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表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2017年6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。●商品によって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。●ウルトラスエード®は東レ株式会社の
登録商標です。●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。●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。

www.subaru. jp
注文番号：b0111221

お客様センター受付時間：9:00～17:00（土日祝は12:00～13:00を除く）
①インフォメーションサービス（ご意見/ご感想/カタログ、販売店、転居お手続き等のご案内）
②お問い合わせ/ご相談（平日の12:00～13:00と土日祝を除く）

SUBARUコール

a c c e s s o r i e s

SUBARU純正用品の保証期間は、スバル特約店／指定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（消耗品など一部商品を除く）。

S U B A R U × アプリ

●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、AndroidTM搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。 ●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線
LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。 ●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、
視聴してください。 ●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。 ●通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
●コンテンツは予告なく終了する場合があります。 ●App StoreはApple Inc.の商標です。 ●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

無料の専用アプリケーション 「スバプリ」 を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード！

カタログから動画が見れる。機能や装備がよく分かる。
端末を「スバプリ」アイコンがあるページにかざすだけ。

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIパーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、（株）SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外となります。
◆印はSTI独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016年10月以降にSTI指定ショップでの取付け後、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。
　STI指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。

SAA ◆SAAの記載がある商品は、SUBARU AUTO ACCESSORIES（スバル用品株式会社）製商品の略称。スバル純正アイテムとは保証が異なり、1年間か走行2万キロのいずれかを超えるまでとなります（一部商品を除く）。
　商品の不具合により二次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。

〒150-8554  東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
部品用品本部 国内部品部（2017.06）
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a c c e s s o r i e s

S t a r t i n g  p u r e  s p o r t s  l i f e . SUBARU GENUINE QUALITY



※SUBARUオンラインショップ は参考掲載品。スバル純正保証や車両クレーム保証は対象外。予告なくモデルチェンジおよび販売終了する場合があります。詳しい保証内容やラインナップはホームページ等をご覧ください。 0504
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ボディグラフィック（センター） P08

LEDアクセサリーライナー P19 ベースキット

STIプッシュエンジンスイッチ P15

インテリアパッケージ（ウルトラスエード） P14

ドライビングシューズ SUBARUバージョン
＊SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。



06 07※SUBARUオンラインショップ は参考掲載品。スバル純正保証や車両クレーム保証は対象外。予告なくモデルチェンジおよび販売終了する場合があります。詳しい保証内容やラインナップはホームページ等をご覧ください。

R I D E  O N  B O X E R

STIシフトノブ（6MT） P12

STI トランクスポイラー P09

サイドフィンブレード P19ベースキット

SUBARUドライビングサングラス lens by talex 
＊SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。



08 09表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

ボディグラフィック（センター） ￥42,120
［¥30,000＋　¥9,000］J1217CA400  ※PVC製。

［¥25,000＋　¥3,000］J1217CA250

［¥45,000＋　¥4,000］J1217CA100

［¥40,000＋　¥4,000］J1217CA150

STIリヤサイドアンダースポイラー
￥44,280

リヤアンダーディフューザー　STIサイドアンダースポイラー
￥78,840

STIフロントアンダースポイラー
￥49,680

STIスカートリップ ◆
￥15,120

STIトランクスポイラー
￥54,000

［¥40,000＋　¥6,000］SG517CA110
＊装着部地上高が下がります。 ＊スバル純正保証対象。

［¥65,000＋　¥8,000］SG517CA210
＊装着部地上高が下がります。 ＊スバル純正保証対象。

［¥35,000＋　¥6,000］SG517CA300
＊装着部地上高が下がります。 ＊スバル純正保証対象。

STI スポーツパッケージでも購入可 P19 STI スポーツパッケージでも購入可 P19 STI スポーツパッケージでも購入可 P19 

［¥45,000＋　¥5,000］SG717CA000##
〈リヤスポイラー車を除く〉 ＊スバル純正保証対象。

ベースキット P19 

トップ     ￥30,240 
アッパー ￥52,920 
ロア      ￥47,520 

ボディグラフィック
※PVC製。 ［¥12,000＋　¥2,000］J1217CA410 ※PVC製

コーションラベルセット ￥15,120

※この見開きのPVC製/ハイボスカル製アイテムについて：ボディ/ガラスコーティングは、これらのアイテムを装着してから施工してください。

［¥10,000＋　¥4,000］ST960204S292
〈フロントアンダースポイラー装着車〉＊装着部地上高が下がります。 
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に
　起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】
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￥49,680

STIスカートリップ ◆
￥15,120

STIトランクスポイラー
￥54,000

［¥40,000＋　¥6,000］SG517CA110
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［¥10,000＋　¥4,000］ST960204S292
〈フロントアンダースポイラー装着車〉＊装着部地上高が下がります。 
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に
　起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

［¥65,000＋　¥8,000］SG517CA210
＊装着部地上高が下がります。 ＊スバル純正保証対象。

［¥35,000＋　¥6,000］SG517CA300
＊装着部地上高が下がります。 ＊スバル純正保証対象。

STI スポーツパッケージでも購入可 P19 STI スポーツパッケージでも購入可 P19 STI スポーツパッケージでも購入可 P19 

［¥45,000＋　¥5,000］SG717CA000##
〈リヤスポイラー車を除く〉 ＊スバル純正保証対象。

ベースキット P19 

  STI スポーツパッケージ        （フロント/サイド/リヤサイドアンダースポイラー＋フレキシブルタワーバー         ） P19 P10 

クリスタルホワイト・パールW6 アイスシルバー・メタリックTQ ダークグレー・メタリックEN クリスタルブラック・シリカV2 ピュアレッドT2 ラピスブルー・パールE2 WRブルー・パールE4
カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

トップ     ￥30,240 
アッパー ￥52,920 
ロア      ￥47,520 

ボディグラフィック
※PVC製。 ［¥12,000＋　¥2,000］J1217CA410 ※PVC製

コーションラベルセット ￥15,120

※この見開きのPVC製/ハイボスカル製アイテムについて：ボディ/ガラスコーティングは、これらのアイテムを装着してから施工してください。

リヤガラスサンシェード ￥23,220
［¥20,000＋　¥1,500］J1217CA000 ※PVC製

フューエルリッドガーニッシュ ￥9,720
［¥8,000＋   ¥1,000］J1217CA800 ※ハイボスカル製

リヤバンパーパネル ￥12,960
［¥11,000＋　¥1,000］J1217CA900  ※ハイボスカル製

ワークスファクトリーが鍛えた地を這う翼。

走りたいのは、タイトなワインディングだけじゃない。

SUBARU BRZドライバーならば感じとれる、

高速ステージでの、路面に吸いつくようなエアロスタビリティ。

その地を這う翼は、ピュアスポーツの走る歓びを、

ハイウェイやセカンダリーロードにまで拡げていく。

ピュア ス ポ ー ツ に 翼 を 。
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表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。 1 0 1 1

