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Accessories
スタイリッシュなエクステリアが、新たな個性を主張する。

信頼性にもこだわった高い機能性が、遊びの時間の可能性を広げる。

アクティビティへのそれぞれの思いを満たす多彩なアクセサリー。

ショートアンテナ／リアルーフスポイラー／クロームテールランプガーニッシュ

クロームアウタードアハンドルカバー／リアバンパーロードプロテクター／リアスキッドプレート

ランニングバー／エキゾーストパイプフィニッシャー／シルバープレート付スプラッシュガード

Escape LIMITED アクセサリー装着車



※価格は別紙のアクセサリープライスリストをご参照ください。 ※アクセサリー商品説明写真のため、一部仕様が異なる車両が含まれている場合があります。 

●サイドウィンドーバイザー
大型タイプのサイドウィンドーバイザーです。
フロントにフォード・オーバル・マーク入り。（フロント/リア左右4枚セット）
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●ドアエッジガード（ブラック・樹脂製）
思わぬ接触からドアエッジを保護します。
（ドア4枚に装着する場合は2セット必要です。）      

17 ●ドアエッジガード（シルバー・樹脂製）
思わぬ接触からドアエッジを保護します。
（ドア4枚に装着する場合は2セット必要です。） 

18 ●ESCAPEロゴ入りドアエッジガード
ESCAPEロゴ入りの樹脂製ドアエッジガードです。
思わぬ接触からドアエッジを保護します。
（1セットでドア4枚に装着できます。）
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●ヘッドランプガーニッシュ
ヘッドランプ上部に装着するガーニッシュです。フロントマスクを精悍に演出します。（左右セット）
※別途塗装が必要です。

1

●ライセンスプレートフレーム
ナンバープレートをスタイリッシュに演出します。
フレーム下部にフォード・オーバル・マーク入り。
※フロント用のため、リアには装着できません。

22●高効率バルブ（HB4）
バルブ2個セット。
※高効率ヘッドランプバルブは標準のバルブと比較して、
　製品性能上、寿命が短くなります。また、特に頻繁なライトの
　点灯・消灯はバルブに悪影響を与えます。
※本アイテムは保証対象外となります。

21●エアバルブキャップ（フォード・オーバル・マーク）
足まわりの粋なアクセント。
ホイールバランスに影響しない軽量な樹脂製素材を
採用しています。（１台分４個セット）

20●クロームドアミラーカバー
クローム調素材によるドアミラー用カバーです。
（左右セット）

10

●ランニングバー
乗り降りをサポートし、ボディサイドのデザインをSUVらしく力強く演出します。（左右セット）

2 ●ライセンスプレートフレーム（ガードタイプ）
フロントマスクをスタイリッシュ、且つタフに演出します。
※フロント用のため、リアには装着できません。 
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●シルバープレート付スプラッシュガード
大型フラップタイプのスプラッシュガードです。
リアにはESCAPEロゴ入りのステンレス製プレート
（ヘアライン仕上げ）が付き、エクステリアをタフ且つ、
スポーティに演出します。（１台分4枚セット）

9 ●クロームサイドアンダーミラーカバー
クローム調素材によるサイドアンダーミラー用カバーです。
11

Exterior 機能とデザインが融合する優れたアイテムが、さらにスタイリッシュに演出。

●リアルーフスポイラー
エクステリアをスポーティに演出します。
※別途塗装が必要です。

4 ●リアスキッドプレート
リアデザインをスタイリッシュに演出します。
5●リアバンパーロードプロテクタ－

荷物の積み降ろしの際のバンパーへの傷付きを
防止するだけでなく、ドレスアップ効果も図れます。

3 ●エキゾーストパイプフィニッシャー
リアデザインに力強さを演出します。

16●アーシングキット
アース線を増設することによって、
本来のポテンシャルを効率よく引き出します。
またエンジンルームのドレスアップも図れます。

14 ●ストラット・バー
ドライビング・ダイナミクスに寄与するだけでなく、
エンジンルーム内のアクセントにもなります。

15
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●クロームテールランプガーニッシュ
クローム調素材によるテールランプ用ガーニッシュです。
（左右セット）

