雨を水玉に変えるシリコートワイ
パー。１台分フロント２本入り。

適合 ： 500（LHD）

商品番号：59123327

シリコートワイパー
リフィールタイプ

商品番号：51880397

８スポーク １６インチアロイホイール
ダークグレー
適合タイヤサイズ：195/45R16。センターキャップは別売。

商品番号：51884253

５ペタル １７インチアロイホイール
ポリッシュ・マットホワイトバイカラー
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。

商品番号：51820551

５ペタル １７インチアロイホイール
ポリッシュ・ダークグレーバイカラー
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。

商品番号：51965944

８スポーク １６インチアロイホイール
ダークグレー
適合タイヤサイズ：195/45R16。センターキャップは別売。

商品番号：51829209

１０スポーク １７インチアロイホイール
ポリッシュ・ダークグレーバイカラー
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。

商品番号：51880399

５スポーク １７インチアロイホイール
ポリッシュ・ダークグレーバイカラー
適合タイヤサイズ：205/40R17。センターキャップは別売。

センターキャップ
1台につき４個必要。但し標準装備のセンターキャップを付け替える事は可能。

クロームメッキ/グレーリング
商品番号：51888656
ダークグレー/レッドリング
商品番号：51820507
クロームメッキ/レッドリング
商品番号：51895377

※当ページのホイールはブレンボキャリパー装着車には装着できません。
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商品番号：51028529

適合 ： 500/500C/595/595C

ウインドディフレクター
雨天時の喫煙や換気に便利。

商品番号：51028775

適合 ： 500/500C/595/595C

トラッシュボックス
小物入れや、ボトル２本分の収納ボックスとしても使えます。

商品番号：59124057

適合 ： 500/595

レザーハットシェルフ ロゴABARTH
リアインテリアをレーシーに飾るレザー調素材を使用したハット
シェルフ。熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げます。

商品番号：5741487

適合 ： 500/500C/595/595C

ビンテージカバー
ビンテージ アバルト595ボディカバーは、１９６５年から１９６９年
の間に製造されたフィアット500アバルトへのオマージュと
して生まれました。超軽量素材を使用しているので、ボディに
かぶせても、アバルトの大胆でキリっとしたシルエットを再現
します。屋内用保護カバー

（1CHタイプ）
商品番号：59124114

（2CHタイプ）
商品番号：59124115

ドライブレコーダー 
「Smart Reco HD+」
万一の交通事故の瞬間を証拠として残すことができ、ドラ
イバーの安全意識の向上につながるのはもちろんのこと、
美しい景色も記録できるので、ドライブ中の思い出づくりにも
活躍します。

1.200万画素HDカメラを搭載
2.最大録画時間450分（1ch,付属の16GBマイクロカード
　使用の場合）
　イベント（衝撃感知）保存・強制保存（衝撃を感知したり、
　ボタンを押す事により別フォルダーに保存）
3.専用ビューワーで運行記録及び走行ルートが確認できます。
4.後方室内用カメラで2チャンネル（前方及び後方）の記録が
　可能（2chタイプのみ）
5.車上狙いやいたずらを監視する駐車監視モード
6.GPSを標準装備、走行したルートをマップで確認できる
　マップ画面キャプチャー
7.本体正面に、ABARTHロゴ入り

PERSONALIZATION & LIFE STYLE & COMFORT

商品番号：51028778

適合 ： 500/500C/595/595C

LEDフロアライト
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

商品番号：51028774

適合 ： 500/500C/595/595C

LEDルームランプ
ルームランプをグレードアップするLEDバルブ

標準車本体

リアカメラ（2chタイプ）

商品番号：59123326

ABARTH オリジナル
ETC車載器
LEDブザー及び音声案内式、アンテナ、スピーカー一体式ETC

適合 ： 500/500C/595/595C
商品番号：59124510

ABARTH オリジナルETC 車載器
（セパレートタイプ）

アンテナ部にABARTHロゴ入りのETC車載器。本体はグローブ
ボックス内へ取付。

適合 ： 500/500C/595/595C

商品番号：51029422

アバルトサンシェード
太陽光をシャットアウトし、パーキング時の車内温度の上昇を
抑えます。（収納ケース付）

適合 ： 500/500C/595/595C
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ABARTH MERCHANDISING

