さりげ な い 所 が 上 質 な 人 は 、す べ て が 上 質 な 気 が す る 。

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

SUBARU SMART STYLE
アクセスキー＆
キーケースセット
￥5,000

車検証ケース
￥4,200

R0077Y0002［￥4,762］

R0077Y0001［￥4,000］

独特の光沢をたたえた、
ブルーの車検証ケース。
表地にはキーケースと同じ、
ブランドバッグ等に使われる
表情豊かな高密度ナイロンを用い、
裏地のＰＶＣとあわせて、
しなやかな手触りに仕上げました。

アクセスキーをスマートに身に付けられる、
２トーン・ブルーのキーケース。
高密度ナイロン／合成皮革の
キーケース＆ストラップと、
本革アクセスキーケースのセットです。

ストラップのリングにはＳＵＢＡＲＵロゴを刻印。
安全のため、一定以上の荷重がかかると外れる
セイフティジョイントも採用しています。

ストラップはアクセスキー単体にも、
キーケース本体にも取付けでき、
複数の鍵を持ち歩く時にも便利。

STIロゴを刻 印したタンレザーカラーの車検証ケースもご用意しています。

表面にはＳＵＢＡＲＵオーナメントをあしらい、
中面は車検証などの車載書類、
カード類のスペースを設けています。

車検証ケース ￥6,615
R0077Y0000[￥6,300] ＊合成皮革 ＊ＳＴ
Ｉロゴ型押し

■「ＳＵＢＡＲＵお客様センター」 SUBAR Uコール 0 12 0 - 0 5 2 2 15

■インターネットでもアクセサリーを紹介しています。
SUBARUアクセサリーサイト

www.subaru.jp/accessory

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［

受付時間：9:0 0〜17:0 0（土日祝は9:0 0〜12:0 0、13:0 0〜17:0 0）
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12:0 0〜13:0 0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。

］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2011年8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。●ベースキットや各パッケージ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１年間またはその期間内でも走行距離２万ｋｍ以内。ただし富士重工業（株）が特に指定する用品は、取付け後３年間またはその期間内でも走行距離６万ｋｍ以内のいずれかを超えるまでと
なります。●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。●本カタログに掲載の商品は、
フォレスターに装着した場合にのみ、保証が適用されます。●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。

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1
スバル部品用品本部 部品企画部（2011.8）
注 文 番 号 ：b0111307

この用紙は持続可能に管理された
森林からの原材料および管理材が
使用されています。

2 0 11. 8 ~

2011.8〜

Performance Custom
ワインディングロードを俊敏に走る。そんな気持ちの良いドライビングを、
スタイリッシュパッケージと
STIスポーツパーツでよりスポーティに。精悍さと強さを併せ持つ個性が、
あらゆる道を颯爽と駆け抜ける。
企画・開発：スバルテクニカインターナショナル株式会社／
販売元：富士重工業株式会社
お問い合わせ：スバルテクニカインターナショナル株式会社 営業部
TEL 0422-33-7848まで 受付時間：10：00〜17：00（平日）

新たに純正品として認定・保証を与えられた、STIスポーツパーツ

アルミ製タワーバーを分割しリンクボールを入れた、
全く新しい概念のタワーバー。ハンドリングだけでなく、
乗り心地も向上させます。

フレキシブルタワーバー ￥34,650
〈全車〉SG517SC100
［￥30,000＋ ￥3,000］

アルミニウムとディンプル加工を施した
本革のコンビネーションで高級感を演出。

シフトノブ（ＡＴ） ￥21,525
〈AT車〉SG117FG010
［¥20,000＋

￥500］

PHOTO：
（左）
2.0XS アイスシルバー・メタリック ベースキット、
スタイリッシュパッケージ
（スポーツ）
、
メーカー装着オプション装着車
（右）
2.0XS アイスシルバー・メタリック ベースキット、
スタイリッシュパッケージ
（ユーロ）
、
メーカー装着オプション装着車

S

PHOTO：AT車

t y l i s h p a c k a g e ( Spor ts & Euro)
スタイリッシュ パッケージ

滑り止め防止にラバーパッドとノンスリップシートを配置。
ペダルワークを考慮した形状を実現。

ペダルパッドセット
（AT/MT）
¥16,800（MT車は ¥19,950）
〈アルミパッド付スポーツペダル非装着車〉
AT車：SG317FG000
［¥13,000＋ ¥3,000］
MT車：SG317FG010
［¥15,000＋ ¥4,000］
本カタログに掲載の商品は、
フォレスターに装着した場合にのみ、保証が適用されます。
※STIパーツはP9にもご用意しております。

前後のデザインバランスに優れた純正フルエアロ。

スタイリッシュパッケージ（スポーツ） 単品合計価格 ¥162,750 → パッケージ価格 ¥147,000

スタイリッシュパッケージ（ユーロ） 単品合計価格 ¥162,750 → パッケージ価格 ¥147,000

〈全車＊共着不可品等は各構成品の欄をご参照ください。〉 スポーツ：P0017SC600##
［¥130,000＋ ￥10,000］ ユーロ：P0017SC680##
［¥130,000＋ ￥10,000］

フロントバンパースカート（スポーツ）￥50,400

フロントバンパースカート（ユーロ） ￥50,400

〈全車＊フロントアンダーガードと共着不可〉
E2417SC000##
［¥45,000＋ ￥3,000］
＊バンパー地上高が最大40mm下がります。
＊段差等ではバンパー破損のおそれがありますので注意して走行してください。

〈全車＊フロントアンダーガード、
フロントサイドビューカメラ
（CCD）
と共着不可〉
E2417SC100##
［¥45,000＋ ￥3,000］
＊バンパー地上高が最大45mm下がります。
＊段差等ではバンパー破損のおそれがありますので注意して走行してください。

カラーコード

2

（品番末尾の♯♯が以下の
カラーコードに対応しています）

セージグリーン・
HB メタリック
S-EDITIONを除く

オブシディアン
VW ブラック
・パール

アイスシルバー・
TQ メタリック

・
B7 マリンブルー
パール
X、
S-EDITIONを除く

ダークグレー・
EN メ
タリック
Xを除く

サイドアンダースカート ￥67,200
〈全車＊スプラッシュボード、
エアロスプラッシュと共着不可〉
E2617SC000##
［¥60,000＋ ￥4,000］
＊サイドシル地上高が最大45mm下がります。

ト・
WU サテンホワイ
パール

リヤバンパースカート ￥45,150
〈全車＊スプラッシュボード、
エアロスプラッシュ、
リヤアンダーガード、
トレーラーヒッチキットと共着不可〉
E5617SC000##
［¥40,000＋ ￥3,000］
＊バンパー地上高が最大30mm下がります。

ド・
RE カメリアレッ
パール
X、S-EDITIONを除く

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。
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Cross-country

Custom

自然を感じながら、パワフルな走りを愉しむ。そんなSUVならでは走りをいっそう引き立てるアクティブパッケージと
冒険心を刺激するアクセサリーパーツ。躍動感と遊び心に満ち溢れた、自分だけの一台へ。

カーゴルームプレート ￥14,700
〈全車〉
E1017SC000
［¥13,000＋

￥1,000］
＊ステンレス製

カーゴステップパネル（樹脂）￥11,550
〈全車〉
E7717SC100
［¥10,000＋

￥1,000］

カーゴステップパネル（ステンレス）￥14,700
〈全車〉
E7717SC000
［¥13,000＋

￥1,000］
＊ステンレス製

バックドアアシストハンドル ￥6,090
〈全車〉
F6057SC000
［¥3,800＋ ¥2,000］

リヤゲートを開けると、LEDが点灯。
夜間の積み降ろしもサポートします。スイッチによりOFFもできます。

LEDリヤハッチ ￥45,150
〈全車〉
Ｈ４６１７ＳＣ０００
［¥38,000＋ ￥５，
０００］

スイッチ部

PHOTO：2.0XS カメリアレッド•パール ベースキット、
アクティブパッケージ、
メーカー装着オプション装着車

A

ctive package
アクティブパッケージ

パドルランプも採用。純正ならではの完成度で楽しむ個性派スタイル。
単品合計価格 ¥111,300 → パッケージ価格 ¥101,850
〈全車＊共着不可品等は各構成品の欄をご参照ください。〉
P0017SC620
［¥81,000＋