6 ●ショートアンテナ
スタイリングだけでなく、機能性も考慮した
ショートタイプのアンテナです。
※山間部などでは、受信性能が低下する場合があります。

●クロームアウタードアハンドルカバー
クローム調素材によるアウタードアハンドル用カバーです。
（１台分４個セット）

7 8

ロゴ部分



※●～●のアタッチメントを装着する際は必ず●システムキャリアベースとセットでご使用願います。※スキー・スノーボードなどの長尺物を積載する場合、リアゲートの開閉にご注意ください。
※価格は別紙のアクセサリープライスリストをご参照ください。※アクセサリー商品説明写真のため、一部仕様が異なる車両が含まれている場合があります。

●マルチサンシェード
日射しから室内を保護。運転席/助手席のシェードはファスナーで開閉が可能です。ハンドルカバーにESCAPEロゴ入り。（サイドウィンドー用サンシェードは防虫ネット機能付）
※車両停止時に使用してください。

System Carrier

●THULE ウォータースポーツアタッチメント 833
サーファーがサーファーのために開発したアタッチメント。
ウインドサーフボード/サーフボード両方に対応。
安全で安定性に優れたアタッチメントです。
ボード1枚とマストポール2本が積載可能。
※本ウォータースポーツアタッチメントの重量は1.5kgです。

35 ●THULE スキーアタッチメント エクステンダー739
スキーやスノーボードの積み降ろし時にホルダー部分が
車両外側方向に45cmスライドします。ウエアも汚れず、
楽に積載ができます。積載が終了したら、
ホルダー部を元の位置にスライドして戻します。
※スキー・スノーボードの種類により積載できない場合があります。
※本スキーアタッチメントの重量は4.2kgです。

36

●THULE ジェットバッグ780
両側から開閉が可能で、荷物の積載、積み降ろしが容易なジェットバッグ。
ボックス蓋の開閉も簡単かつスムーズです。
※本ジェットバッグの重量は18.0kgです。

38

●THULE システムキャリアベース
※システムキャリア装着時は、ルーフアンテナが
　接触しないようご注意ください。
※エスケープのルーフ最大積載重量は44kgです。
※システムキャリアベース、アタッチメント、積載物の重量の合計が　　
　44kgを超えないよう、予めご確認願います。
※本システムキャリアベースの重量は4.5kgです。

33

●THULE スキーアタッチメント ケプニカイザー728
エアロダイナミックデザインのアルミニウム製アタッチメント。
※スキー・スノーボードの種類により積載できない場合があります。
※本スキーアタッチメントの重量は3.4kgです。

37

●THULE ラゲッジキャリア
アウトドア用品などを積載できる便利なアイテムです。
※荷物を積載する際には専用のラゲッジキャリア用ネット（別売）と
　ラゲッジキャリア用ストラップベルト（別売）を併用願います。
※本ラゲッジキャリアの重量は9.5kgです。

39 ●THULE ラゲッジキャリア用ネット
THULE ラゲッジキャリア用ネットです。
※荷物固定時には必ず専用ストラップベルト（別売）と
　併用願います。

40 ●THULE ラゲッジキャリア用ストラップベルト
THULE ラゲッジキャリア用ストラップベルトです。
※荷物固定時には必ず専用ネット（別売）と
　併用願います。

41

●THULE サイクルアタッチメント プロライド591（正立式）
アルミニウム製で、非常に軽量です。自動調節式フレーム
ホルダーで真円のフレームなら22mm～80mmまで、
楕円のフレームなら最大80mm×100mmまで早く簡単に
積載できます。
※プロライド591の最大積載量は17kgです。
※自転車の形状によっては積載できない場合があります。
※エスケープ用のシステムキャリアベースにはプロライド591は
　2つ以上は装着できません。
※本サイクルアタッチメントの重量は4.3kgです。
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アウトドアのアクティビティを広げる、
多彩なツールの搭載に対応する
システムキャリア。システムキャリア
ベースと目的に応じたアタッチ
メントの組み合わせで、個性的な
アウトドアライフをサポートします。