STIコイルスプリング（F/R）  ¥43,200/1台分4本（工賃別）◆

STIラテラルリンクセット
¥54,000/1台分（工賃別）◆

STIトレーリングリンクセット
¥27,000/1台分（工賃別）◆

低重心という美徳を、さらに深める。
入念な実走テストで最適化したロール剛性。そして低く精悍なスタイリング。

約15ｍｍのローダウン量を設定されたコイルスプリングが、

低重心FRスポーツという稀有な資質を、さらに深める。

後輪駆動の、蹴り足を鍛える。
リヤラテラル/トレーリングリンクのラバーブッシュをピロボールに換装。

高められた剛性と作動性が、サスペンションの能力も最大限に引きだす。

横Gから加速Gへ、リヤ駆動輪に掛かるトラクションをダイレクトに感じながら、

路面を踏みしめるようにコーナーを立ち上がる。

B O X E Rのダイナミクスを、もっと感じる。
パワートレイン自体が独特のダイナミクスを備え、操縦安定性に寄与する

SUBARU BOXERにとって、大きな意味を持つ駆動/操舵系のマウント類。

その伸縮変形を抑えることでスロットル&ステアリングの応答性を高め、

すべてが一体となってドライバーの操作に応える、リニアなダイナミクスが完成する。

写真はWRX STI

STIフレキシブルタワーバー  ¥36,288
［¥30,000＋　¥3,000］SG517CA000
    ナット［¥100×6個］20327CA010×6個 ＊スバル純正保証対象。

STIスポーツパッケージでも購入可 P19 
●+

前輪の左右ストラットを結ぶタワーバーは、

中央を関節のようにリンクボールでジョイントされ、

コーナリングGへの横剛性を高めつつ、

縦方向の突き上げはしなやかに吸収。

同じくリンクボール結合のVバーとトライアングルを組めば、

特にブレーキング＆ターンインでさらなる効果を発揮する。

ボディ下部を斜交いのように結ぶスティフナーは、内蔵スプリングで

あらかじめ引き締めテンションを掛けておく事で、

S字やレーンチェンジでGの向きが急変した瞬間に、

ボディの剛性感が抜けるヒステリシスを抑止。

過敏でもダルでもない、リニアな操舵としなやかな路面追従。

装着して最初の交差点を曲がっただけで、ただ硬いだけではない、

進化したボディ剛性コントロールを誰もが体感できる。

STIフレキシブルVバー  ¥59,400◆
［¥52,000＋　¥3,000］ST20502AS020
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

STIフレキシブルドロースティフナー  ¥64,800◆
［¥56,000＋　¥4,000］ST20118AS000
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

STIパフォーマンスパッケージでも購入可 P19 STIパフォーマンスパッケージでも購入可 P19 

STIエンジンマウント/ミッションマウント/デフブッシュ/
サブフレームブッシュ/ステアリングギヤボックスブッシュ◆

＊品番・価格等は販売店にお問い合わせください。
※競技志向のパーツのため、車体の振動・騒音が大きくなる傾向があります。 
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

［¥50,000（工賃別）］ST20250ZR000
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】

［¥25,000（工賃別）］ST20250AS000
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】

［¥10,000×4本（工賃別）］フロントST20330AS000×2本＋リヤST20380AS000×2本
〈RA Racing、GT除く〉
＊標準(空車時)より約15mmローダウン（車両の仕様・装着OP・走行距離等により変動します）。
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

m e c h a n i z m

STIフレキシブルタワーバー  ¥36,288
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〈RA Racing、GT除く〉
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  STIパフォーマンスパッケージ（特典エンブレム付）         （フレキシブルVバー/ドロースティフナー＋STIスポーツパッケージ        ） P19 P08 進化したボディ剛性コントロール。

STIスポーツパッケージでも購入可 P19 
STIパフォーマンスパッケージでも購入可 P19 STIパフォーマンスパッケージでも購入可 P19 

STIコイルスプリング（F/R）  ¥43,200/1台分4本（工賃別）◆

STIエンジンマウント/ミッションマウント/デフブッシュ/
サブフレームブッシュ/ステアリングギヤボックスブッシュ◆

＊品番・価格等は販売店にお問い合わせください。
※競技志向のパーツのため、車体の振動・騒音が大きくなる傾向があります。 
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】
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¥27,000/1台分（工賃別）◆
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入念な実走テストで最適化したロール剛性。そして低く精悍なスタイリング。

