
 
 DS 4 
ACCESSORIES［価格表］ 

P. 1－ 3 

頁 品  名 商品番号 
標準希望小売価格 

税込価格 
（税抜価格） 

 

取付 
工数 

（h） 
備     考 

STYLE 
5 ドアデフレクター  DDD411 ¥53,900 

（¥49,000） 
0.7 4 枚セット 

5 マッドガード 

リア 1656248280 ¥5,940 
（¥5,400） 

0.42  

フロント 1656248180 ¥5,830 
（¥5,300） 

0.42  

 

COMFORT 
6 タッチスクリーンプロテクトフィルム LRPF10 ¥4,950 

（¥4,500） 
0.1 10inch タッチスクリーン用、DS スマートタッチ用のセット品 

7 LED フットライトキット  FLA040 ¥21,230 
（¥19,300） 

1.0 
前席と後席の LED 4 灯セット。ドアオープン時にはルームランプに連動して白色点灯、
走行時には青色点灯します。 

7 LED リアゲート用  RGL001 ¥12,760 
（¥11,600） 

1.0  

 

PROTECTION 

9 フロアマットセット 

ベロア 1679621980 ¥21,890 
（¥19,900） 

－  

ラバー 1675962580 ¥22,550 
（¥20,500） 

－  

9 リアバンパーロードプロテクター 1680955080 ¥8,030 
（¥7,300） 

－  

9 ラゲッジマット 

Pure Tech / BlueHDi 用 1679622180 ¥17,600 
（¥16,000） 

－  

E-TENSE 用 1679622280 ¥17,160 
（¥15,600） 

－  

9 ラゲッジトレー  1677398280 ¥10,560 
（¥9,600） 

－  

9 ラゲッジネット  1636994680 ¥12,870 
（¥11,700） 

－  

 

TRANSPORTATION 
10 ルーフキャリアバー  1649683680 ¥33,550 

（¥30,500） 
0.15 許容荷重：70kg 

10 

ルーフボックス 

ロング 420L 1609665580 ¥85,580 
（¥77,800） 

0.25 
外形サイズ：L232×W70×H40cm、内形サイズ：L220×W65cm、重量：15kg、
材質：ABS、両開きタイプ 

－ ミディアム 420L 1609665480 ¥83,380 
（¥75,800） 

0.25 
外形サイズ：L196×W78×H45cm、内形サイズ：L184×W73cm、重量：15kg、
材質：ABS、両開きタイプ 

－ ショート 330L 1609665380 ¥70,510 
（¥64,100） 

0.25 
外形サイズ：L140×W90×H39cm、内形サイズ：L127×W86cm、重量：10kg、
材質：ABS、両開きタイプ 

－ 

サイクルラック 

スチール製 1607798780 ¥15,510 
（¥14,100） 

0.25 
積載可能自転車の目安：ダウンチューブ外形（円形）22～80mm、 

（楕円形）最大 80×100mm 迄 最大積載重量：17kg ※ 

11 アルミニウム製 1607798880 ¥25,190 
（¥22,900） 

0.25 
積載可能自転車の目安：ダウンチューブ外形（円形）22～70mm、 

（楕円形）最大 65×80mm 迄 最大積載重量：17kg ※ 

※：サイクルラックは一般的なサイズ・構造の自転車に対応していますが、小径車や特殊なフレーム形
状の自転車は積載できない場合があります。また、テールゲートオープン時、自転車のタイヤサイ
ズによってはタイヤとテールゲートが干渉する場合があります。 



 
 DS 4  ACCESSORIES［価格表］ P. 2－ 3 

頁 品  名 商品番号 
標準希望小売価格 

税込価格 
（税抜価格） 

 

取付 
工数 

（h） 
備     考 

－ 

スキーキャリア 

SNOWPACK M 1629426080 ¥32,560 
（¥29,600） 

0.25 
THULE 製、積載幅：50cm、重量：3.8kg、最大積載数（目安）：スキー4 セット 
またはスノーボード 2 セット 

11 SNOWPACK L 1629426280 ¥42,790 
（¥38,900） 

0.25 
THULE 製、積載幅：75cm、重量：4.8kg、最大積載数（目安）：スキー6 セット 
またはスノーボード 4 セット 

11 ドッグガード ユニバーサルタイプ 1658058380 ¥20,460 
（¥18,600） 

0.5  

11 ペットシートカバー  1667848280 ¥15,180 
（¥13,800） 

－ 
リアシート用の簡易防水加工がされたシートカバー。ハンモック構造の前後ヘッドレス
ト固定式。 

－ 

ペットケージ 

M サイズ 1607076080 ¥13,090 
（¥11,900） 

－ サイズ：W400×H300×L300mm、折りたたみソフトケージ、制限体重：6kg 

11 L サイズ 1607076180 ¥16,940 
（¥15,400） 

－ サイズ：W600×H420×L420mm、折りたたみソフトケージ、制限体重：8kg 

 