エスケープで楽しむ休日のフィールドを広げる、
多彩な積載性能と高い信頼性。Utility ラゲッジルームをはじめ、車内の使い勝手を目的にあわせてアレンジ。

For your Pet ペットとの安全で快適なドライブのために。

●ペットキャリア
左右ファスナーで開閉が可能なペットキャリア。
汚れた場合、洗濯機でのクリーニングが可能です。

30 ●ペット用シートカバー
汚れても手入れが簡単な防水性のシートカバーです。2列目進行方向右側のシートに取り付けます。
31

●ウォータープルーフラゲッジルームマット
ラゲッジルームを自由に使いこなすために、撥水性の高い
素材を採用。ラゲッジルームを水濡れや汚れから守り、
マリンスポーツの道具やアウトドア用品も気軽に積めます。

24

23

●ラゲッジトレイ
防汚・防水に優れた樹脂製トレイです。

26

●ペット用シートカバー交換用不織布（3枚セット）32

●ラゲッジルームスポットランプ
夜間や暗い駐車場などでラゲッジルームに荷物を載せる
場合に便利な、スポットランプです。
バックドア内側に付け換えることも可能です。
※バックドア装着時にはバックドアの開閉はしないでください。

29

●マルチラゲッジルームネット
機能性に優れたラゲッジルーム用ネットです。
用途にあわせて4モードで使用可能です。

25

●ウォータープルーフシートカバー
水や泥汚れなどからシートを保護する、
防水性のシートカバーです。ヘッドレストまでカバー。
収納袋が付属します（運転席＆助手席）。

27 ●AC/DCインバーター
車両側の12V電源を100Vに変換。
車内で家庭用の電気製品を使用する時に利用します。
※使用上の注意点については、
　アクセサリープライスリストをご参照ください。

28

39 3334
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バックルはラバーでカバーされています。



※価格は別紙のアクセサリープライスリストをご参照ください。 ※アクセサリー商品説明写真のため、一部仕様が異なる車両が含まれている場合があります。 

Interior

●フロアマット（ブラック）●フロアマット（キャメル）
運転席＆助手席・リアシート（1枚）

48 49●フットイルミネーション
ドアの開閉と連動して運転席と助手席の足元を照らします。
夜間の乗降性をより高めます。

47 ●Bluetooth®ハンズフリーCar kit
本体にマイクとスピーカーを内蔵。Bluetooth®1.1以上を
搭載した携帯電話でハンズフリー通話を可能とします。
※Bluetooth®1.1以上を搭載した携帯電話でも
　ハンズフリー機能を使用できない場合があります。
　詳しくはショップスタッフにお問い合わせください。

50

●トノカバー（ブラック）●トノカバー（キャメル）
ラゲッジルームの防犯機能と、荷物などの日焼け防止に効果を発揮します。

42 43

サイドシルを傷から守ると同時に、ドレスアップ効果も図れます。
ステンレス製。（フロント左右2枚セット）

●スカッフプレート45

クローム調素材によるルームミラーカバーです。
●クロームルームミラーカバー46

サイドシルを傷から守ると同時に、ドレスアップ効果も図れます。
（フロント/リア左右４枚セット）
※写真はフロント用です。リア用は形状が異なります。

●スカッフプレート（フロント）44

質感にまでこだわった洗練されたデザインが、ラグジュアリ－な空間を演出。

Ford Escape 32-33



エスケープ アクセサリー プライスリスト
適応車種　○：装着可能

THULE ラゲッジキャリア用ネット

THULE ラゲッジキャリア用ストラップベルト

THULE ラゲッジキャリア

●System Carrier

THULE ラゲッジキャリア用ネットです。
※荷物固定時には必ず専用ストラップベルト（別売）と併用願います。
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ソーラーパネル発電によるLED照明をフタの内側に装備。

