
ホイールロックセット

￥7,350 〈アルミホイール装着車〉
B3277YA000 ［¥6,000＋　￥1,000］
　　　
＊１台分4個&専用キー

カーロック

￥47,250 〈アルミホイール装着車〉
B3277YA011 ［¥45,000］

スプリングチェーン （16/17インチ）

￥28,350 〈全車〉
205/55R16タイヤ用：B3177AE000

215/45R17タイヤ用：B3177AC000 ［¥27,000］
　　　
＊冬用タイヤには装着できない場合があります。
＊ホイールに傷が付くことがあります。

アルミホイール（16/17インチ）

オープン価格〈該当サイズホイール装着車〉
16インチ：SAA3102011

17インチ：SAA3101811　
　　　
＊インセット48
＊価格等、詳しくは販売店にお問い合わせください

カラードカバーコレクター

￥4,725 〈全車〉
SAA3240210 ［¥4,500］
＊工賃は販売店にお問い合わせください

SUBARU BOXERのボンネットを開ける愉しみ。 スタッドレス用にも最適なスポーツホイール。

■カーロックの注意事項（必ずお読みください）
＊カーロックを装着したまま発進すると、車両を破損したり事故につながる恐れがあります。使用時は付属の誤発進警告ロゴ付カーロックケースを必ずステアリングに装着し、
乗車時はカーロックを外した事を必ずご確認ください。＊使用時にホイールが傷付く事がありますのでご注意ください。社外品ホイールは形状により使用できない場合があります。

スバル純正アクセサリーを共同開発している
スバル用品（株）がお届けするSAAアイテム。

www.e-saa.co.jp

※掲載商品の他にも豊富に取揃えています。スバル用品ホームページをご覧ください。
※SAA（SUBARU AUTO ACCESSORIES）のアイテムはスバル用品（株）が取扱う商
品です。取付けによる直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合は車両クレーム保
証の対象外となります。保証期間・内容等については、付属の保証書の規定に基づきます。

ボディカバー

￥23,100 〈全車〉
M0017CA000 ［¥22,000］
＊防炎タイプ　＊ポリエステル製 

PHOTO：17インチ

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2012年2月現在。予告なく変更または販売を中止する場合があります。また撮影の都合で現行商品と異なる場合があります。●複数の商品や異なる商品を同時に装着で
きない場合や、車両の仕様により商品を装着できない場合があります。●ベースキットに含まれる商品は個別に購入する事もできます。●輸入品など若干納期がかかる場合があります。●商品の注意事項のすべてを記載してい
ません。必ず取扱説明書をお読みください。●SUBARU純正用品の保証期間は、スバル特約店またはスバル特約店が指定した販売店での取付け後、3年間か走行6万ｋｍ（一部商品は１年間か走行2万ｋｍ）のいずれかを超えるま
でとなります。各商品の保証期間は販売店にお問い合わせください。●記載のデータは測定条件等により異なる場合があります。●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。●各画面はハメコミ
合成です。●写真のナンバープレートはすべて合成です。●撮影用の小物は商品には含まれません。●掲載のイラストはイメージ図です。●商品の取付けはスバル特約店、またはスバル特約店が指定した販売店でお願いします。
●その他、詳しくは販売店にお問い合わせください。

注文番号：b0111216〒160-8316　東京都新宿区西新宿1-7-2
スバル部品用品本部　国内部品部（2012.2）

●お問い合わせは

インターネットでもSUBARU BRZのアクセサリーを紹介しています。 

SU B A R Uコール
「ＳＵＢＡＲＵお客様センター」

受付時間：9:00～17:00（平日）　土日祝は9:00～12:00、13:00～17:00
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き 他）
②お問い合わせ／ご相談
※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

w w w . s u b a r u . j p / a c c e s s o r y

A C C E S S O R I E S
w w w.s u b a r u. j p / a c c e s s o r y

2012.2～



PHOTO：S　ボディグラフィック、リヤガラスサンシェード、コーションラベルセット、フューエルリッドガーニッシュ、ベースキット（サイドフィンブレード、リヤアンダーディフューザー、ナンバープレートベース、ナンバープレートロック）装着車



かつてないスポーツカー ─ そんなものがデビューしたのは、いつ以来だろう。

SUBARU BOXERだけが実現できた、独創のピュアスポーツを、

生活の一部として、人生の伴侶として、あなた自身の個性にするために。

SUBARU BRZと同じファクトリーで産みだされた、オプショナルパーツがある。

同時開発ならではの、フィッティングとトータルバランス。

そして自動車メーカーとしての信頼性と、厳選されたラインナップ。

スバル純正スタイル。あなたがこれから手に入れる

羨望のスポーツカー・ライフに、必要なすべてがここにある。
side fin blade.