約15ｍｍのローダウン量を設定されたコイルスプリングが、

低重心FRスポーツという稀有な資質を、さらに深める。

後輪駆動の、蹴り足を鍛える。
リヤラテラル/トレーリングリンクのラバーブッシュをピロボールに換装。

高められた剛性と作動性が、サスペンションの能力も最大限に引きだす。

横Gから加速Gへ、リヤ駆動輪に掛かるトラクションをダイレクトに感じながら、

路面を踏みしめるようにコーナーを立ち上がる。

B O X E Rのダイナミクスを、もっと感じる。
パワートレイン自体が独特のダイナミクスを備え、操縦安定性に寄与する

SUBARU BOXERにとって、大きな意味を持つ駆動/操舵系のマウント類。

その伸縮変形を抑えることでスロットル&ステアリングの応答性を高め、

すべてが一体となってドライバーの操作に応える、リニアなダイナミクスが完成する。

●+

写真はWRX STI

強くし な や か な 躰 へ 。

そのボディは、ただ硬いだけじゃない。強くしなやかな獣のように、

狙い通りに走り、曲がり、止まる。

SUBARU BRZだけが享受できる、ピュアスポーツのための

ボディ剛性コントロールを体感して欲しい。

前輪の左右ストラットを結ぶタワーバーは、

中央を関節のようにリンクボールでジョイントされ、

コーナリングGへの横剛性を高めつつ、

縦方向の突き上げはしなやかに吸収。

同じくリンクボール結合のVバーとトライアングルを組めば、

特にブレーキング＆ターンインでさらなる効果を発揮する。

ボディ下部を斜交いのように結ぶスティフナーは、内蔵スプリングで

あらかじめ引き締めテンションを掛けておく事で、

S字やレーンチェンジでGの向きが急変した瞬間に、

ボディの剛性感が抜けるヒステリシスを抑止。

過敏でもダルでもない、リニアな操舵としなやかな路面追従。

装着して最初の交差点を曲がっただけで、ただ硬いだけではない、

進化したボディ剛性コントロールを誰もが体感できる。



1 2 1 3表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

フロント リヤ

STIシフトノブ（6MT）
¥18,900
［¥17,000＋　¥500］SG117CA010
＊スバル純正保証対象。

STIシフトノブ（6AT）
¥18,900
［¥17,000＋　¥500］SG117CA020
＊スバル純正保証対象。

STIギヤシフトレバー（6MT）
￥41,040（工賃別）
［¥38,000（工賃別）］ST35010AS000
＊シフトストローク短縮（前後方向に各約4mm） 
◆保証対象外。直接/間接的に起因する不具合
は車両保証対象外。【裏表紙参照】 ボンネットを開けるたびに目に映える、スポーツカーらしいディテールへのこだわり。

もちろんその全ては、クルマに付ける物として、譲れない信頼感に貫かれている。

◆

●+
●+
●+

写真は旧タイプ

シルバー ガンメタ ブラック

［¥27,000（工賃別）］ST26296ST020 〈GT（brembo製ディスクブレーキ車）を除く〉

［¥26,000（工賃別）］ST26296ST030 〈GT（brembo製ディスクブレーキ車）を除く〉

STIブレーキパッドセット（F/R）
フロント ¥29,160（工賃別）
リヤ　  ¥28,080（工賃別）

◆

STIアルミホイールセット（シルバー/ガンメタ/ブラック）　
17インチ ¥183,600
18インチ ¥181,440（工賃別）

［¥39,000＋　¥3,500］×4本 SG217CA000/010/020×4本 〈GT（brembo製ディスクブレーキ車）を除く17インチホイール車〉 ＊7J＋48、PCD100。 ＊スバル純正保証対象。

               ◆ ［¥42,000（工賃別）］×4本 ST28100MF250/260/280×4本 〈17インチホイール車〉 ＊7.5J＋48、PCD100。

ダイレクトなブレーキタッチだけでなく、

立ち上がりラインを決めるリリースポイントまで、

繊細にコントロールできる。

フロント周りのフレキシブルタワーバー&Vバー【P10】と組み合わせて、

ピュアスポーツの見せ場であるブレーキング&ターンインを

鮮やかにきめてみたい。

センシティブタッチなアルミ素材にパンチングレザーを組み合わせ、

重量も最適化したシフトノブは、AT/MT問わず質感の高いシフトフィールを堪能できる。

6速を意識せず、自然にトルクバンドをキープし、走りに集中したいなら、

レーシングユースの定番ジュラコン®シフトノブや、

6速クロスレシオを手首の返しで操れるギヤシフトレバーも試したい。

スピニング工法でリム部を圧延成型した鋳造ホイール。

17インチホイール車のインチアップにも対応し、

冬はノーマルホイール＋スタッドレス、

春～秋は大径ホイール＋扁平タイヤといった使い分けも愉しめる。

STIパフォーマンスマフラー　¥173,750（工賃別）
［¥159,000（工賃別）］ST44300AS020
　ガスケット［¥660（工賃別）］44022AA131
　セルフロックナット［¥80（工賃別）］×2個  902350001×2個
　マフラークッション［¥530（工賃別）］×2個  44066AJ010×2個
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】STIギヤシフトレバー（6MT）

￥41,040（工賃別）
［¥38,000（工賃別）］ST35010AS000
＊シフトストローク短縮（前後方向に各約4mm） 
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】

STIジュラコンシフトノブ（6MT）  
¥9,180
［¥8,000＋　¥500］SG117CA000
＊スバル純正保証対象。 
＊「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。

＊スポーツパッド（ストリート用）の為ジャダーや鳴きが発生したり、ディスク&パッドの摩耗が早い場合があります。
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

STIセキュリティホイールナットセット　
¥35,640（工賃別）
［¥33,000（工賃別）］ 〈アルミホイール車〉
＊ラグナット16個、ロックナット4個、専用工具付。
＊スバル純正保証対象外。SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

STIホイールナットセット（ブルー/ゴールド/ブラック）
￥21,600（工賃別）
［¥20,000（工賃別）］ 〈アルミホイール車〉
＊1台分20個セット。
＊スバル純正保証対象外。SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

STIバルブキャップセット
￥4,212（工賃別）
［¥3,900（工賃別）］
＊スバル純正保証対象外。SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

＊STIロゴ入りセンターキャップ、エアバルブ付属。 ＊18インチホイールはミシュランPilot Super Sport 225/40ZR18（92Y）XL 装着を推奨（指定空気圧：フロント240kPa/リヤ240kPa）
◆18インチはスバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

SAA カラードカバーコレクター
￥4,860（工賃別）
［¥4,500（工賃別）］SAA3240210〈AT車用〉
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

STIオイルフィラーキャップ
￥9,504（工賃別）
［¥8,800（工賃別）］ ＊ガスケットは標準キャップの物を使用。
＊スバル純正保証対象外（STI１年保証）。
  SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

STIバッテリーホルダー
￥9,504（工賃別）◆
［¥8,800（工賃別）］ST82182ST000
〈RA Racing、R Customize Package除く〉 ＊D型バッテリー用。
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

STIジュラコンシフトノブ（6MT）  
¥9,180
［¥8,000＋　¥500］SG117CA000
＊スバル純正保証対象。 
＊「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。

STIパフォーマンスマフラー　¥173,750（工賃別）
［¥159,000（工賃別）］ST44300AS020
　ガスケット［¥660（工賃別）］44022AA131
　セルフロックナット［¥80（工賃別）］×2個  902350001×2個
　マフラークッション［¥530（工賃別）］×2個  44066AJ010×2個
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