運転席＆助手席・リアシート（１枚）

照明付アッシュトレイ

トノカバー（ブラック）

トノカバー（キャメル）

フロアマット（ブラック）
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●Interior
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17,90018,795

28,00029,400フロアマット（キャメル） FJA6U-13086-B

ラゲッジルームの防犯機能と、荷物などの日焼け防止に効果を発揮します。

40

サイドシルを傷から守ると同時に、ドレスアップ効果も図れます。
（フロント/リア左右４枚セット）

クローム調素材によるルームミラーカバーです。

スカッフプレート（フロント）

クロームルームミラーカバー

フットイルミネーション

18,00018,900

25,00026,250

7,0007,350

FJA1U-7813208-A

FJA6U-20008-A

○

○

○

サイドシルを傷から守ると同時に、ドレスアップ効果も図れます。ステンレス製。
（フロント左右２枚セット）

スカッフプレート AM8L8J-13242-AA○

0.2 8,5008,925○ FJA6U-17700-A○

THULEラゲッジキャリア用ストラップベルトです｡
※荷物固定時には必ず専用ネット（別売）と併用願います。

両側から開閉が可能で、荷物の積載、積み降ろしが容易なジェットバッグ。
ボックス蓋の開閉も簡単かつスムーズです。
※スキー・スノーボードのサイズによっては積載できない場合があります。
※本ジェットバッグの重量は18.0kgです。

エアロダイナミックデザインのアルミニウム製アタッチメント。
※スキー・スノーボードの種類により積載できない場合があります。
※スキー・スノーボード積載時はリアゲートの開閉にご注意ください。
※本スキーアタッチメントの重量は3.4kgです。

THULE スキーアタッチメント 
エクステンダー739

25,00026,250FJA2X-6655100-TB

THULE スキーアタッチメント 
ケプニカイザー728

20,00021,000FJA2X-6655100-TA

ドアの開閉と連動して運転席と助手席の足元を照らします。
夜間の乗降性をより高めます。

■掲載商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ■詳しくはショップスタッフにおたずねください。 この価格表の内容は2009年11月現在のものです。
■製品の品質保証につきましてはフォード特約販売会社にて架装されることを条件といたします。 なお、高効率ヘッドランプバルブはアクセサリー保証対象外となります。
■価格は希望小売価格です。なお、上記価格には取付費および、塗装費は含まれておりません。取付費については販売会社にお問い合わせください。
■アクセサリ－は車両新規登録後に架装いただけますようお願いいたします。

●このプライスリストについてのお問い合わせは、お近くのフォード・ショップまたは右記のお客様相談室へ。
お客様
相談室 0120 -125175

MSY273

オックス生地使用、フォード・オーバル・マーク入り。

コンビレンチ6本（サイズ ： 6、7、8、9、10、13mm）ドライバー（＋、－、トルクス）、
プライヤー、ツールバッグ。（11点セット）

本体にマイクとスピーカーを内蔵。Bluetooth®1.1以上を搭載した携帯電話で
ハンズフリー通話を可能とします。
※Bluetooth®1.1以上を搭載した携帯電話でもハンズフリー機能を使用できない
場合があります。詳しくはショップスタッフにお問い合わせください。

三角停止版・ブースターケーブル・輪止め・緊急フラッシュライト・革グローブ・グランド
マットなどがハードケースに収められています。

緊急時にサイドウィンドーを破壊して脱出するためのハンマーです。
本体にシートベルト切断用カッターを内蔵。

後方視界が違和感なく広がり、左右後方を走る車両などを確認しやすくなります。
（左右1セット）※ヒーテッドミラー機能は使えなくなります。

雪や凍結に強い、耐久性に優れた冬用ワイパーブレ－ドです。

ワイドビューミラー

ボディカバー

スノーブレード（運転席）

ハンドツールセット

Bluetooth®ハンズフリーCar kit

61

62

56

57

●Safety

緊急脱出用ハンマー「レスキューマン」

オーナーズギア

スノーブレード（助手席）

新生児～１歳半位まで、対象体重13kg程度までのお子様向けシートです。
※助手席には装着できません。チャイルドシート･ベビーセーフプラス＊

３歳～12歳位まで、対象体重15～36kg程度までのお子様向けシートです。
※助手席には装着できません。チャイルドシート･ビップ＊
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FJA6U-17K707-A