あなたが選んだのは、スバル純正スタイル。

SUBARU BRZサイドビューのアイコンとも言える

フロントフェンダーガーニッシュに、

一味違う印象を与える純正サイドフィンブレード。

そのエッジの効いたフォルムと

上質なクロームメッキの光沢が、

全身を貫くディテールへのこだわりを象徴する。

LED dayliner.

featuring "Base kit"  item

昼間走行の被視認性を高めるスポーティアイテムとして

一般的なものになったLEDデイライナー。

SUBARU BRZの純正LEDデイライナーは、

フォグランプカバー部まで含めた専用デザインを採用。

ヘキサゴングリルやフロントフェンダーガーニッシュの

特徴的なアウトラインとの連続性も感じさせる

シャープなエアロフォルムは、高輝度LEDとともに、

フロントフェイスのアピアランスも高めている。

rear under diffuser.

ライトウェイトスポーツの軽快さと、

優れたグラウンドエフェクトをイメージさせる

ノーマルのリヤディフューザーを活かしながら、

より立体感あるリヤビューを完成させる

純正リヤアンダーディフューザー。

その空力に配慮した緻密な成形は

見えない裏側にまでおよんでいる。

PHOTO：S　ボディグラフィック、ベースキット（LEDデイライナー、サイドフィンブレード、ナンバープレートベース、ナンバープレートロック）装着車

PHOTO：フロントフォグランプ装着車



実用性だけではなく、飾り立てるばかりでもない。

つねに羨望のまなざしを集めるものとして、ふさわしい身だしなみを。

最新ナビも純正で揃えられる、ベースキット／SUBARU BRZ ナビスペシャルキット。

ベースキット
マストアイテムがスタイリッシュに揃う、安心のベースキット。
ピュアスポーツの身だしなみを整える純正エクステリアも追加で選択可。

SUBARU BRZ ナビスペシャルキット
ベースキットにフルセグ対応ナビゲーションを追加。
最新のマストアイテムが、自由な旅と自在な走りをナビゲート。

B a s e  K i tスポーツカー・ライフに必要なもの。

01

フロアカーペット
　

￥37,275 〈全車〉
J5017CA200 ［¥35,000＋　¥500］
＊1台分4枚セット ＊運転席2点留め ＊吸音タイプ

01 02 LEDデイライナー
　

¥31,185★ 〈S、R〉
H4517CA000 ［¥22,000＋　¥6,000］
＋ナット コニカルスプリングワッシャー 902600004［¥20］×4個
＋フォグカバーRH 57731CA250（フォグランプ車は 57731CA150）［¥810］
＋フォグカバーLH 57731CA260（フォグランプ車は 57731CA160）［¥810］
＊左右セット

03 ナンバープレートロック
　

￥3,150 〈全車〉
J1077YA003 ［¥3,000］
＊封印部除く3個セット　＊字光式ナンバーと共着不可

04 ナンバープレートベース
　　　　　

￥3,150 〈全車〉
J1017FG000 ［¥3,000］ 
＊1枚　＊字光式ナンバーと共着不可

05 リヤアンダーディフューザー
　
　　　　

￥55,650 〈全車〉 
E5617CA000 ［¥50,000 ＋　¥ 3,000］ 
＊オフブラック　＊バンパー地上高が最大約50mm下がります。

06 サイドフィンブレード
　

￥13,650 〈全車〉
E7117CA000 ［¥12,000＋　¥ 1,000］

パナソニックHDDストラーダ（ワイド）
　

ストラーダ最新のフルセグ地上デジタル対応ナビ。Bluetoothコードレス・オペレーションや、
スマートフォン感覚のモーションコントロールなど、
かつてなく研ぎすまされた操作性がピュアスポーツ・ドライビングと共鳴する。

　　　　

￥278,250 ＋ 別売取付品 ￥5,355 〈S、R〉
■H0012F2000AA ［¥250,000＋　¥15,000］ 
●ナビ取付キット P0017CA951 ［¥5,100］
※SUBARU BRZ専用オープニング画面等のダウンロードサービスを予定しています。（ハメコミ画面はイメージ）