STIアルミホイールセット（シルバー/ガンメタ/ブラック）　
17インチ ¥183,600
18インチ ¥181,440（工賃別）

m e c h a n i z m

［¥27,000（工賃別）］ST26296ST020 〈GT（brembo製ディスクブレーキ車）を除く〉

［¥26,000（工賃別）］ST26296ST030 〈GT（brembo製ディスクブレーキ車）を除く〉

STIブレーキパッドセット（F/R）
フロント ¥29,160（工賃別）
リヤ　  ¥28,080（工賃別）

ダイレクトなブレーキタッチだけでなく、

立ち上がりラインを決めるリリースポイントまで、

繊細にコントロールできる。

フロント周りのフレキシブルタワーバー&Vバー【P10】と組み合わせて、

ピュアスポーツの見せ場であるブレーキング&ターンインを

鮮やかにきめてみたい。

センシティブタッチなアルミ素材にパンチングレザーを組み合わせ、

重量も最適化したシフトノブは、AT/MT問わず質感の高いシフトフィールを堪能できる。

6速を意識せず、自然にトルクバンドをキープし、走りに集中したいなら、

レーシングユースの定番ジュラコン®シフトノブや、

6速クロスレシオを手首の返しで操れるギヤシフトレバーも試したい。

スピニング工法でリム部を圧延成型した鋳造ホイール。

17インチホイール車のインチアップにも対応し、

冬はノーマルホイール＋スタッドレス、

春～秋は大径ホイール＋扁平タイヤといった使い分けも愉しめる。

6MT6AT6MT

STIシフトノブ（6MT）
¥18,900
［¥17,000＋　¥500］SG117CA010
＊スバル純正保証対象。

※SUBARUオンラインショップ は参考掲載品。スバル純正保証や車両クレーム保証は対象外。予告なくモデルチェンジおよび販売終了する場合があります。詳しい保証内容やラインナップはホームページ等をご覧ください。

STIシフトノブ（6AT）
¥18,900
［¥17,000＋　¥500］SG117CA020
＊スバル純正保証対象。

STIギヤシフトレバー（6MT）
￥41,040（工賃別）
［¥38,000（工賃別）］ST35010AS000
＊シフトストローク短縮（前後方向に各約4mm） 
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
　【裏表紙参照】

STIジュラコンシフトノブ（6MT）  
¥9,180
［¥8,000＋　¥500］SG117CA000
＊スバル純正保証対象。 
＊「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。

＊スポーツパッド（ストリート用）の為ジャダーや鳴きが発生したり、ディスク&パッドの摩耗が早い場合があります。
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

brake touch

shift feel

inch up

ピュアスポーツらしいサウンド＆パワーフィールを追求し、

プリ/メインのデュアルサイレンサーを採用した低背圧マフラー。

スラッシュカット左右2本出しのφ120テールパイプは、

リヤアンダーディフューザー【P19】にも映える。

exhaust note

ボンネットを開けるたびに目に映える、スポーツカーらしいディテールへのこだわり。

もちろんその全ては、クルマに付ける物として、譲れない信頼感に貫かれている。
open the bonnet

［¥39,000＋　¥3,500］×4本 SG217CA000/010/020×4本 〈GT（brembo製ディスクブレーキ車）を除く17インチホイール車〉 ＊7J＋48、PCD100。 ＊スバル純正保証対象。

               ◆ ［¥42,000（工賃別）］×4本 ST28100MF250/260/280×4本 〈17インチホイール車〉 ＊7.5J＋48、PCD100。

ピュア ス ポ ー ツ で 味 わうワ ークス・クオリティ。

◆

◆

STIセキュリティホイールナットセット　
¥35,640（工賃別）
［¥33,000（工賃別）］ 〈アルミホイール車〉
＊ラグナット16個、ロックナット4個、専用工具付。
＊スバル純正保証対象外。SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

STIホイールナットセット（ブルー/ゴールド/ブラック）
￥21,600（工賃別）
［¥20,000（工賃別）］ 〈アルミホイール車〉
＊1台分20個セット。
＊スバル純正保証対象外。SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

STIバルブキャップセット
￥4,212（工賃別）
［¥3,900（工賃別）］
＊スバル純正保証対象外。SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

＊STIロゴ入りセンターキャップ、エアバルブ付属。 ＊18インチホイールはミシュランPilot Super Sport 225/40ZR18（92Y）XL 装着を推奨（指定空気圧：フロント240kPa/リヤ240kPa）
◆18インチはスバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

●+
●+
●+

◆

シルバー ガンメタ

写真は旧タイプ

ブラック

SAA カラードカバーコレクター
￥4,860（工賃別）
［¥4,500（工賃別）］SAA3240210〈AT車用〉
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

STIオイルフィラーキャップ
￥9,504（工賃別）
［¥8,800（工賃別）］ ＊ガスケットは標準キャップの物を使用。
＊スバル純正保証対象外（STI１年保証）。
  SUBARUオンラインショップ取扱い商品です。
  品番等詳しくは www.subaruonline.jp をご覧ください。

STIバッテリーホルダー
￥9,504（工賃別）◆
［¥8,800（工賃別）］ST82182ST000
〈RA Racing、R Customize Package除く〉 ＊D型バッテリー用。
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
　直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】



表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。★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Ⅴ ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が車両1台 につき1個必要（ベースキットには同梱済み。ナビ装着には不要）。 1 4 1 5

UltrasuedeⓇ 、ウルトラスエードⓇは東レ株式会社の登録商標です。

インパネパネル（メッシュタイプ）
￥14,040 
［¥12,000＋　¥1,000］J1317CA200 ＊交換タイプ。
＊カーボンメッシュ柄とは異なる独自の意匠です。

コーナリング中の外光変化など、光の角度によって
移り変わる表情を愉しめる、ナビ周りと助手席側の
インストルメントパネル。通常のカーボンメッシュ
柄とも違う独特のテクスチャーが、さりげなくス
ポーティ&エレガンスな印象を与えてくれます。

ツインフットランプ（ブルー/アンバー）
￥17,280★
［¥12,000＋　¥4,000］H7017CA000〈RA Racing除く〉
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が
車両1台につき1個必要。【下記】
＊スモールランプ連動（アンバー）/ドア連動（ブルー）

SAA イルミ付USB電源  ¥12,960
［¥9,000＋　¥3,000］SAA3060400 〈RA Racing除く〉
＊iPhone/iPadなど一般的なスマートフォン/タブレットで使用可。
＊センターコンソールのアクセサリーパワーソケット上部に装着。
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間
接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