FJ95E-17003-B

FJA9X-20004
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19,50020,475FJA5X-20001-A

FJA7X-60101-A

FJA7X-60103-A

FJ96T-17528-A48

FJ96T-17528-A48

FJA1U-20102-A

＊ チャイルドシート装着の際は、取付説明書を参照の上、正しく取付けて頂きますようお願いいたします。（装着は、必ずリア席へ装着してください。）
※上記には架装/塗装費用は含まれておりません｡　
※参考架装時間には塗装時間は含まれておりません。
※仕様､価格等につきましては予告なく変更となる場合があります｡

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

60

○ ○

スノーブレード（バックドア用） 2,3502,468FJA1U-17528-A28

58 樹脂製のスノーチェーンです。フロントタイヤに装着します。（手袋、専用バッグ付）スノーネット（サイルチェーン） ー○ 37,00038,850FJA6U-20103-B

59

53

54

52

55

51

○ ○

0.1

0.1

0.1

0.2

P31●36

P31●37

P31●38

P31●39

P31●40

P31●41

P32●42
P32●43

P32●44

P32●45

P32●46

P32●47

P32●48
P32●49

P32●50

写真掲載
ページ商  品  名 部品番号 備   考

参考
架装時間
（時間）

消費税抜
本体価格
（円）

本体価格
（円）XLTLIMITED

スキーやスノーボードの積み降ろし時にホルダー部分が車両外側方向に45cm
スライドします。ウエアも汚れず、楽に積載ができます。
積載が終了したら、ホルダー部を元の位置にスライドして戻します。
※スキー・スノーボードの種類により積載できない場合があります。
※スキー・スノーボード積載時はリアゲートの開閉にご注意ください。
※本スキーアタッチメントの重量は4.2kgです。

35 0.2○ ○

サーファーがサーファーのために開発したアタッチメント。ウインドサーフボード/
サーフボード両方に対応。安全で安定性に優れたアタッチメントです。
ボード1枚とマストポール2本が積載可能。
※ウインドサーフボード/サーフボード積載時はリアゲートの開閉にご注意ください。
※本ウォータースポーツアタッチメントの重量は1.5kgです。

THULE ウォータースポーツ
アタッチメント833

10,00010,500FJA2X-6655100-TEP31●35

アウトドア用品などを積載できる便利なアイテムです。
※荷物を積載する際には専用のラゲッジキャリア用ネット（別売）とラゲッジキャリア用
ストラップベルト（別売）を併用願います。※本ラゲッジキャリアの重量は9.5kgです。

エスケープ アクセサリー プライスリスト

写真掲載
ページ商  品  名 部品番号 備   考

参考
架装時間
（時間）

消費税抜
本体価格
（円）

本体価格
（円）

適応車種　○：装着可能

P28●1

P28●2
P28●3
P28●4
P28●5
P28●6
P28●7

P28●8

P28●9

P28●10
P28●11

P29●12

P29●13

P29●14

P29●15

P29●16
P29●17
P29●18

P29●19

P29●20

P29●21

P29●22

P30●23

P30●24

P30●25
P30●26

P30●27

P30●28

P30●29

P30●30

P30●31
P30●32

8

10

11

14

エキゾーストパイプフィニッシャー

クロームドアミラーカバー　 

1

2

3

4

ドアエッジガード（シルバー・樹脂製）

リアバンパーロードプロテクター

リアデザインに力強さを演出します。

荷物の積み降ろしの際のバンパーへの傷付きを防止するだけでなく、ドレスアップ効果も図れます。

ウォータープルーフラゲッジルームマット

マルチラゲッジルームネット

ラゲッジルームスポットランプ

ラゲッジトレイ

ウォータープルーフシートカバー

23

24

26

●Utility

ペット用シートカバー

15

エアバルブキャップ（フォード･オーバル･マーク） 足まわりの小粋なアクセント。
ホイールバランスに影響しない軽量な樹脂製素材を採用。（1台分4個セット）

日射しから室内を保護。運転席/助手席のシェードはファスナーで開閉が可能です。
ハンドルカバーにESCAPEロゴ入り。（サイドウィンドー用サンシェードは防虫ネット機能付）
※車両停止時に使用してください。