￥16,000］

写真はイメージです
ージです。
トレーラー、
ジェットスキーは含まれません。

市販トレーラーを牽引するためのヒッチメンバー。ジェットスキー、
カートなど、
レジャーの幅が広がります。

トレーラーヒッチキット ￥112,350
フロントアンダーガード ￥33,600

パドルランプキット ￥44,100

〈全車＊フロントバンパースカートと共着不可〉
E5517SC000
［¥30,000＋ ￥2,000］
＊樹脂製です。金属製車体ガードではありません。

カラーコード

4

（品番末尾の♯♯が以下の
カラーコードに対応しています）

セージグリーン・
HB メタリック
S-EDITIONを除く

〈全車〉
H4717SC100
［¥30,000＋
【p14】
でもご紹介しています。

オブシディアン
VW ブラック
・パール

アイスシルバー・
TQ メタリック

リヤアンダーガード ￥33,600
〈全車＊リヤバンパースカートと共着不可〉
E5517SC100
［¥30,000＋ ￥2,000］
＊樹脂製です。金属製車体ガードではありません。

￥12,000］

・
B7 マリンブルー
パール
X、S-EDITIONを除く

ダークグレー・
EN メ
タリック
Xを除く

ト・
WU サテンホワイ
パール

〈全車＊リヤバンパースカート、バックセンサーは共着不可〉L1017SC000
［¥87,000＋ ￥20,000］
＊牽引許容重量（強度保証重量）750kg。ヒッチボール垂直荷重75Kgまで。
トレーラーが主ブレーキ無しの場合、牽引可能重量は
約600kgに制限されます。車検証への記載等詳細は、販売店にお問い合わせください。
＊ヒッチボールブラケットは着脱可
＊ヒッチボール2インチ、取付ボルト径3/4インチ
＊7極スリーブコンセント（7TS）
＊車両取付はボルトナット固定のため、改造申請は必要ありません。

ド・
RE カメリアレッ
パール
X、S-EDITIONを除く

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。
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S T Y L E

最 新 の S U Vスタイルを
完成させる。

B

ase kit
ベースキット
スタイリングを引き締めながら、ユーティリティも高める。
カーライフの基本アイテムを揃えたお得なキット。

ナンバープレートベース ￥3,150/１枚
〈全車＊字光式ナンバーと共着不可〉
J1017FG000［¥3,000］
＊樹脂製クロームメッキ

F

ナンバープレートロック ¥3,150／1台分封印部除く３個 フロアカーペット ¥26,775 ／1台分5枚
〈全車＊字光式ナンバーと共着不可〉
J1077YA003［¥3,000］

〈全車＊他のマット類と共着不可〉
J5017SC000VA
［¥25,000＋ ￥500］

PHOTO：2.0XS アイスシルバー•メタリック ベースキット、
フェイスパッケージ
（ユーロ）
、
メーカー装着オプション装着車

ace package
フェイスパッケージ

手軽に、鮮やかにイメージチェンジ。フォレスターのもうひとつの顔。

単品合計価格 ¥87,150 → パッケージ価格 ¥78,750

〈全車＊共着不可品等は各構成品の欄をご参照ください。〉スポーツ：P0017SC610##
［¥69,000＋ ￥6,000］
ユーロ ：P0017SC690##
［¥69,000＋ ￥6,000］

ドアバイザー ￥24,150

トノカバー ￥19,950

〈全車〉E3617SC000［¥20,000＋ ￥3,000］

〈全車〉65550SC000JC［¥19,000］

エアロスプラッシュ
セット
￥34,650

スプラッシュボード
セット
￥18,900
フロントグリル ￥36,750
〈全車〉J1017SC010##
［¥32,000＋

￥3,000］

フロントバンパースカート（スポーツ） ￥50,400

フロントバンパースカート（ユーロ） ￥50,400

〈全車＊フロントアンダーガードと共着不可〉
E2417SC000##
［¥45,000＋ ￥3,000］
＊バンパー地上高が最大40mm下がります。
＊段差等ではバンパー破損のおそれがありますので注意して走行してください。

〈全車＊フロントアンダーガード、
フロントサイドビューカメラ
（CCD）
と共着不可〉
E2417SC100##
［¥45,000＋ ￥3,000］
＊バンパー地上高が最大45mm下がります。
＊段差等ではバンパー破損のおそれがありますので注意して走行してください。

〈全車＊サイドアンダースカート，
リヤバンパースカートと共着不可〉
J1017SC000
［¥15,000＋ ¥3,000］

適 応 車 種

全 車

ルーフスポイラーキット
￥56,700
ウエストスポイラー
￥21,000

〈ルーフスポイラー非装着車〉
E7217SC000##
［¥48,000＋ ¥6,000］
＊標準装備のルーフスポイラーとは
形状が異なります。

〈全車＊サイドアンダースカート，
リヤバンパースカートと共着不可〉
J1017SC100##
［¥30,000＋ ¥3,000］

スタイリッシュパッケージ
装着車

ドアバイザー

ナンバー
プレートベース
（2枚）

ナンバー
スプラッシュ
フロアカーペット
プレートロック
ボードセット

つや消しのブラック塗装品も同価格で
ご用意しています。
（カラーコード：MC）

エアロ
スプラッシュ
セット

トノカバー

単品合計価格

キット価格

品番［税抜き価格内訳］

¥99, 225

▶

¥88,200

P0017SC000

［¥77,500＋ ¥6,500］

¥79, 275

▶

¥71,400

P0017SC001

［¥61,500＋ ¥6,500］

▶ ¥102,900

P0017SC010## ［¥91,500＋ ¥6,500］

¥95, 025

▶

¥85,050

P0017SC011## ［¥74,500＋ ¥6,500］

¥80, 325

▶

¥71,400

P0017SC100

［¥64,500＋ ¥3,500］

¥60, 375

▶

¥53,550

P0017SC101

［¥47,500＋ ¥3,500］

¥114, 975

ベースキットは、単品でお求めいただくより、お得な価格となっています。●＃＃
（色コード）
はボディ色に合わせてお選びください。つや消しのブラック塗装品も同価格でご用意しています。
（カラーコード：MC）

〈全車〉J1217SC000##
［¥19,000＋ ¥1,000］

リヤバンパースカートに
フィットするデザイン。

テールパイプカッターセット
￥11,550

PHOTO：
リヤバンパースカート＆テールパイプカッターセット装着車

カラーコード

6

（品番末尾の♯♯が以下の
カラーコードに対応しています）

セージグリーン・
HB メタリック
S-EDITIONを除く

テールパイプカッターキット
￥9,492

〈リヤバンパースカート装着車〉
D0517SC010
［¥10,000＋ ¥1,000］
＊外径９０mm。
＊2.0XS、2.0XT、S-EDITIONは標準装備
のマフラーカッターと交換取付となります。

オブシディアン
VW ブラック
・パール

アイスシルバー・
TQ メタリック

〈2.0X〉
D0518SC000
［¥8,040＋ ¥1,000］
＊2.0X以外の標準装備品と同一

・
B7 マリンブルー
パール
X、S-EDITIONを除く

ダークグレー・
EN メ
タリック
Xを除く

ト・
WU サテンホワイ
パール

ド・
RE カメリアレッ
パール
X、S-EDITIONを除く

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。

7

I N T E R I O R

自分のための時間を忘れない。

アウトドアはもちろん、
雪国でも必須の防水マット。
トレー形状のため
漏水しにくいのが特徴です。

トレーマットセット（ラバー）
￥9,975
〈全車〉J5017SC100
［¥9,000＋ ￥500］
＊1台分4枚セット
＊他のマット類と共着不可
PHOTO：2.0XS ベースキット、
シートカバー、
メーカーオプション装着車