ドアを開けると明るいブルー、スモールランプ点灯時
は穏やかなアンバーでフロアを照らすLEDランプ。

リヤシートに荷物を放り込んでおけて、2シーター
ライクなルックスも演出。

クリーンボックス ¥9,720
［¥8,000＋　¥1,000］J2017AJ000
＊汎用色 ＊センターコンソール助手席側に装着。

SAA 車載用プラズマクラスターイオン
発生機（ブラック/イオンブルー/ホワイト）
オープン価格
SAA3250344BK / IL / WT
＊価格は販売店にお問い合わせください。＊車両アクセサ
リーソケット（シガーライター）とUSB電源に対応。＊本体と
車両電子キーとは、30cm程度以上離して下さい。本体の
電波と干渉し電子キーを認識しない場合があります。
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間
接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

プライバシーカバー ¥15,120
［¥12,000＋　¥2,000］J5017CA300 〈RA Racing除く〉
＊チャイルドシートと共着不可。
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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。

リヤバンパーカバー ￥11,880
［¥10,000＋　¥1,000］E1017CA000 〈RA Racing除く〉
＊合成皮革＋ソフトパッド。 ＊走行中は車外に出さないで
ください。

トランクマットの上に敷いて使う事もでき、荷物も
滑りにくい便利な撥水トレー。

トランクソフトトレー ￥11,880
［¥11,000］J5017CA100 〈RA Racing除く〉
＊トランクマットの上から敷く事もできます。

トランクマット ￥11,880
［¥11,000］J5017CA000 〈RA Racing除く〉
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b

c

以下3点（単品合計価格￥55,080）のパッケージです（単品購入も可）。　

シガーライターキット ¥6,480 
［¥3,000＋　¥3,000］H6718CA000
＊アクセサリーソケットと交換取付。

6

ドライバーの操作系だけでなく、乗る人すべてに上質なタッチフィールを。ドアパ

ネル内側にレイアウトされた、注目のインテリアクロス「ウルトラスエード®」。東レ

のコア技術による、束状の超極細繊維を緻密に絡み合わせたスエード調人工皮革

に、グリップ感のいいパンチングを施し、インテリアに馴染む色合いに仕上げた

SUBARU BRZ純正の逸品。スポーツ
ドライビングの心地よい疲れを癒す

ような「触れる上質」を、ともに過ごす

人にも味わっていただけます。

あなたに触れる上質。ウルトラスエード®。

ドアトリムパネル左右 ¥18,360
［¥15,000＋　¥2,000］J1317CA310

ドアアームレスト左右 ¥18,360
［¥15,000＋　¥2,000］J1317CA320

ドアニーパッド左右 ¥18,360
［¥15,000＋　¥2,000］J1317CA330 

STIプッシュエンジンスイッチ◆
¥16,200（工賃別）
［¥15,000（工賃別）］ST83031ST030
〈キーレスアクセス&プッシュスタート車〉
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間
接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

ドアトリムパネル左右 ¥18,360
［¥15,000＋　¥2,000］J1317CA310

ドアアームレスト左右 ¥18,360
［¥15,000＋　¥2,000］J1317CA320

ドアニーパッド左右 ¥18,360
［¥15,000＋　¥2,000］J1317CA330 

I N T E R I O R

インパネパネル（メッシュタイプ）
￥14,040 
［¥12,000＋　¥1,000］J1317CA200 ＊交換タイプ。
＊カーボンメッシュ柄とは異なる独自の意匠です。

STIプッシュエンジンスイッチ◆
¥16,200（工賃別）
［¥15,000（工賃別）］ST83031ST030
〈キーレスアクセス&プッシュスタート車〉
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。直接/間
接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

コーナリング中の外光変化など、光の角度によって
移り変わる表情を愉しめる、ナビ周りと助手席側の
インストルメントパネル。通常のカーボンメッシュ
柄とも違う独特のテクスチャーが、さりげなくス
ポーティ&エレガンスな印象を与えてくれます。

ツインフットランプ（ブルー/アンバー）
￥17,280★
［¥12,000＋　¥4,000］H7017CA000〈RA Racing除く〉
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が
車両1台につき1個必要。【下記】
＊スモールランプ連動（アンバー）/ドア連動（ブルー）

SAA イルミ付USB電源  ¥12,960
［¥9,000＋　¥3,000］SAA3060400 〈RA Racing除く〉
＊iPhone/iPadなど一般的なスマートフォン/タブレットで使用可。
＊センターコンソールのアクセサリーパワーソケット上部に装着。
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間
接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

ドアを開けると明るいブルー、スモールランプ点灯時
は穏やかなアンバーでフロアを照らすLEDランプ。

リヤシートに荷物を放り込んでおけて、2シーター
ライクなルックスも演出。

クリーンボックス ¥9,720
［¥8,000＋　¥1,000］J2017AJ000
＊汎用色 ＊センターコンソール助手席側に装着。

SAA 車載用プラズマクラスターイオン
発生機（ブラック/イオンブルー/ホワイト）
オープン価格
SAA3250344BK / IL / WT
＊価格は販売店にお問い合わせください。＊車両アクセサ
リーソケット（シガーライター）とUSB電源に対応。＊本体と
車両電子キーとは、30cm程度以上離して下さい。本体の
電波と干渉し電子キーを認識しない場合があります。
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間
接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

プライバシーカバー ¥15,120
［¥12,000＋　¥2,000］J5017CA300 〈RA Racing除く〉
＊チャイルドシートと共着不可。
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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。

リヤバンパーカバー ￥11,880
［¥10,000＋　¥1,000］E1017CA000 〈RA Racing除く〉
＊合成皮革＋ソフトパッド。 ＊走行中は車外に出さないで
ください。

トランクマットの上に敷いて使う事もでき、荷物も
滑りにくい便利な撥水トレー。

トランクソフトトレー ￥11,880
［¥11,000］J5017CA100 〈RA Racing除く〉
＊トランクマットの上から敷く事もできます。

トランクマット ￥11,880
［¥11,000］J5017CA000 〈RA Racing除く〉
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C O N T I N U E  P U R E  S P O R T S  L I F E .

a

a

b

c

bc

以下3点（単品合計価格￥55,080）のパッケージです（単品購入も可）。　

UltrasuedeⓇ 、ウルトラスエードⓇは東レ株式会社の登録商標です。

インテリアパッケージ（ウルトラスエード） ¥46,440 ［¥39,000＋　¥4,000］ J1317CA300

大好きなクルマと、暮らしていきたい。

特別なピュアスポーツを、普段の生活で、快適に使いこなせる贅沢。

クルマのいちばん純粋な愉しさを、

ともに過ごす大切な人たちと、安心して分かちあえる歓び。

美しいピュアスポーツ・ライフを、いつまでも、心おきなく愉しむために。

多彩なSUBARU BRZ純正アクセサリーをご用意しています。

写真は他車種

シガーライターキット ¥6,480 
［¥3,000＋　¥3,000］H6718CA000
＊アクセサリーソケットと交換取付。
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ドライバーの操作系だけでなく、乗る人すべてに上質なタッチフィールを。ドアパ