ペットキャリア

8,000

25,000

6,000

34,000

8,000

3,000

2,000

15,000

8,400

26,250

6,300

35,700

8,400

ー

ー

○

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

3,150

2,100

15,750

FJA1U-5263-A

FJA6U-17682-A

FJA4B-20910-B

AM8L8J-17F749-AC

FJA0X-20006-B

FJA6U-7811600-A

FJA6U-7855066-A

FJA1U-11600-B

FJA6X-638L43-A

FJA6E-60201-C

FJA6E-60201-B

FJA6E-60201-D

○

○

○

○

○

○

○

○

○

XLTLIMITED

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

25

27

29

28

○

12,00012,600

12,00012,600

24,00025,200

16,00016,800

30,000

9,765 9,300

31,500

28,00029,400
大型フラップタイプのスプラッシュガードです。リアにはESCAPEロゴ入りの
ステンレス製プレート（ヘアライン仕上げ）が付き、エクステリアをタフ且つ、
スポーティに演出します。（１台分4枚セット）

クローム調素材によるドアミラー用カバーです。（左右セット）

クロームサイドアンダーミラーカバー　 

サイドウィンドーバイザ－

ア－シングキット

ストラット・バー

12,00012,600FJA6U-17682-B○

○

○ ○

○

○

○

○

クローム調素材によるサイドアンダーミラー用カバーです。

リアルーフスポイラー

6

AM8L8J-44230-ABXWAA

FJA10U-SKIDPKG-A

○ ○7

ドアエッジガード（ブラック・樹脂製）

エクステリアをスポーティに演出します。※別途塗装が必要です。

6,0006,300FJA4B-20910-A○

○

○

○

9

ESCAPEロゴ入りドアエッジガード ESCAPEロゴ入りの樹脂製ドアエッジガードです。思わぬ接触からドアエッジを
保護します。（1セットでドア4枚に装着できます。）8,0008,400

8,0008,400

FJA8U-20910-A○ ○

30

31

32

マルチサンシェード

ラゲッジルームを自由に使いこなすために、撥水性の高い素材を採用。ラゲッジルームを
水濡れや汚れから守り、マリンスポーツの道具やアウトドア用品も気軽に積めます。

20,000

14,000

21,000

25,00026,250

14,700

FJA6U-SHADE-A

FJA4X-20005-A

FJA1U-13776BA

AC/DCインバーター ○ ○

21

22

○

○

20

19

13

シルバープレート付スプラッシュガード FJA9U-20100-A

12

ヘッドランプガーニッシュ
ヘッドランプ上部に装着するガーニッシュです。フロントマスクを精悍に演出します。
（左右セット）※別途塗装が必要です。0.5

0.9

0.4

○ ○

0.5

0.9

2.0

0.8

0.2

0.1

0.1

0.8

0.5

0.5

0.2

0.5

0.5

0.5

0.1

0.2

0.1

0.1

AM8L8J-16067-AAXWAA○ ○

クロームテールランプガーニッシュ

5 リアスキッドプレート

クローム調素材によるテールランプ用ガーニッシュです。（左右セット）AM8L8J-13474-AB

○ ○

クロームアウタードアハンドルカバー

ショートアンテナ

クローム調素材によるアウタードアハンドル用カバーです。（１台分４個セット）AM8L8J-224A68-AC

FJA10U-4900-A

○ ○

○

ランニングバー

○

○○

18

ライセンスプレートフレーム（ガードタイプ） フロントマスクをスタイリッシュ、且つタフに演出します。
※フロント用のため、リアには装着できません。14,00014,700FJA9X-17A385-B