商品番号：59230469

ABARTH ロングスケートボード
 by Madrid skateboards
1960年代、カリフォルニア州ノーウォークのガレージにてJERRY 
MADRIDはサーフボードのシェーピングを始め、そのノウハウを元に
スケートボードの製作を開始、1976年、Madrid Skateboards社
を設立し、世界トップクラスのスケートボードメーカーへ発展。その
Madrid SkateboardsとスノーボードメーカーNitro、そして
ABARTHは業界の垣根を越えてコラボレーションしており、その
コラボの1つとしてABARTHデザインのロングスケートボードが
限定で誕生しました。ロングと名の付くに相応しい堂々のホイール
ベースで、カービング、クルージング、サーフィン、スノーボードの
オフトレに適しています。
サイズ：990x240mm ブラック

商品番号：59123434
シルバー
商品番号：59123433

スコーピオンマスコット
32mm（ナスカンリング〜尻尾まで）の小粒サイズながら、存在感の
あるスコーピオン。

商品番号：59123363

ベアぬいぐるみ
フロントに「ABARTH ASSETTO CORSE」、フードにシールド
エンブレムを冠したパーカーを着込んだブラウンベアー。
サイズ：22cm（座位高さ）

商品番号：59123896 

スコーピオンぬいぐるみ
ワイヤー入りで蠍らしい構えにしたり、アシストグリップにぶら下げ
たりが可能。ロゴタグが毒針のほうに付きます。
サイズ：32cm

商品番号：59123362

カーボンxレザーストラップ
キーリング
カーボンをブラックレザーで包み、レッドステッチを施したキーリング。
サイズ：15（幅）x80（リング含む長さ）mm

商品番号：59123455

レザーｘシールドエンブレム
キーリング
3Dシールドエンブレムにブラックレザーを組合せたキーリング。
レザー裏面にはスコーピオンの刻印入り。
全長（ナスカン含む）105mm

商品番号：59123429 

モバイルクリーナーストラップ
シールドエンブレムをホワイトレザーに配し、裏面はスマートフォ
ンの画面やメガネなどがふけるクリーナー仕様。ストラップコード
は伸縮タイプ。
サイズ：40x44ｍｍ

トリコロール
商品番号：59230298 
レッド
商品番号：59230299 
ブラック
商品番号：59230300 

ストラップタイプキーリング
指を通しやすいサイズの硬質ラバー製ストラップタイプのキーリ
ング。専用パッケージ入り。
全長（ナスカン含む）100mm

BREILコラボ限定クロノ
イタリアのカジュアルウォッチメーカーBREILとコラボレーションした限定クロノグラフ。

1 3 5

2 4

　1
商品番号：59230199

　2
商品番号：59230202

　3
商品番号：59230201

　4
商品番号：59230200

　5
商品番号：59230198

12
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ブラック
商品番号：59230301
ホワイト
商品番号：59230302

フラットバイザーキャップ
つばには全面に、キャップ本体にはアシンメトリーにスコーピオン
のリピート柄が入ったスポーティなキャップ。
サイズ：フリー（調整可能）

ブラック
商品番号：59123540
グレー
商品番号：59123541

エアメッシュキャップ
通気性に優れたソフトな肌触りのエアメッシュ素材を使用した、
アクティブなシーンでの着用にマッチするキャップ。
サイズ：フリー（調整可能） 【在庫限り】

39（24cm±）
商品番号：59106882
40（25.5cm±）
商品番号：59106883
41（26cm±）
商品番号：59106884
42（27cm±）
商品番号：59106885

Sabelt ドライビングシューズ
Sabeltのミッドカットドライビングシューズ“Sabelt Coupé”を
チューンしたABARTH仕様ドライビングシューズ。チェッカー
パターンのラバーソールが確実なペダル操作とマキシマムな感度
を提供。
カラー：レッド

商品番号：59123682

Italia Independent To-Touch 
Italia Independentが限定生産するABARTHアイウェア。傷に
強いペイントを施したグレーフレームにミラーコートフィニッシュの
レンズを採用。【在庫限り】

商品番号：59230180

Italia Independent
595 limited
595 50周年記念としてItalia Independentがプロデュースした
限定モデル。50th記念限定車には標準搭載。【在庫限り】

XS
商品番号：59106841   
S
商品番号：59106842   
M
商品番号：59106843   

K-way レインパーカー
防水、防風に優れたクラシックK-WAYジャックプラスモデルをベース
にしたナイロンパーカー。携帯しやすいライトウェイトのポケッタブル
タイプ。スリムタイプ。ユニセックスサイズ。（メンズの場合、通常の
ご着用サイズよりワンサイズ大きいものをおすすめします）【在庫限り】
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ABARTH MERCHANDISING
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メンズ ブラックS
商品番号：59106854
メンズ ブラックXL
商品番号：59106857
メンズ グレーS
商品番号：59106860
メンズ グレーM
商品番号：59106861