リヤビューカメラ（CCD） 
　

知らない街角に停めるときも、あくまで軽快な身のこなし。
リバースギアに入れるだけで、
後方死角のCCD映像を、ナビモニターに表示。
バックミラー感覚で使える
画像反転機能付きリヤビューカメラ。

￥39,900★ 〈S、R〉
■H0017CA300 ［￥25,000＋　￥13,000］

ベースキット

SUBARU BRZ
ナビスペシャルキット

※RA にベースキット／SUBARU BRZナビスペシャルキットの設定はありません。※LEDデイライナーは、ベースキット／SUBARU BRZナビスペシャルキット用に限り、
フォグランプ有り／無し両方のフォグカバーが同梱されます。★ベースキット／SUBARU BRZナビスペシャルキットには のれんわけハーネスⅣ【下記】が同梱されています。

パナソニック
HDDストラーダ

品番 ［税抜き価格内訳］フロアカーペットナンバープレート
ロック

LED
デイライナー

単品合計価格 キット価格リヤアンダー
ディフューザー

サイドフィン
ブレード

ナンバープレート
ベース（2枚）

グレード

S、R

S、R

¥79,611

¥148,911 

　　　　　　　

¥363,216

¥432,516

▶

▶

　　　

▶

▶

¥69,825 

¥125,475

　　　

¥269,325

¥324,975

P0017CA000 ［¥60,000+　¥6,500］

P0017CA010 ［¥109,000+　¥10,500］

　　　

P0017CA100 ［¥235,000+　¥21,500］

P0017CA110 ［¥284,000+　¥25,500］

02

03 04

05 06

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ H0077AJ001 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です（ベースキット／SUBARU BRZナビスペシャルキットには同梱されています）。

＊リヤビューカメラは含まれません

純正ナビ連動

リヤビューカメラも、

別途ご用意

しています。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

＊ナビ、リヤビューカメラについては、SUBARU BRZ ナビ&オーディオカタログをご覧ください。



フューエルリッドガーニッシュ

性能の具象化、必然美、スポーツカーのカタチには特別な意味がある。

その完成されたフォルムを際立たせるために、緻密にレイアウトされたグラフィックの数々。

子供のような遊び心を、大人のクオリティで。そんな贅沢なウィットを愉しむのもいい。

シックな色あいや有機的なアウトラインまで、SUBARU BRZの

ボディ形状や塗装の質感に、入念にフィットさせたデカール。

サイドビューだけでなく、ボンネットからルーフにかけても

ストライプを走らせるチェッカー柄のグラフィックは、

レーシーで大胆だが、ヒストリックカーのような落ちついた空気も漂わせる。

レーシーなアクセントと、デコラティブな遊び心。
触られる機会の多い給油口のガードにもなる、
独特の質感と厚みを持つハイボスカル製ガーニッシュ。

カーボンメッシュ柄にエンブレムを効かせた
ハイボスカル製パネル。
積み降ろし時にはバンパーをガードする。

ボディグラフィックと色調を揃えたサンシェード。
チェッカー柄に映えるSUBARUロゴが、
純正カスタマイズをアピール。

バッテリーや牽引フックの位置を示すコーションラベル。
ピットレーンに佇むレースカーをイメージしながら、
どこかトイな雰囲気を愉しめるのもいい。

g r a p h i c a lその完成されたフォルムを崩さず、際立たせる。

リヤバンパーパネル リヤガラスサンシェード コーションラベルセット

トップ アッパー ロア

ボディグラフィック

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

￥9,450 〈全車〉
J1217CA800 ［¥8,000＋　¥1,000］
＊ハイボスカル製

＊ボディコーティング処理を施した箇所には装着不可

￥12,600 〈全車〉
J1217CA900 ［¥11,000＋　¥1,000］
＊ハイボスカル製

＊ボディコーティング処理を施した箇所には装着不可

￥22,575 〈全車〉
J1217CA000 ［¥20,000＋　¥1,500］
＊PVC製

＊ガラスコーティング処理を施したガラス面には装着不可

￥14,700 〈全車〉
J1217CA200 ［¥12,000＋　¥2,000］
＊PVC製

＊ボディコーティング処理を施した箇所には装着不可

トップ  ￥29,400 ／ アッパー  ￥51,450 ／ ロア  ￥46,200 〈全車〉
トップ：J1217CA250 ［¥25,000＋　￥3,000］
アッパー：J1217CA100 ［¥45,000＋　￥4,000］
ロア：J1217CA150 ［¥40,000＋　￥4,000］
＊PVC製