シートカバー ￥37,800

PHOTO：2.0XS ベースキット、
オールウェザーシートカバー、
メーカーオプション装着車

オールウェザーシートカバー フロント ￥10,500/１脚分 リヤ ￥18,900

〈本革シート車を除く〉F4117SC001BK
（パワーシート付車はF4117SC000BK、
後席カップホルダー無車はF4117SC002BK）［¥32,000＋ ¥4,000］ ＊難燃対応

後席で愛犬がのびのびくつろげるシートカバー。
汚れにくい防水加工で、着脱も簡単なバックル留めです。

パートナーズマット
¥8,400

パートナーズカバー ¥13,125

〈本革シート車を除く。2.0Xはフロントのみ〉
フロント:F4117SC600
［¥10,000／１脚分］ リヤ:F4117SC610
［¥18,000］
＊後席アームレストは使えません ＊難燃対応

〈全車〉F4117SC620［¥12,500］＊ISO FIXチャイルドシートと共着不可
＊装着時、後席アームレストおよびリトラクタブル・リヤテーブルは使用できません。

〈全車〉J5047KG090［¥8,000］

新たに純正品として認定・保証を与えられた、STIスポーツパーツ登場。

携帯電話などを置くのに便利なポケット。
上部トレーを外せば上に引きぬけます。

企画・開発：スバルテクニカインターナショナル株式会社／販売元：富士重工業株式会社
お問い合わせ：スバルテクニカインターナショナル株式会社 営業部
TEL 0422-33-7848まで 受付時間：10：00〜17：00（平日）

ブルーLEDが
カップホルダーまわりを照明。

センターコンソールポケット
（プラチナ/ジェットブラック）

センターコンソール
イルミネーション
￥9,450★

￥4,725
〈全車〉
プラチナ：J2017SC000LL、
ジェットブラック：J2017SC000JC
［¥4,000＋ ￥500］
＊内寸：前後25×左右125×深さ75mm

〈全車〉
H2017SC000
［¥6,000＋ ￥3,000］
＊パワーコンセントと共着不可

■抗アレルゲンタイプ機能イメージ

フォレスターに標準採用されている
エアコンフィルター。
抗アレルゲンタイプも選べます。
＊1年または１２，
０００ｋｍごとの交換をおすすめします。

エアコンフィルター
ノーマルタイプ ￥３，
９９0＊
抗アレルゲンタイプ ￥７，
１４0＊

スマートなスライドオープンボックス。
ワンタッチで着脱できます。

クリーンボックス（ブラック）
￥9,450
〈全車〉
J2017AJ000
［¥8,000＋ ￥1,000］
＊センターコンソール助手席側に装着。

制菌処理を施した、
手軽に使える小型マット。
裏はすべりにくい素材で、シート
でもフロアでもつかえます。

アルミニウムとディンプル加工を施した
本革のコンビネーションで高級感を演出。

シフトノブ（ＡＴ） ￥21,525
〈AT車〉SG117FG010
［¥20,000＋

￥500］

ブラックのSTIロゴをトップ部に刻印、革部分の
アルミニウム&ディンプル加工を施した本革シフトノブ。
ディンプル加工とともにスポーティかつSTIらしさを表現。 操作感を考慮し、最適な素材/形状/重量を設定。

シフトノブ（ＡＴ） ￥19,425

シフトノブ（5MＴ） ￥16,275

〈AT車〉SG117FG000
［¥18,000＋ ￥500］

〈MT車〉SG117FG015
［¥15,000＋

￥500］

滑り止め防止にラバーパッドと
ノンスリップシートを配置。
ペダルワークを考慮した形状を実現。

〈全車〉
ノーマルタイプ X7288FG000［¥3,800］
／
抗アレルゲンタイプ＊1 X7288FG010［¥6,800］
＊工賃は販売店にお問い合わせください。
＊1：抗アレルゲンタイプは、
プレミアムセレクション、
S-EDITIONに標準装備のものと同一品になります。

ペダルパッドセット
（AT/MT）
¥16,800
（MT車は ¥19,950）

ノーマルタイプ

〈アルミパッド付スポーツペダル非装着車〉
AT車：SG317FG000
［¥13,000＋ ¥3,000］
MT車：SG317FG010
PHOTO：AT車 ［¥15,000＋ ¥4,000］

カーボン調と赤木目調が選べる、
アクセスキー専用の樹脂製カバー。

アクセスキーカバー
（カーボン調／赤木目調）

￥4,515

カーボン調

赤木目調

〈キーレスアクセス＆プッシュスタート車〉
カーボン調：R0017AG200、
赤木目調：R0017AG201
［¥3,800＋ ¥500］

本カタログに掲載の商品は、
フォレスターに装着した場合にのみ、保証が適用されます。 ※STIパーツはP3にもご用意しております。

ガラス飛散防止

紫外線カット率

99％以上

赤外線カット率

約

77％

収納時

車内で家電製品が使えるコンセント。バッテリー上がり防止機能付。

パワーコンセント ￥24,150
〈全車〉H6717SC000
［¥16,000＋ ￥7,000］
＊センターコンソールイルミネーションと共着不可
＊他のオプション等の装着により前席シート下が左右とも占有されている場合は装着不可
＊センターコンソールのアクセサリーソケットと同時使用は控えてください。
＊コンセント位置はセンターコンソール後部
＊AC100V
（100Wまで）
。一部の携帯電話充電器やゲーム機など、
使用できない機器があります。
＊パワーコンセントから電源供給を受けながら、AUX端子や外部力端子を使用して
音楽再生等をおこなった場合、
機器類によってはノイズが発生する場合があります。

後席使用時

女性、お年寄りや、他の乗員と快適温度の違う方にもうれしい、
前後席どちらでも使えるシートヒーター。前後席のアクセサリーソケットを使えば、
２席分買い揃えて同時に使うこともできます。

シートヒータークッション（ブラック） ￥26,250
〈全車 ＊フロントは2.0X、2.0XSのフロントシートヒーター非装着車のみ〉F4147K1500BK［¥25,000／１席分］
＊合成皮革製 汎用色 ＊サーモスタットは30℃を下回るとON、40℃を超えるとOFFに設定されています。
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★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Ⅲ H0077AG020 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。

前席のカップホルダーに入れて使える、
容量の大きな灰皿です。

灰皿（ジャストフィットタイプ）￥2,625
〈全車〉F6017SC000
［¥2,500］＊台座は樹脂
（TPO）
製

ジリジリする日射を抑え、ガラスの飛散防止にも効果の
ある高強度ポリエステルフィルム。クリアなガラスや
濃色ガラスに貼っても色あいや視認性を損なわない
高透過率タイプです。

IRカットスクリーンキット ￥40,950

駐停車時に車内の温度上昇を抑え、
メッシュにして使えば
網戸のように空気を入れかえる事もできます。

ソフトサンシェード ￥18,900
〈全車〉F5017SC100
［¥18,000］

〈全車〉F5017SC000［¥29,000＋ ￥10,000］

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。
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C A R R Y

カ ー ゴ ル ー ム に 、自 由 を 愉 し む た め の ア イ デ ア を 。

汚れがふきとりやすい、発砲樹脂＋アルミ箔コーティングのカーゴフロアパネルなど、アクティブなライフスタイルをサポートするアイテムから、
きれいに使い続けるためのアイテムまで、幅広く揃えています。

カーゴフロアパネル ￥21,000

カーゴサイクルキャリア ￥21,000

オールウェザーカーゴマット ￥16,275

カーゴルームマット(カーペット）￥11,550

〈カーゴレール＆フック装着車 ＊カーゴトレーマットと共着不可〉
L0017SC030
［¥20,000］
＊硬く鋭利な物を当てたりこすったりすると破損の
原因になります。

〈カーゴレール＆フック装着車 ＊カーゴパーテーションと共着不可〉
L0017SC020
［¥20,000］
＊前輪中心からハンドル上端まで720mm以下の
自転車を前輪を外して最大2台積載可。サドルの
取り外しが必要な場合があります。