EROIフェルパ
KAPPA ABARTHコレクションからリリースされた、コットン100%
のフリースセーター。メンズ用はレギュラーフィット、レディス用は
ウェストに絞りの効いたスリムフィット。“EROI”はイタリア語で

“英雄”の意。【在庫限り】

メンズブラックM
商品番号：59106802
メンズブラックL
商品番号：59106803
メンズブラックXL
商品番号：59106804
メンズグレーM
商品番号：59106808
メンズグレーL
商品番号：59106809
メンズグレーXL
商品番号：59106810
レディスホワイトXS
商品番号：59106829
レディスホワイトS
商品番号：59106830
レディスグレーXS
商品番号：59106824
レディスグレーS
商品番号：59106825

ABARTHポロ
KAPPA ABARTHコレクションからリリースされた、ピケコットン
100%の半袖ポロ。襟裏にABARTHロゴ入り。メンズ用はレギュラー
フィット、レディス用はスリムフィット。【在庫限り】

メンズ ホワイトM
商品番号：59230011 
メンズ ホワイトL
商品番号：59230012 
メンズ グレーM
商品番号：59230016 
メンズ ブラックM
商品番号：59230021 
メンズ ブラックL
商品番号：59230022 
レディス ホワイトS
商品番号：59230026 
レディス ホワイトM
商品番号：59230027 
レディス グレーS
商品番号：59230031 
レディス グレーM
商品番号：59230032 

595ボタンスウェットフーディ
綿80%+ポリエステル２０%の、裏起毛タイプのボタン付＆フード
付フェルパ。メンズ用はプルオーバータイプ、レディス用は前開き
タイプ。【在庫限り】

＊日本サイズよりほぼワンサイズ大き目。
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46
商品番号：59123871  
48
商品番号：59123872  
50
商品番号：59123873  
52
商品番号：59123874  
54
商品番号：59123875  
56
商品番号：59123876  

REPLICA RACING SUIT
SABELT TI-120 
イタリア製 FIA規格品（8856-2000）
材質：ノーメックス
構造：3レイヤー
左胸にABARTHエンブレム。

8（XS）
商品番号：59123877  
9（S）
商品番号：59123878  
10（M）
商品番号：59123879  
11（L）
商品番号：59123880  

RACING GLOVES SABELT
イタリア製 FIA規格品（8856-2000）
ソーイング：内縫い
グリップ部にはソフトレザーを使用。手首にABARTHエンブレム。

S
商品番号：59123881   
M
商品番号：59123882   
L
商品番号：59123883   
XL
商品番号：59123884   

RACING UNDERWEAR TOP
SABELT
イタリア製 FIA規格品（8856-2000）
ノーメックスとビスコースを50:50で織り込んだモデル。左胸に
ABARTHエンブレム。

38
商品番号：59123885   
39
商品番号：59123886   
40
商品番号：59123887    
41
商品番号：59123888    
42
商品番号：59123889   

RACING SHOES SABELT 
イタリア製 FIA規格品（8856-2000）
SABELT RS-100をベースにABARTH専用カラーとエンブレムを
纏ったモデル。　
材質：（本体）スウェード、（ソール）天然ゴムDigitタイプ

表記
サイズ 38 39 40 41 42

日本
サイズ

24.0
（±0.5cm）

24.5
（±0.5cm）

25.5
（±0.5cm）

26.0
（±0.5cm）

27.0
（±0.5cm）

表記
サイズ 46 48 50 52 54 56

身長
（cm）

165
～166

167
～169

170
～172

173
～175

176
～179

180
～184

胸囲
（cm）

85
～88

89
～92

93
～96

97
～100

101
～104

105
～108

ウェスト
（cm）

77
～80

81
～84

85
～88

89
～92

93
～96

97
～100

ヒップ
（cm）

89
～92

93
～96

97
～100

101
～104

105
～108

109
～112

体重
（cm）

48
～54

54
～60

60
～66

66
～72

72
～78

78
～84

アンダー
ウェア
（cm）

S S S S/M M M/L

表記
サイズ 8 9 10 11

日本
サイズ XS S M L

掌廻り
（cm）

17.5
～19.5

19.5
～21.5

21.5
～23.5

23.5
～25.5

＊表記のサイズはあくまでも目安です。体形には個人差がありますのでサイズをお確かめのうえお求め下さい。

商品番号：59123360

オリジナルクッション
レッド＆イエローのダブルステッチを施し、センターにシールド
エンブレムを刺繍したABARTHオリジナルクッション。
カラー：ブラック
サイズ：400x400mm