FJA9U-18246-A

FJA6U-20105-A

U204E34159AC

○

○

○

大型タイプのサイドウィンドーバイザーです。フロントにフォード・オーバル・マーク入り。
（フロント/リア左右4枚セット）29,50030,975

アース線を増設することによって、本来のポテンシャルを効率よく引き出します。
またエンジンルームのドレスアップも図れます。22,00023,100

ドライビング・ダイナミクスに寄与するだけでなく、
エンジン・ルーム内のアクセントにもなります。25,00026,250

17

ライセンスプレートフレーム ナンバープレートをスタイリッシュに演出します。フレーム下部にフォード・オーバル・マーク入り。
※フロント用のため、リアには装着できません。3,5003,675FJ9X-17A385-A○ ○

0.7 乗り降りをサポートし、ボディサイドのデザインをSUVらしく力強く演出します。（左右セット）90,00094,500FJA9U-90275-A

12,00012,600

16,60017,430

1.5 20,00021,000

16

高効率バルブ（HB4） 

バルブ2個セット。
※高効率ヘッドランプバルブは標準のバルブと比較して、製品性能上、寿命が
短くなります。また、特に頻繁なライトの点灯・消灯はバルブに悪影響を与えます。
※本アイテムはアクセサリー保証対象外となります。

5,2505,513FJA6X13N021HB4○ ○

ペット用シートカバー交換用不織布（3枚セット）

防水性のペット用シートカバーです。2列目、進行方向右側のシートに取付けます。

左右ファスナーで開閉が可能なペットキャリア。
汚れた場合、洗濯機でのクリーニングが可能です。

ペット用シートカバーの交換用不織布です。

思わぬ接触からドアエッジを保護します。
（ドア4枚に装着する場合は2セット必要です。）

○

機能性に優れたラゲッジルーム用ネットです。用途にあわせて4モードで使用可能です。

防汚・防水に優れた樹脂製トレイです。

水や泥汚れなどからシートを保護する、防水性のシートカバーです。
ヘッドレストまでカバー。収納袋が付属します（運転席＆助手席）。

夜間や暗い駐車場などでラゲッジルームに荷物を載せる場合に便利な、
スポットランプです。バックドア内側に付け換えることも可能です。
※バックドア装着時にはバックドアの開閉はしないでください。

●Exterior

リアデザインをスタイリッシュに演出します。

スタイリングだけでなく、機能性も考慮したショートタイプのアンテナです。
※山間部などでは、受信性能が低下する場合があります。

車両側の12Ｖ電源を100Ｖに変換。車内で家庭用の電気製品を使用する時に利用
します（AC100ボルト消費電力100Ｗまで）。
※タイマー・計測器など精密な周波数の必要なもの、冷蔵庫・高圧ポンプ等、起電力
の大きなものには絶対に使用しないでください。※使用しない時は車両側ソケットから
抜いてください。バッテリー上がりの原因となります。※AC/DCインバーター使用時、
電波状況によりAMラジオにノイズが発生することがあります。

写真番号No.34～39を装着する際に必要となります。
※システムキャリア装着時は、ルーフアンテナが接触しないようご注意ください。
※エスケープのルーフ最大積載重量は44kgです。※システムキャリアベース、アタッ
チメント、積載物の重量の合計が44kgを超えないよう、予めご確認願います。

34

33

●System Carrier

THULE システムキャリアベース

THULE サイクルアタッチメント 
プロライド591（正立式） 20,50021,525FJA2X-6655100-TF

FJA8U-55106-TA33

34 0.4

0.4○

○○

○ 33,50035,175P31●33

P31●34

アルミニウム製で、非常に軽量です。自動調節式フレームホルダーで真円のフレーム
なら22mm～80mmまで、楕円のフレームなら最大80mm×100mmまで早く簡単に
積載できます。
※プロライド591の最大積載量は17kgです。※自転車の形状によっては積載できな
い場合があります。※エスケープ用のシステムキャリアベースにはプロライド591は2つ
以上は装着できません。※本サイクルアタッチメントの重量は4.3kgです。
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