〈全車＊カーゴレール＆フックと共着不可〉
J5017SC350
［¥15,000＋ ￥500］

〈全車＊カーゴレール＆フックと共着不可〉
J5017SC300VA
［¥11,000］

キャリア

U

フォレスターを、もっとマルチに使いこなす。
各アタッチメントの装着について

PHOTO：旧型車 ベースキット、
ユーティリティパッケージ、
メーカー装着オプション装着車

●複数のアタッチメントを共着する場合

tility package

装着する各アタッチメントの合計幅に50mmをプラスし、その
数値がキャリアベースの有効幅を超えないようにしてください。

●アタッチメントを装着した状態での車両の高さ
キャリアベースとアタッチメントの全高の合計に、
車両の全高を
プラスすると装着時の高さがでます。
（アタッチメントの全高
はキャリアベースにプラスとなる分を表わしています。）

ユーティリティパッケージ

キャリアベース有効幅：948mm

＜注＞スキーやスノーボードの積載数の表記は標準的な目安で、
種類やビンディングの形状によっては積載数が減ったり、積載
できないことがあります。
また、
システムキャリアベースの最大積
載重量内でご使用ください。
※ルーフキャリアアタッチメントは最大積載重量を守ってご使用
ください。
※装着により車内音が悪化する場合があります。

（ルーフレール有り車は900mm）

アタッチメントの全幅
アタッチメントの全高
キャリアベースの全高：74mm（ルーフレール有り車は135mm）
キャリアベースの最大積載荷重
ルーフレール無し：80kg（キャリアベース重量含む）
ルーフレール有り：65kg（キャリアベース重量含まず）

カーゴルームの機能性を高めるユーティリティパッケージ。
ベースとなるカーゴレール＆フック
（カーゴネット対応）
と、
レールに付けるパーテーション
（仕切り板）
、
防水トレーをセットにしました。
さらにサイクルキャリア、
フロアパネルなど、
システムアップ用アタッチメントも用意しています。

単品合計価格 ¥58,800 → パッケージ価格 ¥53,550

〈全車＊カーゴルームパッケージと共着不可〉P0017SC630
［¥46,000＋ ￥5,000］

システムキャリアベース(ルーフレール無し) ￥30,450

システムキャリアベース(ルーフレール有り) ￥28,350

〈ルーフレール非装着車〉E3617SC500
［¥26,000＋ ￥3,000］
＊ボディカバーと共着不可 ＊バー断面は楕円タイプ ＊前後バーの間隔は700mmとなります。

〈ルーフレール装着車〉E3617SC530
［¥24,000＋ ￥3,000］＊ボディカバーと同時使用不可
＊ベースバー：縦23×横32mm ＊サンルーフ開放時に走行風が騒音を発生する事があります。

＊各キャリアベースは、
このカタログに記載のアタッチメント以外は装着可否を確認しておりませんので共着できない場合があります。

カーゴレール＆フック ￥23,100
〈全車〉
L0017SC000
［¥18,000＋ ￥4,000］

C

カーゴパーテーション ￥15,750
〈カーゴレール＆フック装着車 ＊カーゴサイクルキャリアと共着不可〉
L0017SC010
［¥15,000］

カーゴトレーマット ￥19,950
〈全車 ＊カーゴフロアパネルと共着不可〉
J5017SC400
［¥18,000＋ ￥1,000］

argo room package

ルーフボックス ￥77,700

カーゴルームパッケージ
いろんなアイテムを安心して積み込める、
カーゴルームパッケージ。
積み降ろしの際にバンパーやステップが傷つきにくいカーゴステップカバーは、走行時はカーゴフロア下に収納可。
さらに防水トレー、荷崩れ防止ネットをセットしています。

単品合計価格 ¥42,000 → パッケージ価格 ¥37,800

〈全車＊ユーティリティパッケージと共着不可〉P0017SC640
［¥34,000＋ ￥2,000］

〈システムキャリアベース装着車〉
ブラック：E3617SC560
シルバー：E3617SC561 [￥72,000＋ ¥2,000]
＊スキー板6セットorスノーボード4枚
（長さは1680mmまで）
〈注〉
＊全長1800×全幅810×全高315mm
（内長1680×内幅650×内高280mm)
＊容量400ℓ ＊最大積載重量 ルーフレール無し：50kg
ルーフレール有り
：47kg ＊本体重量 18kg
＊サポートブロック、
ワンタッチバックルベルト付
＊電波の弱い地域ではラジオが受信しにくい場合があります。

スキーアタッチメント・平積ワイド ￥26,250
（ルーフレール有りは ￥24,150）
〈システムキャリアベース装着車〉
E3617AJ561
［¥22,000＋ ￥3,000］
（ルーフレール車は E3617SA576
［¥20,000＋ ￥3,000］
）
＊スキー板6セットorスノーボード4枚〈注〉＊キーロック付き。
＊全幅790
（有効幅650）
×全高170mm
（ルーフレール有りは全
高150/125mm２段調整）

ルーフキャリアアタッチメント（アルミワイド） ￥42,525
（ルーフレール有りは ￥38,325）
カーゴステップカバー ￥11,550
〈全車〉
E1017SC010
［¥10,000＋ ￥1,000］
＊走行時は車外に出さないでください。
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カーゴトレーマット ￥19,950
〈全車 ＊カーゴフロアパネルと共着不可〉
J5017SC400
［¥18,000＋ ￥1,000］

カーゴネット ￥10,500
〈全車〉
F5517SC000
［¥10,000］

〈システムキャリアベース装着車〉
E3617SA580
［¥34,000＋ ￥2,500］
＋ブラケット
（ルーフレール車は不要）
E3617FG570
［¥4,000］
×全高125（ルーフレール有りは105）mm
＊最大積載重量42kg 重量8kg ＊全長1130×全幅750（内幅650）

サイクルアタッチメント ￥25,725
（ルーフレール有りは ￥22,050）
〈システムキャリアベース装着車〉E3617SA570［¥20,000＋ ￥1,000］
＋ブラケット
（ルーフレール車は不要）E3617FG571［¥3,500］
＊自転車1台 ＊全長1495×全幅215×全高115（ルーフレール有りは
90）mm ＊自転車の寸法は全長 1550〜1700mm、ハンドル幅 650mm
（サイクルアタッチメントを2基搭載する場合）、
ホイール径 24〜28
インチ、パイプ径 25〜55mm ＊異形パイプ、
カーボン材質の自転車
およびディスクホイールを取付けた自転車は積載不可。

ルーフ＆サーフクッションパッド ￥6,510

ルーフキャリアネット ￥3,990

〈システムキャリアベース
（ルーフレール有り）
、
ルーフキャリアアタッチメント装着車〉
E3617AC606
［¥6,200］
＊１セット２個 ＊全幅500mm

〈ルーフキャリアアタッチメント装着車〉
E3647KC551
［¥3,800］

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。
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D R I V E

毎日の 運 転に安 心を。
見通しの悪い交差点や駐車時でも、安心できるアイテムを揃えました。
前方、後方、
ともにカバーできる、お得なドライブアシストパッケージもご用意。
純正品なので見た目もスッキリ、毎日の運転に安心をプラスします。

A S S I S T

画角：左右とも水平約26 ｡ ／垂直約42 ｡

約27万画素ＣＣＤカメラ
PHOTO：フロントバンパースカート
（スポーツ）、ナンバープレートベース装着車

フロントサイドビューカメラ（CCD）
フロントマルチビューカメラ（C-MOS）

見通しの悪い路地や車庫から出る時、運転席からは見えにくい左右の状況を、車体前部のカメラが捉えて、
２分割画面でナビに表示します。

■フロントサイドビューカメラ（CCD）
コーナーセンサー

フェンダー
コントロール

（フロント2コーナー）

ボイスコーナー
センサー

（オート）

（4コーナー）
左フロントの車両感覚が掴みやすくなり、縦列駐車などの際にも安心。スイッチをON
にしておけば、
イグニッションのON/OFFで自動的に伸縮します。