商品番号：59230322

アバルトバンド マグ
ブラックベースにABARTHバンドロゴ入りのマグカップ。【在庫限り】
サイズ：82（幅）×97（高）mm

商品番号：59230323

アバルトレーシング マグ
ホワイトベースにABARTH500のレーシングシーンのカットが
入ったマグカップ。【在庫限り】
サイズ：82（幅）×97（高）mm

商品番号：59123897

オリジナルコースターセット
耐熱温度80℃のエラストマー製のコースター5枚セット。
サイズ：85mm（直径）

※「スペシャルオーダー」の商品は、受注後納期約2か月となります。※掲載されている商品は、車両登録後の取付が前提となっております。※アバルト純正アクセサリーのお取り付けは、必ずアバルト正規ディーラー
にて行ってください。※掲載されている商品の価格・仕様等は、2016年4月現在のものです。予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。※商品によっては、多少納期がかかる場合がございます。予めご
了承ください。※写真は印刷の性質上実物と異なって見える場合があります。※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。
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ABARTH 
PRICE LIST

消費税8％版

ABARTH 純正アクセサリー価格表



esseesse KONI
キット for 500
キット

ソフトウェア

商品番号 ：5743726

商品番号 ：5744436
5744437
5744438
5744439

キット+ソフトウェア（取付工賃込）

561,600円（520,000円）

BMC エアフィルター
500/500C

12,960円（12,000円）

商品番号 ：5741440
参考取付時間：0.5h

esseesse Brembo キット
for 595 マグネシウム

（取付工賃込）

522,720円（484,000円）

商品番号 ：5744620

フューエルキャップ
esseesse

10,260円（9,500円）

商品番号 ：5741700

ミラーカバー サテン
左側

9,979円（9,240円）

商品番号 ：735527035
参考取付時間：0.3h

ブレーキフリュード
‘Tutela Extreme 5’