ネル内側にレイアウトされた、注目のインテリアクロス「ウルトラスエード®」。東レ

のコア技術による、束状の超極細繊維を緻密に絡み合わせたスエード調人工皮革

に、グリップ感のいいパンチングを施し、インテリアに馴染む色合いに仕上げた

SUBARU BRZ純正の逸品。スポーツ
ドライビングの心地よい疲れを癒す

ような「触れる上質」を、ともに過ごす

人にも味わっていただけます。

あなたに触れる上質。ウルトラスエード®。



表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。★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Ⅴ ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が車両1台 につき1個必要（ベースキットには同梱済み。ナビ装着には不要）。 1 6 1 7

リヤビューカメラ（C-MOS） ￥42,120＊★
［￥26,000＋   ￥13,000］H0017CA310 〈ディーラーOPナビ車（RA Racing除く）〉
 ＊DIATONEナビ接続時は カメラ接続ケーブル ¥1,620［¥1,500］H0014AJ310 が別途必要。
★のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が車両1台につき1個必要【下記】。　　

※ガイドライン表示可（ステアリング連動不可）。表示内容はナビにより異なります。 ※バンパー上面の太陽の
反射光などにより、映像が見づらくなることがあります。※カメラの汚れ、水滴などが付着すると画像が不明瞭
になる場合があります。 ※夜間画像は輪郭をはっきりさせるため色の再現性を抑えています。 ※カメラ位置
の関係で、アングルは完全な真後ろ正面ではありません。

※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。

※画面はハメコミ合成イメージです。自車の車体の映りこみ、画質、マーカーや注意文など画面表示の内容・有無は、接続するナビや車種/共着オプションにより異なります。※高圧洗車機によるカメラ/センサー部への噴射等はしない
でください。泥等で汚れた場合は拭いてください。※カメラ/センサーの映写/感知範囲は限られています。必ず前後左右を目視確認してください。夜間も車両のライトの明かりで画像が映りますが特にご注意ください。※カメラ/セン
サー類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。

ディーラーOPナビのモニターで後方確認できるリヤビューカメラ。駐車時に便利な
ガイドライン付きで、スポーツカーに安心の後方視界を与えてくれます。

腕におぼえがあっても面倒な、縦列・並列駐車や路地走行もスマートに。フロント左右や
後方の障害物接近をブザー&インジケーターで知らせてくれるコーナーセンサー。安全は
もちろん、美しいボディを傷付けないために。スポーツカーこそ備えたいアイテムです。

コーナーセンサー （フロント2センサー） ¥45,360★ 
［¥35,000＋　¥7,000］
ホワイト：H4817CA000、ブラック：H4817CA011、シルバー：H4817CA020、ブルー：H4817CA030
〈RA Racing除く〉

バックセンサー （リヤ4センサー） ¥64,800★ 
［¥50,000＋　¥10,000］
ホワイト：H4817FJ800、ブラック：H4817FJ815、シルバー：H4817FJ820、ブルー：H4817CA830
〈RA Racing除く〉

コーナーセンサー&バックセンサー ¥86,400★
コーナーセンサー （フロント2センサー）［¥35,000＋　¥7,000］
　ホワイト：H4817CA000、ブラック：H4817CA011、シルバー：H4817CA020、ブルー：H4817CA030
    ハーネスリヤ［¥8,000＋　¥6,000］ H4817FJ801    
　センサー［¥6,000］×4 
　ホワイト：H4817FJ501×4個、ブラック：H4817SG011×4個、シルバー：H4817FJ521×4個、ブルー：H4817VA103×4個 
〈RA Racing除く〉
★のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1個必要【下記】。　

センサー本体は4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以下。
●ホワイト ： クリスタルホワイト・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、ピュアレッド、ラピスブルー・パール（●ブルーも推奨）
●シルバー ： アイスシルバー・メタリック
●ブルー ： WRブルー・パール、ラピスブルー・パール（◯ブラックも推奨）

●+
●+

D r i v e  a s s i s t

リモコンエンジンスターター　
￥74,520
［¥60,000＋   ¥9,000］H0017CA000
〈キーレスアクセス&プッシュスタート付AT車〉
※リモコンエンジンスターターでの始動時ハザードが点滅し
ます（ランプやアクセサリーライナーもスイッチの位置によ
り点灯）。※通信距離は周囲の建物環境等により大きく影響
を受けることがあります。※エンジン作動中はキーレスアク
セス等の作動範囲が狭くなることがあります。※本機使用に
よるエンジン始動時のエアコン動作モードは車種により異な
ります。詳細は販売店へお問合せ下さい。※使用にあたって
は、各自治体の条例等を厳守してください。罰則が適用され
る場合があります。※一般公道や閉め切った場所でのご使用
はおやめください。

ドアミラーオートシステム ¥15,120
［¥10,000＋   ¥4,000］H2717CA000 〈RA Racing除く〉

乗る前にアイドリングを開始でき、エアコンも
効いてから乗車できます。

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

ＬＥＤフォグランプキット ￥49,680
［¥40,000＋　¥6,000］H4518CA010
（リヤフォグランプ車用は H4518CA020）
〈RA Racing 除く。＊SとGTには標準装備。〉

リヤフォグランプキット ￥27,000
［¥20,000＋　¥5,000］SとGTは H4518CA101、R（カスタ
マイズパッケージ含む）は H4518CA121（ディーラーOP
のLEDフォグランプキット車は H4518CA111）。

スバルらしい全天候ピュアスポーツとして、様々
なコンディションで視界と被視認性を向上する
前後のフォグランプ。

エアロブレード
運転席 ￥4,320［¥4,000］H6577CA200

助手席 ￥4,320［¥4,000］H6577CA201

※ボッシュ社製。

ウインターブレード
運転席 ￥5,940［¥5,500］H6577YA008

助手席 ￥4,212［¥3,900］H6577YA006

悪天候時の視界を確保するワイパー。高速走行
時のワイパー浮き上がりを防ぐエアロタイプと、
グラファイトコーティングで降雪時や霜が降りた
際の作動もスムーズな冬用も選べます。