メーカーOPナビ：
￥44,415、カロッツェリア/ケンウッドナビ：￥49,560（リヤビューカメラ共着時は￥51,660）、パナソニックナビ：￥49,560、クラリオンナビ：￥51,660
※正面の画像は写りません。※ディーラーＯＰナビは手動表示のみ。使用後ナビの自車位置が正確に表示されない事があります。
またリヤビューカメラ共着時を除き、バックギヤに入れるとナビ画面が暗転します。
〈メーカー/ディーラーＯＰナビ装着車 ＊アルパインナビは専用のフロントマルチビューカメラを装着してください。＊フロントバンパースカート
（ユーロ）
と共着不可 ＊パナソニック／クラリオンナビはリヤビューカメラと共着不可〉
メーカーOPナビ用：
H0013SC300［￥30,000＋ ￥8,000］＋ フロントカメラ変換ケーブル H0013FG400［￥2,300＋ ￥2,000］
カロッツェリア/ケンウッドナビ用：H0013SC300［￥30,000＋ ￥8,000］＋ フロントカメラ電源BOX H0013YC200［￥5,000＋ ￥3,000］＋ RCAコード H0011SA711［￥1,200］＋ カメラ変換コード
（リヤビューカメラ共着時のみ追加）H0017FG330［￥2,000］
パナソニックナビ用：
H0013SC300［￥30,000＋ ￥8,000］＋ フロントカメラ電源BOX H0013YC200［￥5,000＋ ￥3,000］＋ RCAコード H0011SA711［￥1,200］
クラリオン ナビ 用：
H0013SC300［￥30,000＋ ￥8,000］＋ フロントカメラ電源BOX H0013YC200［￥5,000＋ ￥3,000］＋ RCAコード H0011SA711［￥1,200］＋ カメラ接続ケーブル SAA3220113［￥2,000］

フェンダーコントロール（オート）¥28,350★
ン
アルパイ用
ナビ専

〈全車〉H4417SC100［¥20,000＋ ￥7,000］ ※ご使用時のポールの長さは、400mmです。

ン
アルパイ用
ナビ専

３つのアングルをワンタッチ切替え。

フロントマルチビューカメラ（C-MOS）￥52,500

４つのアングルをワンタッチ切替え。

リヤマルチビューカメラ（C-MOS）￥57,750

<アルパインナビ装着車> H0016AJ300
［¥42,000＋ ¥8,000］

<アルパインナビ装着車> H0016AJ350［¥42,000＋ ¥13,000］
■約123万画素C-MOSカメラ
※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。

■約123万画素C-MOSカメラ ※字光式ナンバープレートと共着不可
センサー
（写真はシルバー）

パノラマビュー
（水平画角約185°
）
フロント

コーナービュー

トップビュー

パノラマビュー
（水平画角約185°
）

D

ボイスコーナーセンサー（4コーナー）¥68,250★
〈全車〉センサーセット2個入り
（ホワイト：H4812F2001、
ブラック：H4812F2002、
シルバー：H4812F2003）
×2セット ＋ ボイスコーナーセンサー車載キット：H4812SC000
［￥26,000＋ ￥13,000］
［￥13,000］
＊センサーセット
（２個入り×２セット使用）
は３色ともボディ色とは異なります。推奨ボディカラーは以下。
ホワイト：サテンホワイト・パール
ブラック：オブシディアンブラック・パール、マリンブルー・パール、カメリアレッド・パール、セージグリーン・メタリック、ダークグレー・メタリック
シルバー：アイスシルバー・メタリック

ドライブアシスト パッケージ
前方をセンサー、後方をカメラでチェックしながら、車庫入れや縦列駐車もスマートにこなせるドライブアシストパッケージ。
気おくれせず停められる安心感が、フットワークも軽快にします。

感知距離
約60cm
（コーナーセンサー）

〈ディーラーOPナビ装着車 ＊MT車はセミオートワイパー＆オートライトと共着不可
＊パナソニック／クラリオンナビはフロントサイドビューカメラと共着不可〉 P0017SC655［ ¥59,000＋ ￥20,000］
＊接続するナビによって別売取付品が必要になる場合があります。詳しくはリヤビューカメラの欄をご覧ください。

感

コーナーセンサー＆リヤビューカメラ
縦列駐車イメージ

知

約130°

感

バックセンサー部

感知距離
約150cm
（バックセンサー）

知範

囲約100

トップビュー

rive assist package

単品合計価格 ¥90,300 → パッケージ価格 ¥82,950★

囲

コーナービュー

※カメラ本体装着写真はナビ&オーディオカタログをご覧ください。

狭く複雑な路地や駐車場も安心。徐行時に車体の四すみに障害物が近づくと、
どのコーナーにどのぐらい近づいているかを、音声やブザー、インジケーターで
お知らせします。

範

バックビュー

インジケーター

リヤ

バックセンサー
（リヤ4センサー）

°
コーナーセンサー部

ボイスコーナー
センサー
（4コーナー）

ギヤをバックに入れると自動的に作動し、
リヤの２つのセンサーが後方の障害物を
感知。後方を目視確認しながら、ブザー音の間隔の変化で接近距離を知ることが
できます。さらにコーナーセンサー（リヤ２コーナー）の機能も組みあわせています。
バックセンサー（リヤ4センサー） ¥59,850

リヤビューカメラ（CCD）
リヤビューカメラ（C-MOS）
リヤマルチビューカメラ（C-MOS）

フロント左 右 のセンサ ー が 障 害 物まで の 距 離を測り、
インジケーター の 点 滅 間 隔 の 変 化で知らせます。イン
ジケーターはインパネ両端にあり、フロント左右を目視
確認しながらチェックできます。
A
■コーナーセンサー
（フロント2コーナー） ¥37,800＊★

A
■
約25万画素ＣＣＤカメラ

感知範囲
約130°

〈全車 ＊MT車はセミオートワイパー＆オートライトと共着不可〉
H4817SC010
［¥29,000＋ ￥7,000］
＊クリップ909150031 ￥525
［￥500］が別途必要です。＊フロントサイドビューカメラと共着する場合、
フロントサイドビューカメラを先に取り付けてください。※センサー部の
中央はグレー色、枠はシルバーです。ボディ色対応はしていません。

〈全車 ＊トレーラーヒッチキットと共着不可〉H4817SC040［¥50,000＋ ¥7,000］
※センサー部の中央はグレー色、枠はシルバーです。ボディ色対応はしていません。

画角
水平約138°
（垂直約91°
）

＊別売りでブザー H4817FE014 ￥4,200
［¥4,000］
も
ご用意しています。
（ブザーはバックセンサーと共着不可）

｡
｡
画角：水平約120 /垂直約90

B
■

ディーラーOPナビとセットで装着。バックギヤに入れると、自動的に後方をナビ画面に映します。画像反転機能により、
バックミラーと同じ感覚で後方確認ができ、夜もバックライトの明かりで画像が映ります。
B
■リヤビューカメラ
（CCD） ￥52,500（クラリオンナビは ￥54,600）

リヤビューカメラ（C-MOS） ¥34,650（クラリオンナビは ￥36,750）

※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。※ステアリング連動ガイド機能はありません。※カロッツェリア／ケンウッドナビは
ガイドライン表示はできません。※HDDストラーダでリヤビューカメラ
（CCD）
使用時は、画面右端に約１mmの白線が出る場合があります。

※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。※ステアリング連動ガイド機
能はありません。※カロッツェリア／ケンウッドナビはガイドライン表示はできません。※リヤビューカ
メラ（CCD）に対し画像の美しさは若干劣ります。また夜間は画像が赤みがかる事があります。

約30万画素C-MOSカメラ

感知長
約6０ｃｍ

〈ディーラーＯＰナビ装着車 ＊メーカーOPナビはリヤビューカメラ標準装備
＊パナソニック／クラリオンナビはフロントサイドビューカメラと共着不可〉
H0017SC250［¥20,000＋ ¥13,000］
＋ カメラ接続ケーブル（クラリオンナビのみ追加）SAA3220113［￥2,000］