2,808円（2,600円）

商品番号 ：59123775

17インチ アロイホイール
ブラック

（1本）

71,280円（66,000円）

商品番号 ：51886430

サイドストライプ
レッド 右側

16,200円（15,000円）

商品番号 ：51833052
参考取付時間：1.0h

サイドストライプ
レッド 左側

16,200円（15,000円）

商品番号 ：51833053
参考取付時間：1.0h

サイドストライプ
ホワイト 右側

16,200円（15,000円）

商品番号 ：51831616
参考取付時間：1.0h

サイドストライプ
ホワイト 左側

16,200円（15,000円）

商品番号 ：51831617
参考取付時間：1.0h

サイドストライプ
ブラック 右側

16,200円（15,000円）

商品番号 ：51836352
参考取付時間：1.0h

サイドストライプ
ブラック 左側

16,200円（15,000円）

商品番号 ：51836353
参考取付時間：1.0h

ルーフデカール
レッド

37,800円（35,000円）

商品番号 ：51839516
参考取付時間：2.0h

ルーフデカール
ホワイト

37,800円（35,000円）

商品番号 ：51839517
参考取付時間：2.0h

ルーフデカール
ブラック

37,800円（35,000円）

商品番号 ：51839519
参考取付時間：2.0h

KONI キット
for 500

（取付工賃込）

194,400円（180,000円）

商品番号 ：5744630

ミラーカバー ペイント用
右側

5,400円（5,000円）

商品番号 ：735456806
参考取付時間：0.3h

ミラーカバー ペイント用
左側

5,400円（5,000円）

商品番号 ：735456807
参考取付時間：0.3h

Brembo キット for 595 
レッド

270,000円（250,000円）

商品番号 ：5744619
参考取付時間：2.0h

アバルトコルサシート
by Sabelt

367,200円（340,000円）

商品番号 ：5742124
参考取付時間：1.0h

スコーピオン ボンネットデカール
レッド

10,584円（9,800円）

商品番号 ：51839513
参考取付時間：1.0h

スコーピオン ボンネットデカール
ホワイト

10,584円（9,800円）

商品番号 ：51839514
参考取付時間：1.0h

スコーピオン ボンネットデカール
ブラック

10,584円（9,800円）

商品番号 ：51839515
参考取付時間：1.0h

17インチ アロイホイール
マグネシウム

（1本）

71,280円（66,000円）

商品番号 ：51886429

esseesse Brembo キット
for 595 チタニウム

（取付工賃込）

522,720円（484,000円）

商品番号 ：5744622

BMC クリーニングキット

4,860円（4,500円）

商品番号 ：59123773

Brembo キット for 595
イエロー

270,000円（250,000円）

商品番号 ：5744633
参考取付時間：2.0h

キーカバー
Kit Race

6,696円（6,200円）

商品番号 ：5741882

レコードモンツァ

162,000円（150,000円）

商品番号 ：59107069
参考取付時間：1.0h

esseesse Brembo キット
for 595 ブラック

（取付工賃込）

522,720円（484,000円）

商品番号 ：5744641

フューエルキャップ
アバルト

14,904円（13,800円）

商品番号 ：5743870

ミラーカバー サテン
右側

9,979円（9,240円）

商品番号 ：735527034
参考取付時間：0.3h

キーカバー
Kit Speed

6,696円（6,200円）

商品番号 ：5741883

ABARTH EXCLUSIVE
PERFORMANCE PARTS

TUNING & PERFORMANCE

17インチ アロイホイール
チタニウム

（1本）

71,280円（66,000円）

商品番号 ：51886428

５ペタル １７インチアロイホイール
ポリッシュ・マットホワイトバイカラー

（1本）

48,600円（45,000円）

商品番号 ：51884253

※価格は、全国メーカー希望小売価格（消費税込）です。（　）は税抜価格。



センターキャップ
クロームメッキ/レッドリング

3,532円（3,270円）

商品番号 ：51895377

センターキャップ
ダークグレー/レッドリング

3,532円（3,270円）

商品番号 ：51820507

センターキャップ
クロームメッキ/グレーリング

6,156円（5,700円）

商品番号 ：51888656

モバイルクリーナーストラップ

1,296円（1,200円）

商品番号 ：59123429

スコーピオンぬいぐるみ

2,700円（2,500円）

商品番号 ：59123896

リアガーニッシュ
シルバーカーボンタイプ

10,584円（9,800円）

商品番号 ：51028533

スモールランプバルブ
ミラーホワイト

4,104円（3,800円）

商品番号 ：51029342
参考取付時間：0.1h

レザーハットシェルフ
ロゴABARTH

27,000円（25,000円）

商品番号 ：59124057

アロイホイール １７インチ
５ホール フィティドユニット

302,400円（280,000円）

商品番号 ：51029368

カーボンxレザーストラップ
キーリング

2,916円（2,700円）

商品番号 ：59123362

ABARTH オリジナル
ETC車載器

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59123326
参考取付時間：1.0h

レザーｘシールドエンブレム
キーリング

3,456円（3,200円）

商品番号 ：59123455

シリコートワイパー
リフィールタイプ

4,320円（4,000円）

商品番号 ：59123327

ウインドディフレクター

23,760円（22,000円）

商品番号 ：51028529
参考取付時間：0.5h

LEDナンバープレートライト

11,232円（10,400円）

商品番号 ：59123331
参考取付時間：0.5h

スコーピオンマスコット
ブラック

1,512円（1,400円）

商品番号 ：59123434

LEDフロアライト

11,880円（11,000円）

商品番号 ：51028778
参考取付時間：1.5h

ベアぬいぐるみ

3,888円（3,600円）

商品番号 ：59123363

アバルトサンシェード
500/500C/595/595C

7,992円（7,400円）

商品番号 ：51029422

スコーピオンマスコット
シルバー

1,512円（1,400円）

商品番号 ：59123433

キセノンバーナー6200Ｋタイプ

60,480円（56,000円）

商品番号 ：59123445
参考取付時間：1.5h

LEDルームランプ

5,616円（5,200円）

商品番号 ：51028774
参考取付時間：0.1h

ストラップタイプキーリング
トリコロール

1,728円（1,600円）

商品番号 ：59230298

ストラップタイプキーリング
レッド

1,728円（1,600円）

商品番号 ：59230299

ストラップタイプキーリング
ブラック

1,728円（1,600円）

商品番号 ：59230300

ABARTH MERCHANDISING