SAFETY & MAINTENANCE 
12 リバースチャイム  PURC210 ¥15,290 

（¥13,900） 
0.8 

ドライバーにリバースギアに入っていることをチャイム音で知らせるサポートアイテム
です。 

12 スマートキッズベルト  B3033 ¥5,478 
（¥4,980） 

－  

12 盗難防止ロックボルト 

ライセンスプレート用 LPL01C ¥4,620 
（¥4,200） 

－  

アロイホイール用 1612616480 ¥6,710 
（¥6,100） 

－  

12 オールシーズンシリコンワイパー ASFB08 ¥16,500 
（¥15,000） 

0.3 左右 2 本セット 

12 DS エマージェンシーキット ASE0D2 ¥18,700 
（¥17,000） 

－ 
収納バッグ寸法：約 100×455×260mm／キット内容：ライフライトⅡ、ライフハ
ンマー、ブースターケーブル、ワークグローブ、ウィンドウ解氷剤、三角停止板、セー
フティベスト、収納バック 

12 セーフティベスト  1617925480 ¥770 
（¥700） 

－  

12 三角停止表示板  1617925380 ¥1,650 
（¥1,500） 

－  

13 スノーカバー 

 1623149380 ¥13,530 
（¥12,300） 

－ 215/65R17、225/55R18 用 

 1623149280 ¥13,530 
（¥12,300） 

－ 205/55R19 用 

13 スノーチェーン  1664736780 ¥16,170 
（¥14,700） 

－ 215/65R17、225/55R18、205/55R19 用 

13 スチールソック 

 1664736080 ¥29,040 
（¥26,400） 

－ 215/65R17 用 

 1664735980 ¥28,270 
（¥25,700） 

－ 225/55R18 用 

 1664735880 ¥28,270 
（¥25,700） 

－ 205/55R19 用 

13 タイヤカバー 

 TCSM03 ¥5,500 
（¥5,000） 

－ スタッドレスタイヤなどを保管する際に最適なカバー 

1 本収納用 TC4DL3 ¥10,230 
（¥9,300） 

－ スタッドレスタイヤなどを保管する際に最適なカバー 

13 フロントウィンドウサンシェード FWSD41 ¥9,900 
（¥9,000） 

－ 収納カバー付 

13 ボンネットカバー  BNCCM1 ¥15,400 
（¥14,000） 

－  

13 ボディカバー 

屋外用 BCD403 ¥42,900 
（¥39,000） 

－ 
起毛防炎タイプ、ポリエステル 100%、撥水コーティング加工、裏面は起毛加工、DS
ロゴ 

屋内用 1614009280 ¥50,600 
（¥46,000） 

－  

 



DS 4  ACCESSORIES［価格表］ P. 3－ 3 

頁 品  名 商品番号 
標準希望小売価格 

税込価格 
（税抜価格） 

 

取付 
工数 

（h） 
備 考 

MULTIMEDIA 
14 ETC 車載器［スタンドアローンタイプ］ NDETC40 ¥14,300 

（¥13,000） 
0.7 スタンドアローンタイプ。情報案内は音声のみです。 

14 NDETC40 専用取付ブラケット ADETC01 ¥825 
（¥750） 

－ NDETC40 を取付ける場合は同時装着が必要です。 

14 電源ハーネスキット MDF300A ¥2,090 
（¥1,900）

－ NDETC40 を取付ける場合は同時装着が必要です。 

14 フルディスプレイミラーキット FDM3005 ¥154,000 
（¥140,000） 

2.0 PHEV モデルには装着できません。 

14 リアマルチメディアシステム Type 3.0 RSE103 1.2 

取付けには別売の取付ブラケット（品番：RSEBKP87）が必要です。 
音声出力は本体内蔵スピーカーまたはヘッドフォン（Bluetooth／端子接続）のみに対
応しています（ヘッドフォンは付属しておりません）。車両オーディオスピーカーからの
音声出力は非対応です。 

－ 取付ブラケット RSEBKP87 ¥6,930 
（¥6,300）

－ リアマルチメディアシステム Type 3.0 用ヘッドレスト取付ブラケット 

15 
CELLSTAR 

ドライブレコーダー 

フロント・リア 同時録画タイプ CS32FH ¥49,170 
（¥44,700） 

2.2 
フロントカメラ：フル HD 200 万画素，リアカメラ：HD 画質。2 台のカメラでフロン
ト・リアを同時に録画。 

フロント 360 度録画タイプ CS360FH2 ¥56,650 
（¥51,500） 

0.7 
本体内蔵の 2 つのカメラで車外・車内を 360°録画。専用ビューアー（Windows 用）
で全方向を確認できます。 

15 Smart Reco ドライブレコーダー WHSR610 ¥39,050 
（¥35,500） 

1.0 
フロント録画タイプ。別売のリアカメラ（品番：WHSR311N）を装着することにより、
リア同時録画が可能 

15 Smart Reco WHSR610 専用リアカメラ WHSR311N ¥16,830 
（¥15,300） 

1.0 WHSR610 専用品 

No. ABDS405 用 

●掲載価格は 2023 年 2 月現在の標準小売価格であり、消費税が含まれております。●価格には、取付工賃、塗装代などは含まれていません。●価格及び品番は予告なく変更する場合があります。 
また予告なく販売終了となる場合がありますのでご了承下さい。●掲載写真の色は印刷インキの関係上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。 
●掲載写真については実際の商品と異なる場合があります。●掲載写真の車両は日本仕様と異なる場合があります。●商品の装着によって自動車検査証の記載事項変更手続きを必要とする場合があります。 
●助手席エアバックを装備している車両でのチャイルドシート等の使用は、万一の場合危険です。後部座席でご使用下さい。 

フリーダイヤル 0120-55-4106 9:00～19:00
（年中無休） www.dsautomobiles.jp DSオフィシャル ウェブサイト 

¥88,000 
（¥80,000） 