〈ディーラーＯＰナビ装着車 ＊メーカーOPナビはリヤビューカメラ標準装備
＊パナソニック／クラリオンナビはフロントサイドビューカメラと共着不可〉
H0017SC210 ［¥37,000＋ ¥13,000］＋ カメラ接続ケーブル（クラリオンナビのみ追加）SAA3220113［￥2,000］
PHOTO：インプレッサ

★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Ⅲ H0077AG020 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。
◆別売取付品にクリップ 909150031 ¥525［¥500］
が含まれる商品
（ナビ、
ＥＴＣキット等）
を同時作業で共着する際に、
クリップの合計が２個を超えた場合、
３個目以降は不要です。
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❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。

※ナビ画面はハメコミ合成イメージ。
自車体の映りこみ・画質・マーカー・注意文など画面表示の内容・有無はナビ・車種により異なります。※泥等で汚れた場合は拭いてください。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。※カメラの映写範囲は限られています。
またセンサーは感知距離/角度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。
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。※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。
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D R I V E

い つ で も 優 雅 な 身 の こなし。

S U P P O R T

スイッチ部

センサー部

ワンタッチ操作で、刻々と変化する雨量に
応じて最適なワイパー操作を行います。さ
らに、周 囲 の 明るさに応じてスモール／
ヘッドライトを自動点灯／消灯するオート
ライトも装備。雨の薄暮時やトンネルなど、
運転視界の複合的な変化に配慮した運転
支援システムです。

フロントガラス雨滴量や
周囲の明るさに応じて、
自動でワイパー速度調整＆
ライト点灯／消灯。
センサー部

周囲の暗さに応じて、スモール／ヘッドライトを自動で点灯／消
灯。ライト操作のわずらわしさもなく、ライトの消し忘れも防ぎ
ます。センサー感度は調節可。

セミオートワイパー＆オートライト
￥39,900★

オートライト ￥14,700★
〈全車 ＊セミオートワイパー＆オートライトと共着不可〉
H5317AG020［¥12,000＋ ￥2,000］
＊走行中オートライトのON／OFF切替えはできません。
＊通常のライト操作時は
OFFにしてください。

〈全車〉AT車:H5317FG100、MT車:H5317FG110［¥30,000＋ ￥8,000］
＊オートライト H5317AG020と共着不可。MT車はコーナーセンサー
（フロント2コーナー）
と共着不可。
＊降雪時はワイパーをマニュアルで操作してください。＊通常のライト＆ワイパー操作時はOFFにしてください。
＊窓ふき時や洗車時には、必ずエンジンを止めてください。

フォグランプキット（クリア） ￥３３，
６００
〈２．
０Xフォグランプ無車〉
H4518SC101
［￥28,000＋ ￥4,000］

白さと明るさのバランスを重視した
白 色 。夜 間 走 行 時 の 視 認 性とファッ
ション性を両立させています。
左右セット。
ドア解錠時に足もとを照らし、地面の凹凸や水たまりなどを確認しやすくアウトドア
でも便利。アクセスキー使用の場合は近づくだけで点灯します。オフディレイ機能付。

フロントドアを開けると、質感の高いステンレスプレートとSUBARUのLED発光
ロゴが現れます。

パドルランプキット ￥44,100

ＬＥＤサイドシルプレート ￥27,300 ／1台分2枚 ★

〈全車〉H4717SC100［¥30,000＋

〈全車＊スカッフプレートセットと共着不可〉
H1017FG000
［¥20,000＋ ￥6,000］
＊標準のサイドシルプレートは外します。

￥12,000］

フォグランプキット（マルチコーティング）
￥３７，
８００
クリアタイプ

〈全車〉
H4518SC111
［￥32,000＋ ￥4,000］
＊点灯時は淡黄色（保安基準適合色）に発光します。
＊フォグランプ付車は、
フォグランプASSY
（マルチコーティング）RH H4518SC000
［￥16,0 0 0］およびフォグランプASSY
（マルチコーティング）LH H4518SC010
［￥16,000］
をご購入ください。工賃は販売
店にお問い合わせください。

HIDバルブ（D2R 5000K)
¥38,640
〈全車〉
H4017SC000［¥34,800＋ ¥2,000］
＊HIDヘッドランプの標準バルブと交換取付

マルチコーティングタイプ

フロントガラスへの圧力を均一にし、拭き
ムラを抑える
「く」の字アーチ。
さらにスポ
イラーのような断面形状が、
高速走行時の
浮き上がりや風切り音も抑制します。

フロント

リヤ

フロント

ワイパーの凍結を防ぎ、グラファイトコ
ーティングで降雪時の作動もスムース。
フロント
（乗降時）

リヤ
（乗降時）
リヤ

スモール＆ヘッドライトを点灯すると目に優しいアンバー、乗降時は明るいブルー
LEDが加わり、フロアを照らします。

乗り降りの際に車体が傷つきにくく、質感の高さも魅力。

フットランプ フロント ￥16,800★

スカッフプレートセット ￥37,800／1台分8枚

フロント/リヤ ￥22,050★

〈フットランプ装着車を除く〉フロント:H7017SC000［¥13,000＋ ￥3,000］
、
フロント/リヤ:H7017SC010［¥15,000＋ ￥6,000］

リモコンエンジンスターター

イモビライザー無車用
●エンジン停止タイマー付＊1

空力に優れたスマートなエアロフォルムで、雨の高速走行
もクリアな視界。全天候グランドツーリングのための
SUBARU純正ワイパーブレード。

エアロブレード 運転席 ￥4,200／助手席 ￥3,465

視界を妨げないスマートなエアロフォルムを、
エレメント接続部からエンドキャップまで徹底。
ブレードやゴムの交換も簡単・確実で、樹脂を
多用し軽さや耐食性も追求しています。

〈全車〉 運転席 H6577AG200 ［¥4,000］、助手席 H6577AG201 ［¥3,300］
＊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。

〈全車〉E1017SC400［¥31,000＋ ￥5,000］
＊標準装備のサイドシルプレートは外します。

400Hzと500Hzの渦巻き型ダブ
ルホーンによる、存在感のあるホー
ンサウンド。

SUBARU ホーン ¥9,450

ウインターブレード
運転席 ￥6,300／
助手席 ￥2,940 ／
リヤ ￥5,250

〈全車〉
H3717SC000［¥6,000＋ ¥3,000］
＊標準のホーンと交換取付

〈全車〉
運転席 H6577AG000［¥6,000］
、
助手席 H6577YA004［¥2,800］
、
リヤ H6577AG110［¥5,000］

車外からリモコンで暖機運転を始められ、あらかじめエアコンを設定しておけば快適温度で乗車可能。
好評のリモコンエンジンスターターをAT全車にラインアップしています。

¥59,640＊

〈キーレスアクセス＆プッシュスタート付車を除く〉
H0017SC150
［¥49,800＋ ¥7,000］
＊クリップ909150031￥525［￥500］
が別途必要です。
＊MT車は装着不可

イモビライザー付車用 ¥70,350＊

プッシュスタート車用 ¥101,850

●車内温度、
暖機残り時間、
エンジン始動を液晶で確認できます。

●リモコンドアロック機能付 ●車内温度、暖機残り時間、
エンジン
始動を液晶で確認できます。カーファインド機能付。●エンジン停
＊1
止タイマー付（暖機時間を設定可）

＊1
●エンジン停止タイマー付
（暖機時間を設定可）

〈キーレスアクセス＆プッシュスタート付車を除く〉
H0017SC100
［¥60,000＋ ¥7,000］
＊クリップ 909150031×2個 ¥1,050
［¥1,000］
が別途必要です。
＊セレクトモニターによるセッティングが必要 ＊MT車は装着不可

〈キーレスアクセス＆プッシュスタート付車〉
H0017SC000
［¥88,000＋ ¥9,000］
＊セレクトモニターによるセッティングが必要＊MT車は装着不可