PERSONALIZATION & 
LIFE STYLE & COMFORT

８スポーク １６インチアロイホイール
ダークグレー

（1本）

48,600円（45,000円）

商品番号 ：51880397

８スポーク １６インチアロイホイール
ダークグレー

（1本）

74,520円（69,000円）

商品番号 ：51965944

５ペタル １７インチアロイホイール
ポリッシュ・ダークグレーバイカラー

（1本）

48,600円（45,000円）

商品番号 ：51820551

５スポーク １７インチアロイホイール
ポリッシュ・ダークグレーバイカラー

（1本）

48,600円（45,000円）

商品番号 ：51880399

１０スポーク １７インチアロイホイール
ポリッシュ・ダークグレーバイカラー

（1本）

48,600円（45,000円）

商品番号 ：51829209

ドライブレコーダー
 「Smart Reco HD+」（1CHタイプ）

40,932円（37,900円）

商品番号 ：59124114
参考取付時間：1.0h

ドライブレコーダー
 「Smart Reco HD+」（2CHタイプ）

51,300円（47,500円）

商品番号 ：59124115
参考取付時間：2.0h

ビンテージカバー

81,000円（75,000円）

商品番号 ：5741487

アンテナアングル スペーサー
500/595

6,480円（6,000円）

商品番号 ：51029224

シリコートワイパー

8,640円（8,000円）

商品番号 ：59123129

トラッシュボックス

5,400円（5,000円）

商品番号 ：51028775

ABARTH オリジナル ETC車載器
（セパレートタイプ）

13,392円（12,400円）

商品番号 ：59124510
参考取付時間：1.0h



フラットバイザーキャップ
ホワイト

4,212円（3,900円）

商品番号 ：59230302

エアメッシュキャップ
ブラック【在庫限り】

3,456円（3,200円）

商品番号 ：59123540

エアメッシュキャップ
グレー【在庫限り】

3,456円（3,200円）

商品番号 ：59123541

Sabelt ドライビングシューズ
39（24cm±）

28,080円（26,000円）

商品番号 ：59106882

BREILコラボ限定クロノ
2 BLACK/YELLOW（革バンド）

34,020円（31,500円）

商品番号 ：59230202

BREILコラボ限定クロノ
3 BLACK/RED（メタルバンド）

33,048円（30,600円）

商品番号 ：59230201

BREILコラボ限定クロノ
4 RED/GREY（革バンド）

34,020円（31,500円）

商品番号 ：59230200

BREILコラボ限定クロノ
5 ANTHRACITE（革バンド）

34,020円（31,500円）

商品番号 ：59230198

Sabelt ドライビングシューズ
40（25.5cm±）

28,080円（26,000円）

商品番号 ：59106883

Sabelt ドライビングシューズ
41（26cm±）

28,080円（26,000円）

商品番号 ：59106884

595ボタンスウェットフーディ
メンズ ホワイトM【在庫限り】

9,936円（9,200円）

商品番号 ：59230011

595ボタンスウェットフーディ
メンズ ホワイトL【在庫限り】

9,936円（9,200円）

商品番号 ：59230012

595ボタンスウェットフーディ
メンズ グレーM【在庫限り】

9,936円（9,200円）

商品番号 ：59230016

595ボタンスウェットフーディ
メンズ ブラックL【在庫限り】

9,936円（9,200円）

商品番号 ：59230022

Italia Independent
595 limited【在庫限り】

23,760円（22,000円）

商品番号 ：59230180

595ボタンスウェットフーディ
レディス ホワイトS【在庫限り】

10,368円（9,600円）

商品番号 ：59230026

フラットバイザーキャップ
ブラック

4,212円（3,900円）

商品番号 ：59230301

K-way レインパーカー
XS【在庫限り】

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59106841 

K-way レインパーカー
S【在庫限り】

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59106842

K-way レインパーカー
M【在庫限り】

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59106843

595ボタンスウェットフーディ
メンズ ブラックM【在庫限り】

9,936円（9,200円）

商品番号 ：59230021

595ボタンスウェットフーディ
レディス ホワイトM【在庫限り】

10,368円（9,600円）

商品番号 ：59230027

EROIフェルパ
メンズ ブラックS【在庫限り】

11,880円（11,000円）

商品番号 ：59106854

EROIフェルパ
メンズ ブラックXL【在庫限り】

11,880円（11,000円）

商品番号 ：59106857

EROIフェルパ
メンズ グレーS【在庫限り】

11,880円（11,000円）

商品番号 ：59106860

EROIフェルパ
メンズ グレーM【在庫限り】

11,880円（11,000円）

商品番号 ：59106861

ABARTHポロ
メンズブラックL【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106803

ABARTHポロ
メンズブラックXL【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106804

ABARTHポロ
メンズグレーM【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106808

ABARTHポロ
メンズブラックM【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106802

ABARTHポロ
メンズグレーL【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106809

ABARTHポロ
メンズグレーXL【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106810

ABARTHポロ
レディスホワイトXS【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106829

Sabelt ドライビングシューズ
42（27cm±）

28,080円（26,000円）

商品番号 ：59106885

Italia Independent To-Touch
【在庫限り】

23,760円（22,000円）

商品番号 ：59123682

595ボタンスウェットフーディ
レディス グレーS【在庫限り】

10,368円（9,600円）

商品番号 ：59230031

595ボタンスウェットフーディ
レディス グレーM【在庫限り】

10,368円（9,600円）

商品番号 ：59230032

ABARTH ロングスケートボード
by Madrid skateboards

34,560円（32,000円）

商品番号 ：59230469

BREILコラボ限定クロノ
1 RED/GREY(メタルバンド)