スプリングチェーン（16/17インチ）
205/55R16タイヤ用 ￥29,160
［¥27,000］B3177AE000

215/45R17タイヤ用 ￥29,160
［¥27,000］B3177AC000
＊冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場
合があります。＊走行状況によりアルミホイールが傷つく
事があります。

ボディカバー ¥23,760 
［¥22,000］M0017CA000
＊防炎タイプ。＊ポリエステル製。

get on & off

all weatherparking
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コーナーセンサー （フロント2センサー） ¥45,360★ 
［¥35,000＋　¥7,000］
ホワイト：H4817CA000、ブラック：H4817CA011、シルバー：H4817CA020、ブルー：H4817CA030
〈RA Racing除く〉

バックセンサー （リヤ4センサー） ¥64,800★ 
［¥50,000＋　¥10,000］
ホワイト：H4817FJ800、ブラック：H4817FJ815、シルバー：H4817FJ820、ブルー：H4817CA830
〈RA Racing除く〉

コーナーセンサー&バックセンサー ¥86,400★
コーナーセンサー （フロント2センサー）［¥35,000＋　¥7,000］
　ホワイト：H4817CA000、ブラック：H4817CA011、シルバー：H4817CA020、ブルー：H4817CA030
    ハーネスリヤ［¥8,000＋　¥6,000］ H4817FJ801    
　センサー［¥6,000］×4 
　ホワイト：H4817FJ501×4個、ブラック：H4817SG011×4個、シルバー：H4817FJ521×4個、ブルー：H4817VA103×4個 
〈RA Racing除く〉
★のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1個必要【下記】。　

リヤビューカメラ（C-MOS） ￥42,120＊★
［￥26,000＋   ￥13,000］H0017CA310 〈ディーラーOPナビ車（RA Racing除く）〉
 ＊DIATONEナビ接続時は カメラ接続ケーブル ¥1,620［¥1,500］H0014AJ310 が別途必要。
★のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が車両1台につき1個必要【下記】。　　

※ガイドライン表示可（ステアリング連動不可）。表示内容はナビにより異なります。 ※バンパー上面の太陽の
反射光などにより、映像が見づらくなることがあります。※カメラの汚れ、水滴などが付着すると画像が不明瞭
になる場合があります。 ※夜間画像は輪郭をはっきりさせるため色の再現性を抑えています。 ※カメラ位置
の関係で、アングルは完全な真後ろ正面ではありません。

※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。

※画面はハメコミ合成イメージです。自車の車体の映りこみ、画質、マーカーや注意文など画面表示の内容・有無は、接続するナビや車種/共着オプションにより異なります。※高圧洗車機によるカメラ/センサー部への噴射等はしない
でください。泥等で汚れた場合は拭いてください。※カメラ/センサーの映写/感知範囲は限られています。必ず前後左右を目視確認してください。夜間も車両のライトの明かりで画像が映りますが特にご注意ください。※カメラ/セン
サー類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。

センサー本体は4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以下。
●ホワイト ： クリスタルホワイト・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、ピュアレッド、ラピスブルー・パール（●ブルーも推奨）
●シルバー ： アイスシルバー・メタリック
●ブルー ： WRブルー・パール、ラピスブルー・パール（◯ブラックも推奨）

腕におぼえがあっても面倒な、縦列・並列駐車や路地走行もスマートに。フロント左右や
後方の障害物接近をブザー&インジケーターで知らせてくれるコーナーセンサー。安全は
もちろん、美しいボディを傷付けないために。スポーツカーこそ備えたいアイテムです。

ディーラーOPナビのモニターで後方確認できるリヤビューカメラ。駐車時に便利な
ガイドライン付きで、スポーツカーに安心の後方視界を与えてくれます。

7
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●フロント/リヤコーナー
　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°

画角：水平約138°／垂直約108°約30万画素C-MOSカメラ

インジケーター

ページ全体を写してください。

乗降シーン動画をご覧ください。

●+
●+
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表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税8%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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。★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Ⅴ ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が車両1台 につき1個必要（ベースキットには同梱済み。ナビ装着には不要）。 1 8 1 9

ナンバープレート
ロック

サイドフィン
ブレード

リヤアンダー
ディフューザー

ホイールロック
セット

単品合計価格
のれんわけハーネスⅤ
【下記】含む

フロアカーペット キット価格 価格内訳 品番
スポーツ

ベースキット〈RA Racing 除く〉 ★ベースキットには のれんわけハーネスⅤ【下記】が同梱されています。

［¥84,000＋　¥9,500］

［¥88,000＋　¥9,500］

［¥127,000＋　¥13,500］

［¥131,000＋　¥13,500］

¥110,700

¥116,100

¥175,500

¥180,900

¥100,980
¥105,300
¥151,740
¥156,060

※商品解説、共着不可品、保証内容、注意事項等は各構成品のページをご覧ください。

ナンバープレート
ベース（2枚）

LED 
アクセサリー
ライナー

P0017CA600

P0017CA601

P0017CA610

P0017CA611

STI パフォーマンス
パッケージ

     

単品合計価格（特典エンブレム含まず） 
￥333,288

パッケージ価格（特典エンブレム含む）  
￥297,648
STI スポーツパッケージ
［¥145,000＋　¥23,000］P0017CA650
   ナット［¥100×6個］20327CA010×6個
   コンプリートキット
［￥97,000＋　¥10,000］STPKG00AS002
＊コンプリートキットのみの購入はできません
（エンブレム以外の単品購入は可）。
 

STI スポーツ
パッケージ

     

単品合計価格 
￥209,088

パッケージ価格 
￥182,088 
［¥145,000＋　¥23,000］P0017CA650
    ナット［¥100×6個］20327CA010×6個
 

D r i v e  a s s i s t

SAA ドライブレコーダー  ¥29,430★
［¥23,250＋　¥4,000］SAA3060320 〈RA Racing除く〉
＊ナビ接続は不可。＊車内会話も録音可（OFFスイッチ付）。
＊写真のPCビュワー（GPS・Googleマップ連動）の使用に
はWindows PCが必要です。
★のれんわけハーネスⅤ ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が
車両1台につき1個必要【下記】。