＊1：ターボタイマー機能はありません。 ※オートライト機能付車はオートライトをOFFにしてご使用ください。※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アクセスおよびキーレスの移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。※一般公道や閉め切った場所でのご使用はおやめください。

装着後

装着前

鏡面ホルダー交換タイプで、目に優しいブルーミラー仕様。
ヒーテッドドアミラーにも対応。ワイドビュー機能はありません。
後方をドアミラーで確認しながら降車し、
ドアロックするとドアミラーを自動で
格納。乗車の際はイグニッション操作でドアミラーが自動で開きます。

ブルーミラー ￥14,700
〈全車〉
J2717SC000［¥13,000＋ ¥1,000］

ドアミラーオートシステム ￥14,700★
〈全車〉H2717FG000［¥10,000＋ ￥4,000］

★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Ⅲ H0077AG020 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。
◆別売取付品にクリップ 909150031 ¥525［¥500］
が含まれる商品
（ナビ、
ＥＴＣキット等）
を同時作業で共着する際に、
クリップの合計が２個を超えた場合、
３個目以降は不要です。
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❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。

※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。
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セキュリティパッケージ

車体に加えられた衝撃を警告するアラームと、ホイール盗難を抑止するロックナットのパッケージ。車両に装備される
セキュリティアラームや、ベースキットにも含まれるナンバープレートロックとともに、フォレスターを守ります。

Child

seat

チャイルドシート

¥18,900

フォレスター用チャイルドシートは、常に新しい安全技術の

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

開発を目指す、乗員拘束装置メーカー「タカタ」製です。

〈アルミホイール装着車〉P0017FG650
［¥16,000＋ ￥2,000］

ロゴから縁取りまで、SUBARU専用デザインのフォレスター純正チャイルドシート。
乳幼児から大きなお子様まで対応し、ISO FIX／ユニバーサルとスタイルに合わせて選べるラインアップです。

ISO FIX

国際 標 準化機 構（ISO）準 拠の固定 方式を採用した、SUBARU純 正ISO FIXチャイルドシート。
車両側に固定された専用ベースシートにチャイルドシートをしっかり装 着でき、簡単に着脱できることが誤装 着の防止にもつながります。

ISO FIXベースシートを使った、
ベビーシート/チャイルドシートの
装着イメージ。

テザーアンカー

ISO FIX
チャイルドシート

チャイルドシートをより確実に
写真はイメージです

専用ソケットが無いと外すのが困難な、
ホイール盗難防止用ボルト。

車体に加えられた衝撃を感知し、車両のホーンを鳴らして警告。車両に装備されている
セキュリティアラームとの組み合わせで、防犯性を高めます。

ホイールロックセット ￥7,350

セキュリティインパクトセンサー ￥13,650

〈アルミホイール装着車〉B3277YA000
［¥6,000＋ ￥1,000/１台分4個＆専用ソケット］

サポートするテザーベルトにも

チャイルドシートの装着に必要なベースシート。
簡単・確実に着脱できる設計です。

ISO FIX専用アンカーバー

スバル純正ISO FIX
ベースシート（テザーアンカー対応）
￥36,750

〈全車〉H0017FG200
［¥12,000＋ ￥1,000］

樹脂でコーティングされた強化鋼鉄フレームが、タイヤの動きを妨げ、車両の持ち去りを困難にするカーロック。ピッキングや複製がしにくいキー形状、
ドリルに対抗する鍵穴内部の強化合金にくわえ、視覚的な盗難抑止効果を追求したカラーリングも採用。セット購入もできるホイールロックセットや、
別売のセキュリティインパクトセンサーとの組み合わせで、高度な防犯性能を実現します。

テザーベルト

対応しています。

SUBARU純正ISO FIX ベビーシート/

ISO FIXベースシート
ISO FIXベビーシート

〈全車〉F4107YA090［¥35,000］

９kg

使用可能体重

13 kg

70cm 9ヶ月

参考身長 参考年齢

15 kg

85cm １歳半

95cm

3歳

18 kg

36 kg

100cm 4歳

150cm 12歳

ベースシート＆テザーベルトで後向きに固定
●リヤ左右席に装着可 ●ピローは外します
お子様の体格に合わせて、
チャイルドシートを固定したまま
リクライニングできる
ISO FIXチャイルドシート。
側面衝突にも配慮した形状を採用し、
便利なマグネット付小型バックルも
装備しています。

乳幼児専用設計により、
ハンドキャリーも
しやすい小型・軽量デザインを
実現したISO FIXベビーシート。
側面衝突にも配慮した形状を採用し、
便利なマグネット付小型バックル、
ショルダーアジャスターも装備しています。
誤発進警告ロゴ付カーロックケース

ISO FIXベビーシート

¥36,750

ISO FIXチャイルドシート
¥57,750

〈全車〉F4107YA070［¥35,000］

カーロック ￥47,250

〈全車〉F4107YA080［¥55,000］

〈アルミホイール装着車〉B3277YA011［¥45,000］
＊カーロック、
誤発進警告ロゴ付カーロックケース。

ホイールロックセット
（カーロックセットのみ）

カーロックセット ￥53,550
〈アルミホイール装着車〉B3277YA010［¥50,000＋ ￥1,000］
＊カーロック、
ホイールロックセット
（１台分４個＆専用ソケット）
、誤発進警告ロゴ付カーロックケース。

ベースシート＆テザーベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可 ●ピローは外します

※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。

UNIVERSAL

シートベルトで固定できるユニバーサル・チャイルドシート。
より大きなお子様に対応するジュニアシートも用意しています。

使用可能体重
参考身長 参考年齢

９kg

15kg

18kg

36kg

70cm 9ヶ月

95cm 3歳

100cm 4歳

150cm 12歳

シートベルトで後向きに固定
●リヤ左右席に装着可
●インナークッション（付属）を使用

ウインドゥの凍結などを防ぎ、夏は室内温度の上昇を抑えます。

ウインドゥマスク ￥5,250
〈全車〉M0017FE090SC［¥5,000］

タイヤキーパー／タイヤキーパーＬ ￥5,775
〈全車〉タイヤキーパー
（16インチホイール用）
：R0017AG003、
タイヤキーパーＬ
（17インチホイール用）
：R0017AG004［¥5,500］

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 能を装 着 。いざというとき心 強 い３つ の 機 能を、
コンパクトに集約した車載ツールです。なお、取付位置は運転席
側ドアポケット後方に縦置きです。

B3177SC000［¥35,000］
＊225/55R17タイヤ、215/65R16タイヤ用 ※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
ので注意してご使用ください。
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チャイルドシート ¥37,800

シートベルト
カッター

〈全車〉 F4107YA310［¥36,000］ ＊インナークッション付属
インナークッション使用時

簡易消火具
フロントフードの隙間からも消
火が可能。粉末、泡などの消火
剤を使っていないので清掃も容

着脱が簡単なケ−ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。

スプリングチェーン ¥36,750

シートベルトで簡単・確実に固定するために、
様々な工夫を凝らしたユニバーサル・チャイルドシート。
側面衝突にも配慮した形状に加え、
乳幼児をしっかりサポートするインナークッションが付属し、
後向き取付け時の安定性も確保。
お子様の成長に合わせて長期間の使用が可能です。
小型軽量バックル付き。

スタッドレスなど交換したタイヤを、紫外線や汚れ、小傷から守ります。

ボディカバー ￥23,100
〈全車〉M0017SC000SC［¥22,000］
＊システムキャリアは外してからご使用ください。
＊防炎、撥水タイプ
＊着脱時にボディにこすれて傷が付かないようご注意ください。

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可
●ピローは最下段で使用

小さなお子様をしっかり快適にサポートするために。
チャイルドシート後向き装着時に使用するインナークッション。
ユニバーサル・チャイルドシートに標準で付属しています。

大きなお子様にも対応する、
サポートグリップ＆６段バックレスト
調整のジュニアシート。
側面衝突にも配慮した形状で、
収納や持ち運びに便利な
折りたたみ機構も
採用しています。