＊ボディコーティング処理を施した箇所には装着不可



本革巻ステアリングホイール

SUBARU BRZと過ごす至福の時間、あなたのいちばん近くにある物たちに、

純正アイテムらしくゆき届いた造りこみと、ピュアスポーツらしい軽快な使用感を。

さりげなく、ドライバーニーズに忠実に応える、厳選された純正インテリア。

i n t e r i o rドライバーズ・マインドを包みこむ。

本革巻ATセレクトレバー／MTシフトノブ 本革巻ハンドブレーキレバー

インパネパネル（メッシュタイプ）

リヤバンパーカバートランクマット トランクソフトトレー

ツインフットランプ クリーンボックス

標準装備またはメーカーOP設定されている本革巻ステアリングホイール・ATセレクトレバー/MTシフトノブ・ハンドブレーキレバーを、
装着したい物だけ選べる形でディーラーOP設定。MTシフトノブには、シフトブーツと同じ赤ステッチも特別に加えている。

STIシフトノブ【p14-15】と本革巻ステアリング・ハンドブレーキレバーを組み合わせるなど、より自由なコーディネイトが可能だ。

フロアカーペットと同じ柄・エンブレムでコーディネイトしたトランクマットの上に、防水ソフトトレーを敷けば外遊びも軽くこなせる。
合成皮革にソフトパッドを仕込んだリヤバンパーカバーは、積み降ろし時に服の汚れやバンパーの傷を防ぐ、ちょっと目をひく便利アイテム。
ゴルフバッグの積めるピュアスポーツとして、トランクまわりにもシンプルで上質な機能性を与えておきたい。

通常のカーボンメッシュとは一味違う、意匠的なグラフィックを施した樹脂パネル。
光の角度によって移りかわる表情も魅力的。

スモールランプを点灯すると目に優しいアンバーが、
ドアを開けると鮮やかなブルーがコクピットフロアを照らし、
夜もスムーズな乗降をサポートする。

ドライバーズシートからも
ワンアクションで開閉／着脱できる
クリーンボックス。小物入れとしても便利。

￥13,650 〈全車〉
J1317CA200 ［¥12,000 ＋　¥1,000］
＊交換タイプ

￥16,800★ 〈S、R〉
H7017CA000 ［¥12,000 ＋　¥4,000］

￥9,450 〈全車〉
J2017AJ000 ［¥8,000＋　¥1,000］
＊汎用色 ＊センターコンソール助手席側に装着。

￥46,148 〈本革巻ステアリングホイール非装着車〉
34312CA010VH ［ ¥38,600＋　¥3,000］
＋スポークカバー（シルバー） 34342CA000 ［¥2,350］

AT車 ￥15,267／MT車 ¥16,779
〈本革巻ATセレクトレバー／MTシフトノブ非装着車＊〉
AT車：35160CA010 ［ ¥7,040 ＋　¥1,000］
＋シフトブーツ 92123CA010 ［ ¥5,000＋　¥1,500］

MT車：35022CA010 ［ ¥8,980 ＋　¥500］
＋シフトブーツ 92123CA110 ［ ¥5,000＋　¥1,500］
＊標準装備／メーカーOPの本革巻MTシフトノブに赤ステッチはありません。

￥23,835 〈本革巻ハンドブレーキレバー非装着車〉
26001CA010 ［¥10,000 ＋　¥6,000］

＋ハンドブレーキブーツ
92123CA210 ［¥6,200 ＋　¥500］

￥11,550 〈全車〉
E1017CA000 ［¥10,000＋　¥ 1,000］
＊走行中は車外に出さないでください。

￥11,550 〈S、R〉
J5017CA000 ［¥11,000］

￥11,550 〈S、R〉
J5017CA100 ［¥11,000］
＊トランクマットの上から敷く事もできます。

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ H0077AJ001 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です（ベースキット／SUBARU BRZナビスペシャルキットには同梱されます）。
表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

PHOTO：MTシフトノブ

点灯イメージ



★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ H0077AJ001 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です（ベースキット／SUBARU BRZナビスペシャルキットには同梱されます）。
表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