■SAAドライブレコーダーの注意事項　※Gセンサーにより衝撃
を判定しますが、イベント記録が作動しない場合があります。※す
べての状況において録画することを保証するものではありませ
ん。本機および車体の損傷や水没などで、記録機能が正常に作動
しない場合があります。※LED灯火類は点滅したり光っていないよ
うに映る事があります。また距離によってカメラの焦点が合わない
場合があります。※本機の故障、記録データの破損等によるあらゆ
る損害について、一切の責任を負いません。※録画した映像を事
故時の示談交渉や法的手続きに使用する場合、必ずしも直接的証
拠としての効力を保証するものではありません。※記録した映像
等は、プライバシーや著作権など法や条例に抵触しないようご使用
ください。※Googleマップ およびGoogle Earth は、Google 
Inc. の商標または登録商標です。

万一の事故だけでなく、カメラが間に合わない通り
すがりの出来事も記録。ワインディングやサーキット
走行会では車載カメラ感覚で使え、microSD対応
スマートフォン等でその場で観たり、SNSや動画
サイトへのアップも容易。クルマの新しい愉しみ方
も提案する、約200万画素フルHDのドライブレ
コーダーです。

ISO FIXチャイルドシート ￥84,240
［¥78,000］F4107YA400 〈RA Racing除く。
＊プライバシーカバーと共着不可〉＊サポートレッグ付ベー
スシートで前向き固定のみ。

ユニバーサルチャイルドシート
￥38,880
［¥36,000］F4107YA310 〈RA Racing除く。＊プライバ
シーカバーと共着不可〉 ＊シートベルトで前向き固定のみ。

SAA セーフティサポートキット
￥6,264
［¥5,800］SAA1020005
●三角停止表示板（ハードケース入り）●非常信号灯（LED
タイプ）●蛍光安全ベスト（オレンジ色）●ＬＥＤライト●レイ
ンコート●SUBARUロゴ入りクッションケース（B5）

SAA エマージェンシーサポートキット
￥19,224
［¥17,800］SAA1020010
上記セーフティサポートキットに加え●レスキューツール
（ガラスハンマー&ベルトカッター）●牽引ロープ●ブース
ターケーブル●輪留め（2個）●ゴム製手袋（1双）●SUBARU
ロゴ入り専用巾着袋
◆スバル純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間
接的に起因する不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】

スペアホイールキット ¥17,604
［¥12,300＋　¥4,000］B3118CA000
〈GTとRA Racing除く〉
＊スペアタイヤT135/80D16用。タイヤ本体は含まれません。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）
￥6,480
［¥5,500＋　¥500］M0077YA050

事故や故障への備えも、スポーツカーのモラルです。

2ステップで操作できる簡易消火具に、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

と、ドアウインドゥ破砕用ハンマー機能を一体化。

簡単・確実に着脱できる、テザーベルト不要のサ

ポートレッグ付ベースシートを採用。9～18kg
までのお子様に対応します。

シートベルトで固定できるユニバーサルタイプ。

9～18kgまでのお子様に対応します。

drive recorder

emergency 

child seat
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ページ全体を写してください。

写真はエマージェンシーサポートキット

写真は他車種

サポートレッグ付
ISO FIXチャイルドシートの
着脱動画をご覧ください。

b a s e  k i t

S T I  p a c k a g e

フロントアンダースポイラー

サイドアンダースポイラー

リヤサイドアンダースポイラー

フレキシブルタワーバー

STIパフォーマンスパッケージ特典

+
P08

P09

P09

P10

フレキシブルVバー ◆

フレキシブルドロースティフナー ◆

STI Performanceエンブレム◆ 

P10

P10

（工賃¥3,240）［　¥3,000］ ＊サイド×2、リヤ×1。

（STIスポーツパッケージ）

（コンプリートキット）

非売品

●+
●+

●+

※商品解説、共着不可品、保証内容、注意事項等は各構成品のページをご覧ください。

［¥84,000＋　¥9,500］

［¥88,000＋　¥9,500］

［¥127,000＋　¥13,500］

［¥131,000＋　¥13,500］

P0017CA600

P0017CA601

P0017CA610

P0017CA611

¥110,700

¥116,100

¥175,500

¥180,900

¥100,980
¥105,300
¥151,740
¥156,060
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ナンバープレート
ベース（2枚）

ナンバープレート
ロック

LED 
アクセサリー
ライナー

サイドフィン
ブレード

リヤアンダー
ディフューザー

ホイールロック
セット

単品合計価格
のれんわけハーネスⅤ
【下記】含む

フロアカーペット キット価格 価格内訳 品番
スポーツ

ベースキット〈RA Racing 除く〉 ★ベースキットには のれんわけハーネスⅤ【下記】が同梱されています。

▶

▶

▶

▶

写真はフォグランプ付車

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIパーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、
　富士重工業（株）の車両クレームと車両保証の対象外となります。
◆印はSTI独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016年10月以降にSTI指定ショップ
　での取付け後、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。
　STI指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証
　ページをご覧ください。
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ナンバープレートベース  
¥3,240/1枚
［¥3,000］J1017FG000
〈字光式ナンバー使用不可〉
＊樹脂製。
＊1台分は2枚必要。

ナンバープレートロック  
¥3,240
［¥3,000］J1077YA003
〈字光式ナンバー使用不可〉
＊封印部除く3個&専用キー&レンチ。 
＊マックガード社製。

LEDアクセサリーライナー
¥45,360★
［¥35,000＋　¥7,000］H4517CA100
〈RA Racing 除く〉
＊左右セット。＊OFFスイッチ付。
＊他の灯火類と発光色が異なります。
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ 
H0077AL000 が車両1台につき1個必要【下記】。
ただしベースキットでの購入時はベースキット同梱
済みのため不要。

サイドフィンブレード  
¥15,120
［¥12,000＋　¥2,000］E7117CA010
＊サテンメッキ。

フロアカーペット  
¥38,340
［¥35,000＋　¥500］J5017CA210
〈RA Racing 除く〉
＊4席分4枚セット。 
＊運転席2点留め。 
＊吸音タイプ。

フロアカーペット（スポーツ）
¥43,740
［¥40,000＋　¥500］J5017CA220
〈RA Racing 除く〉
＊4席分4枚セット。 
＊運転席2点留め。 
＊吸音タイプ。

リヤアンダーディフューザー　
¥57,240
［¥50,000＋　¥3,000］E5617CA000
＊オフブラック。
＊装着部地上高が変わります。

ホイールロックセット  
¥7,560
［¥6,000＋　¥1,000］B3277YA000
〈アルミホイール車のみ〉　
＊4輪分4個&専用キー。 
＊マックガード社製。
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