ジュニアシート
¥26,250
〈全車〉
F4107YA320［¥25,000］

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可
●ピローは最下段で使用

炭酸ガスボンベ

ホルダー

消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）￥6,300
〈全車〉M0077YA050
［￥5,500＋

¥500］

ガラス破砕先端部
※チャイルドシートの装着については、取扱説明書をご参照ください。

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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。
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見ているだけで楽しい、欲しかったものが見つかる、多彩な個性派アイテム ＳＡＡ 。

※掲載商品の他にも豊富に取り揃えていますので、
スバル用品ホームページをご覧ください。

www.e-saa.co.jp

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。
※ＳＡＡ
（SUBARU AUTO ACCESSORIES）
のアイテムはスバル用品
（株）
が取り扱う商品です。取り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。
またその保証期間・内容等については、
付属の保証書の規定に基づきます。

LEDルームバルブ

クリアで深みある白色光のLEDバルブ。
乗り降りから積み下ろしまで安心の明るさです。

（スポットランプ用）

￥7,056＊／左右2個
〈全車〉
SAA3050275［￥3,360］
×2個

マルチLEDルームバルブ
（ルームランプ用）

￥6,825＊／1個
〈全車〉 SAA3050270
（サンルーフ装着車は SAA3050272）
［￥6,500］ ＊8連LED使用

ＳＷＲＴライトジャケット ¥26,250

ＳＷＲＴウォームジャケット ¥34,650

ＳＷＲＴソフトシェルフリースジャケット ¥18,900

軽い着心地にくわえ、
ＳＴＩ独自のドライビングカットデザインが長時間
の運転にも疲労を軽減。SWRTソフトシェルフリースジャケットとの
重ね着も想定した設 計で、幅広い季 節・気候に快 適に対応できる
防風・保温ジャケットです。

裏地の防水透湿ファブリックと中綿の組み合わせで、高度な保温性
を発揮。重ね着の多い冬にも軽快な運転操作ができるドライビング
カットデザインを採用し、すぐれた透湿性とともに冬季の積極的な
活動をサポートします。

しっとり柔らかい肌触りの新素材「ソフトシェル」に保温用フリースを
接着したオリジナル生地は、適度な伸縮性とインナーにも使える細身
のシェイプで程よく体にフィット。
ドライビングカットデザインとともに
快適な運転姿勢をサポートします。

ＬＥＤルームバルブ
（カーテシランプ用）

￥7,056＊／左右2個
〈全車〉
SAA3050275［￥3,360］
×2個

LEDウエッジバルブ
インテリアＬＥＤセット ￥22,575＊

（ラゲッジランプ用）

〈全車〉SAA3050285（サンルーフ装着車は SAA3050292）
［¥21,500］
＊右記LEDバルブ４商品のセット。単品で購入するよりお得な価格設定となっています。

〈全車〉 SAA3050281
［￥4,100］

￥4,305＊／1個

ＳＷＲＴチームシャツ
¥8,400

ＳＷＲＴドライメッシュTシャツ
¥5,250

極細マイクロファイバーを高密度に織り込んだ
生地は、シルクのような軽くしなやかな着心地に
くわえ、適度な耐水・透湿性も確保。高温多湿
シーズンや昼 夜の寒暖 差が大きいエリアでも、
快適に活動できます。

フレキシブルで吸 湿発 散性に優れたドライメッ
シュをメインに、運 動量の多い肩甲骨から肩に
かけては伸 縮 性の高いメッシュを採 用。背 面
部のメッシュは縦 方向に伸縮率が 高く、シート
に接した背中の発汗を抑える効果があります。
トップドライバーのトレーニングを想定し、袖部
の取付け製法に至るまで動きやすさを徹底的に
追求しています。

＊標準装備の電球をLEDバルブに交換します。 ＊工賃は販売店にお問い合わせください。

もうひと つ の 集 大 成 。
19 年にわたり、世界ラリーの 最前 線を走り続けてきたS U B A R Uワールドラリーチーム。
地 球を駆けめぐる極 限の闘いが 進 化させたのは、クルマだけではなかった。
あらゆるコンディションで、最高のフィジカルパフォーマンスを発 揮するために、
0 9チームウェアとして開 発されていた「S W R Tメモリアルコレクション」。
S T Iモータースポーツ・テクノロジーの、もうひとつの 集 大 成 がここにある。
PHOTO:16インチ

※車両は旧モデルです。

シルバー色のウインカーバルブで、
ヘッドライトをすっきりしたイメージに。
点灯時は通常通り黄色く光ります。

シルバービジョンバルブ
￥3,150 ／2個入り

ＳＡＡデザインの個性的なアルミホイール。
17インチと16インチを用意しています。
インセットは＋48。
アルミホイール（17インチ/16インチ）

オープン価格

〈全車〉SAA3050331［¥3,000／2個入り］
＊工賃は販売店にお問い合わせください。

〈2.0X のカーテンエアバッグ非装着車＊リヤエンターテイメ
ントと共着不可＊ISO FIX チャイルドシートのテザーベルト使
用時は装着不可〉
バス釣り用：SAA3250120、
一般釣り用：SAA3250130［¥18,000＋ ￥3,000］
＋ロッドホルダー取付キット SAA3250101［¥1,000］
＊積載できる竿はグリップ部の太さが2.2〜3.5cm、長さは
６フィート
（約183cm）
を目安に、
リヤゲートを閉じる際に当たっ
て破損しないよう、余裕を見て積載してください。

ホットアース ￥22,890
〈ターボ車〉SAA3060220［¥18,800＋ ￥3,000］
＊性能や体感効果は、
環境や個人の運転技術・感覚
により異なります。

〈全車〉17インチホイール車用：SAA3101811、
16インチホイール車用：SAA3102011
＊価格等、詳しくは販売店にお問い合わせください。

高流量時の内部変形を防ぐバックアップネット付。
強力マグネット内蔵で、
ろ紙ではとりにくい微細鉄
分を除去します。

PHOTO:バス釣り用

ロッドホルダー（バス釣り用／一般釣り用）
￥23,100（ロッドホルダー取付キット含む）

バッテリーからの電流の流れを効率よくし、走りを
求める人に流行のアイテム。ハーネスは99.9％の
銅線で芯線径9mmはトップクラスの太さです。

スタイリッシュなクロームメッキ のホイー ル ナ
ット。専用工具で着脱する簡易防犯タイプです。
ホイールロックセットと共着できる16個セットも
用意しました。
ホイールラグナットセット（マックガード社製）
20個セット ￥17,850／16個セット ￥15,750
〈アルミホイール装着車〉
20個セット:SAA3260000
［¥15,000＋ ￥2,000］
〈ホイールロックセット装着車〉
16個セット:SAA3260010
［¥13,000＋ ￥2,000］

❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。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
［

ＳＷＲＴ
チームＴシャツ
¥3,675

ＳＷＲＴ
ワールドＴシャツ
¥3,150

ＳＷＲＴ
ニットキャップ
¥2,625

ＳＷＲＴ
チーム
キッズＴシャツ
¥3,150

ＳＷＲＴ
ワールド
キッズＴシャツ
¥2,625

ＳＷＲＴ
チームキャップ
¥3,150

スポーツオイルフィルター ￥2,835
〈全車〉
ＳＡＡ3280000
［¥2,700］
＊工賃は販売店にお問い合わせください。

ＳＷＲＴ
ティッシュ
ボックスケース
¥2,310

工具＆タイヤゲージセット ￥2,940
〈全車〉SAA1031200［¥2,800］
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ＳＷＲＴ
ポロシャツ
¥5,250

］
は消費税抜の
［メーカー希望本体価格＋

標準工賃］
です。

●詳しくはホームページをご覧いただくか、最寄りの販売店にお気軽にお問い合わせください。STIでは、この頁で紹介した商品のほかにもウェア、グッズ／スポーツパーツを取揃えております。
■お問い合わせ 発売元：スバルテクニカインターナショナル株式会社 STIコレクション係 営業部 TEL0422‐33‐7848 受付時間：10：00〜17：00（平日）
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