SUBARU BRZのある生活を、安心して、心おきなく愉しむために。

スポーツドライビングの良識 ― 純正ドライブアシスト・ラインナップ。

d r i v e  a s s i s t愛するクルマを、家族にも愛してほしい。

リモコンエンジンスターター

コーナーセンサー （フロント2センサー）

消棒RESCUE
（簡易消火具/ホルダー付）

ISO FIXチャイルドシート

￥57,750 〈ISO FIXベースシート装着車〉
F4107YA080 ［¥55,000］
＊ベースシート&テザーベルトで前向きに固定

ISO FIXベースシート（テザーアンカー対応）

￥36,750 〈全車〉
F4107YA090 ［¥35,000］

チャイルドシート（ユニバーサル）

¥37,800 〈全車〉
F4107YA310 ［¥36,000］
＊シートベルトで前向きに固定

リヤフォグランプキット

緊急時の脱出をサポートする
シートベルト切断用カッター&
ドアウインドゥ破砕用ハンマーを、
簡易消火具と一体化。

乗る前にエンジン&エアコンを
かけておけば、
快適温度で乗車できます。

駐車時などに、左右フロントコーナーや後方の障害物接近を知らせてくれる、
コーナーセンサー（フロント２センサー）とバックセンサー（リヤ４センサー）。
インジケーターを見ずに後方等を目視確認していても、
ブザー音の変化で障害物への距離が把握できます。

¥44,100★〈S、R〉　
ホワイト：H4817CA000、ブラック：H4817CA010、シルバー：H4817CA020 ［¥35,000＋　¥7,000］

バックセンサー （リヤ4センサー）

¥63,000★〈S、R〉　
ホワイト：H4817FJ800、ブラック：H4817FJ810、シルバー：H4817FJ820 ［¥50,000＋　¥10,000］

￥72,450 
〈キーレスアクセス＆プッシュスタート付AT車〉
H0017CA000 ［¥60,000＋　¥9,000］

シガーライターキット

愛煙家のマストアイテム。
アクセサリーソケットとしても
使用できます。

￥6,300 〈全車〉　
H6718CA000 ［¥3,000+   ¥3,000］
＊アクセサリーソケットと交換取付。

ドアミラーオートシステム

ドアミラーで後方確認しながら降車し、
外からドアロックするとミラーを格納。
キーレスの作動確認にもなります。

￥14,700 〈S、R〉
H2717CA000 ［¥10,000 ＋　¥4,000］

￥44,100 〈R〉
H4518CA000 ［¥36,000 ＋　¥6,000］

フロントフォグランプキット

Sに標準装備される
フォグランプを

Rにも装着可。

リヤディフューザーの
有機的なラインに映える、
鋭角的なフォルムのリヤフォグランプ。

ウインターブレード

運転席 ￥5,775 〈全車〉
H6577YA008  ［¥5,500］

助手席 ￥4,095 〈全車〉
H6577YA006 ［¥3,900］

運転席 ￥4,200 〈全車〉
H6577CA200 ［¥4,000］

助手席 ￥4,200 〈全車〉
H6577CA201 ［¥4,000］

エアロブレード

スマートなエアロフォルムは高速走行時の
ワイパー浮き上がりも防ぎ、
雨のハイウェイでもクリアな視界を確保。

ワイパーの凍結を防ぎ、
降雪時の作動もスムーズな
グラファイトコーティングブレード。

各商品の注意事項（必ずお読みください）
■コーナーセンサー（フロント2センサー）／バックセンサー（リヤ4センサー）　＊センサーは感知範囲内でも各種条件により障害物を感知できない場合があります。必ず前後左右を目視確認してください。
＊これらの商品はあくまで運転補助であり、ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。

■リモコンエンジンスターター　＊リモコンエンジンスターターでエンジン作動中はキーレスの作動範囲が狭くなることがあります。
＊リモコンエンジンスターターの使用にあたっては、各自治体の条例等を遵守してください。罰則が適用される場合があります。一般公道での使用は禁止されています。閉め切った場所でのご使用はおやめください。

■エアロブレード　＊撥水コーティング等ガラス面の状態や天候条件などエアロブレード以外の要因でビビリが発生する場合があります。
エアロブレードはその製品の特性上、ワイパー反転時に若干ワイパーゴムの反響音があります。但し、性能上の問題はありません。

＊センサー本体は3色から選べます（ボディ同色ではありません）。各センサーの推奨ボディ色は　
●ホワイト：サテンホワイト・パール　
●ブラック：ダークグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、ライトニングレッド、ギャラクシィブルー・シリカ、WRブルー・マイカ　
●シルバー：スターリングシルバー・メタリック
＊前後のセンサーを共着する場合の価格・品番等は販売店にお問い合わせください。