33,048円（30,600円）

商品番号 ：59230199



REPLICA RACING SUIT
SABELT TI-120 54

64,152円（59,400円）

商品番号 ：59123875

REPLICA RACING SUIT
SABELT TI-120 56

64,152円（59,400円）

商品番号 ：59123876

RACING GLOVES SABELT
8（XS）

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59123877

RACING GLOVES SABELT
9（S）

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59123878

RACING GLOVES SABELT
10（M）

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59123879

RACING GLOVES SABELT
11（L）

12,960円（12,000円）

商品番号 ：59123880

RACING UNDERWEAR TOP
SABELT S

15,336円（14,200円）

商品番号 ：59123881

RACING UNDERWEAR TOP
SABELT M

15,336円（14,200円）

商品番号 ：59123882

REPLICA RACING SUIT
SABELT TI-120 48

64,152円（59,400円）

商品番号 ：59123872

RACING SHOES SABELT
38

22,680円（21,000円）

商品番号 ：59123885 

RACING SHOES SABELT
39

22,680円（21,000円）

商品番号 ：59123886

RACING SHOES SABELT
40

22,680円（21,000円）

商品番号 ：59123887

RACING SHOES SABELT
41

22,680円（21,000円）

商品番号 ：59123888

RACING SHOES SABELT
42

22,680円（21,000円）

商品番号 ：59123889

ABARTHポロ
レディスグレーS【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106825

RACING UNDERWEAR TOP
SABELT L

15,336円（14,200円）

商品番号 ：59123883

REPLICA RACING SUIT
SABELT TI-120 50

64,152円（59,400円）

商品番号 ：59123873

REPLICA RACING SUIT
SABELT TI-120 46

64,152円（59,400円）

商品番号 ：59123871

RACING UNDERWEAR TOP
SABELT XL

15,336円（14,200円）

商品番号 ：59123884

REPLICA RACING SUIT
SABELT TI-120 52

64,152円（59,400円）

商品番号 ：59123874

オリジナルクッション

4,644円（4,300円）

商品番号 ：59123360

アバルトバンド マグ【在庫限り】

2,160円（2,000円）

商品番号 ：59230322

オリジナルコースターセット

2,052円（1,900円）

商品番号 ：59123897

アバルトレーシング マグ【在庫限り】

2,160円（2,000円）

商品番号 ：59230323

ABARTHポロ
レディスホワイトS【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106830

ABARTHポロ
レディスグレーXS【在庫限り】

7,128円（6,600円）

商品番号 ：59106824



商品番号 品名 500 500C 595 595C

ABARTH EXCLUSIVE PERFORMANCE PARTS

5743726 esseesse KONI キット for 500 ● ● ー ー
5744436 ABARTH POTENZA キット 500 MT ● ー ー ー
5744437 ABARTH POTENZA キット 500C MT ー ● ー ー
5744438 ABARTH POTENZA キット 500 MTA ● ー ー ー
5744439 ABARTH POTENZA キット 500C MTA ー ● ー ー
5744630 KONI キット for 500 ● ● ー ー
5744622 esseesse Brembo キット for 595 チタニウム ー ー 　●＊1 ●
5744641 esseesse Brembo キット for 595 ブラック ー ー 　●＊1 ●
5744620 esseesse Brembo キット for 595 マグネシウム ー ー 　●＊1 ●
5744619 Brembo キット for 595 レッド ー ー 　●＊1 ●
5744633 Brembo キット for 595 イエロー ー ー 　●＊1 ●
51886428 17インチ アロイホイール チタニウム ● ● ● ●
51886430 17インチ アロイホイール ブラック ● ● ● ●
51886429 17インチ アロイホイール マグネシウム ● ● ● ●
59123775 ブレーキフリュード ‘Tutela Extreme 5’ ● ● ● ●
59107069 レコードモンツァ ● ● 　●＊1 ●
5741440 BMC エアフィルター 500/500C ● ● ー ー
59123773 BMC クリーニングキット ● ● ● ●
5743870 フューエルキャップ アバルト ● ● ー ー
5741700 フューエルキャップ esseesse ● ● ー ー
5742124 アバルトコルサシート by Sabelt ● ー ー ー