￥6,300 〈全車〉
M0077YA050 ［￥5,500＋　¥500］

3月発売予定

SUBARU BR Z用チャイルドシートは、常に新しい安全技術の
開発を目指す、乗員拘束装置メーカー「タカタ」製です。

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

インジケーター

●フロントコーナー感知範囲　最大約60ｃｍ・水平約90°×垂直約60°

●バック感知範囲　最大約150ｃｍ・水平約62°×垂直約32°

●リヤコーナー感知範囲　最大約60ｃｍ・水平約90°×垂直約60°

インジケーター （フロント2センサー）

PHOTO：LEDデイライナー装着車

インジケーター （リヤ4センサー）

ブラック

ホワイト

シルバー

センサー本体

＊使用可能体重（参考身長/年齢）9kg（70cm/9ヶ月）～18kg（100cm/4歳）
＊リヤ左右席に装着可。乳幼児用の後向き装着はできません。



アルミホイール（17インチ7.5J） STI チームジャケット（ブルー）　

ドライビングは、フィジカルスポーツでもある。

STI COLLECTION  
スポーツドライビングのリアルを知っている。

STI SPORT PARTS

STI ドライビングサングラスPro　

プッシュエンジンスイッチ

シフトノブ （6AT／6MT）

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。

STIキーホルダー

※STIスポーツパーツ／コレクションのお問い合わせは
スバルテクニカインターナショナル株式会社 お客様窓口　TEL 0422-33-7848まで　受付時間：10：00～17：00（平日）

※ 「ジュラコン®」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国における登録商標です。 

￥2,940    

STIメッシュジェットキャップ　

￥3,990

￥29,400 ￥16,590

世界のピュアスポーツが目指していた、このハンドリングの歓びを、

SUBARU BRZを知りつくす走りの匠たちが、さらに深めてゆく。

スバルのワークス・ファクトリーSTIが贈る、もうひとつの Pure Handling Delight。

スポーツカーの正統なる愉悦─ ST Iワークス・クオリティ。

トランクスポイラー （リップタイプ）

スポーツマフラー

フロントアンダースポイラー

※この欄のSTIスポーツパーツ5商品に保証はありません。また取付けに起因する車両の不具合は富士重工業㈱の車両保証の対象外となります。※掲載内容と実際に発売される商品では仕様等が異なる事があります。

肩まわりの動きを妨げない、STI独自の
立体裁断「ドライビングカット」を採用。
STIチームソフトシェルジャケット（別売）との
レイヤードにも対応している。

ARコートUV400偏光レンズに、
悪天候用イエローレンズもセット。
全天候ピュアスポーツの身だしなみとして、
コンソールに常備したいドライビングサングラス。

センシティブタッチなアルミ素材に、滑りにくいディンプル本革をコン
ポジットし、重量も最適化。シャープかつ節度ある操作フィールは6AT
でも堪能できる。

リムにスピニング工法を用い強度と軽量化を両立した、

ENKEI製15本スポーク鋳造アルミホイール。

専用STIロゴ入りセンターキャップ、エアバルブ付属。

キーレスアクセス＆プッシュスタート装着車対応。

チェリーレッドのボタン中央にSTIロゴを配した象徴的な

デザインが、コクピット全体を引き締める。   

軽量化とピュアスポーツらしいエキゾーストノートを追求。

リヤディフューザーに映える

スラッシュカット左右2本出しマフラー。

リヤダウンフォースを高めて空力バランスを最適化し、

高速域での操縦安定性を向上。ボディラインやリヤ

ディフューザーとのマッチングもワークスならでは。

4月発売予定

9月発売予定 7月発売予定

12月発売予定

4月発売予定

4月発売予定

フロントバンパー下部の気流を整えダウンフォースを生成。

高速コーナーでのハンドリング＆スタビリティを向上し、

スタイリングも引き締めるSTIの定番パーツ。

5月発売予定

coming soon lineup 2012
スバル純正保証を与えられたワークス・クオリティ。

STI SPORT PARTS with genuine warranty

シフトノブ （6MT）

モータースポーツでも使用される耐磨耗／耐疲労プラスチック
「ジュラコン®」を削り出して成形。トップにはリアルカーボンの
6速シフトパターンプレートを配している。

PHOTO:プロトタイプ

※STIスポーツパーツのスバル純正保証はこの欄の３商品のみ。スバル特約店またはスバル特
約店が指定した販売店でSUBARU BRZに取付け後、３年間か走行６万ｋｍのいずれかを超え
るまでとなります。※掲載内容と実際に発売される商品では仕様等が異なる事があります。

※この欄のSTIコレクション４商品に保証はありません。

PHOTO:6AT PHOTO:6MT