TUNING & PERFORMANCE

5741882 キーカバー Kit Race ● ● ● ●
5741883 キーカバー Kit Speed ● ● ● ●
51833052 サイドストライプ レッド 右側 ● ● 　●＊1 ●
51833053 サイドストライプ レッド 左側 ● ● 　●＊1 ●
51831616 サイドストライプ ホワイト 右側 ● ● 　●＊1 ●
51831617 サイドストライプ ホワイト 左側 ● ● 　●＊1 ●
51836352 サイドストライプ ブラック 右側 ● ● 　●＊1 ●
51836353 サイドストライプ ブラック 左側 ● ● 　●＊1 ●
735456806 ミラーカバー ペイント用 右側 ● ● ● ●
735456807 ミラーカバー ペイント用 左側 ● ● ● ●
735527034 ミラーカバー サテン 右側 ● ● ● ●
735527035 ミラーカバー サテン 左側 ● ● ● ●
51839513 スコーピオン ボンネットデカール レッド ● ● ● ●
51839514 スコーピオン ボンネットデカール ホワイト ● ● ● ●
51839515 スコーピオン ボンネットデカール ブラック ● ● ● ●
51839516 ルーフデカール レッド ● ー ● ー
51839517 ルーフデカール ホワイト ● ー ● ー
51839519 ルーフデカール ブラック ● ー ● ー
51884253 ５ペタル １７インチアロイホイール ポリッシュ・マットホワイトバイカラー ● ● 　●＊2 　●＊2

51880397 ８スポーク １６インチアロイホイール ダークグレー ● ● 　●＊2 　●＊2

51965944 ８スポーク １６インチアロイホイール ダークグレー ● ● 　●＊2 　●＊2

51880399 ５スポーク １７インチアロイホイール ポリッシュ・ダークグレーバイカラー ● ● 　●＊2 　●＊2

51820551 ５ペタル １７インチアロイホイール ポリッシュ・ダークグレーバイカラー ● ● 　●＊2 　●＊2

51829209 １０スポーク １７インチアロイホイール ポリッシュ・ダークグレーバイカラー ● ● 　●＊2 　●＊2

51029368 アロイホイール １７インチ ５ホール フィティドユニット ● ● 　●＊2 　●＊2

51888656 センターキャップ クロームメッキ/グレーリング ● ● 　●＊2 　●＊2

51820507 センターキャップ ダークグレー/レッドリング ● ● 　●＊2 　●＊2

51895377 センターキャップ ロームメッキ/レッドリング ● ● 　●＊2 　●＊2

51029224 アンテナアングル スペーサー 500/595 ● ー ● ー
59123445 キセノンバーナー6200Ｋタイプ ● ● ● ●
51029342 スモールランプバルブ ミラーホワイト ● ● ● ●
59123331 LEDナンバープレートライト ● ● ● ●
51028533 リアガーニッシュ シルバーカーボンタイプ ● ● ● ●
59123129 シリコートワイパー 　●＊3 　●＊3 ● ●
59123327 シリコートワイパー リフィールタイプ 　●＊4 ー ー ー

PERSONALIZATION & LIFE STYLE & COMFORT

59124114 ドライブレコーダー 「Smart Reco HD+」（1CHタイプ） ● ● ● ●
59124115 ドライブレコーダー 「Smart Reco HD+」（2CHタイプ） ● ー ● ー
51029422 アバルトサンシェード 500/500C/595/595C ● ● ● ●
59124510 ABARTH オリジナル ETC車載器（セパレートタイプ） ● ● ● ●
59123326 ABARTH オリジナル ETC車載器 ● ● ● ●
51028778 LEDフロアライト ● ● ● ●
51028774 LEDルームランプ ● ● ● ●
59124057 レザーハットシェルフ ロゴABARTH ● ー ● ー
51028529 ウインドディフレクター ● ● ● ●
51028775 トラッシュボックス ● ● ● ●
5741487 ビンテージカバー ● ● ● ●

＊1 COMPETIZIONEを除く ＊2 ブレンボキャリパー装着車は除く ＊3 RHDのみ ＊4 LHDのみ
※表示価格は消費税（8%）を含む希望小売価格です。※「スペシャルオーダー」の商品は、受注後納期約2か月となります。※掲載されている商品は、車両登録後の取付が前提となっております。※アバルト純正アクセサリーのお取り付けは、必ずアバルト正規ディーラーにて
行ってください。※掲載されている商品の価格・仕様等は、2016年4月現在のものです。予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。※商品によっては、多少納期がかかる場合がございます。予めご了承ください。※写真は印刷の性質上実物と異なって見える
場合があります。※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。

59124672 （16.04.10,000）

アクセサリー適合表 ● ＝ 適合　ー ＝ 設定なし


