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A C C E S S O R I E S
www.subaru.jp/accessory

注文番号： b0111314

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2018年1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。●VICSは財団法人道路交通情報通信システムの
商標です。● iPod、iPhoneは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●SD/SDHC/SDXCメモリーカードはSDアソシエーションの登録商標です。●Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.USAの商標です。
●「Android」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。●プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ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。●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。●掲載のイラストやハメコミ
画面はイメージです。●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。

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
〒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（2018.01）

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）。

◆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商品の取り扱いはスバル純正アクセサリーを受託開発するSUBARU AUTO ACCESSORIES：スバル用品（株）。保証は1年間か走行2万キロ（消耗品など一部商品を除く。
　プラズマクラスター搭載LEDルームランプは3年間か走行6万キロ）のいずれかを超えるまで。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。

2018.01～

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。
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Wild Life Active
A C C E S S O R I E S

写真はすべてイメージです。
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p04-05:exterior

■LEDアクセサリーライナー（17インチホイール車用） ¥55,080 
〈2.0i（フォグランプ非標準装備車）は装着不可〉 ［¥45,000＋　¥6,000］ H4517SG100
●ON/OFFスイッチ付。 ※発光色は他の灯火類と異なります。

カラーアクセント仕様のオレンジ加飾も
写真のメッキ加飾になります。

■LEDアクセサリーライナー
（18インチホイール車用） ¥52,920 
［¥45,000＋　¥4,000］ H4517SG005
●ON/OFFスイッチ付。 
※発光色は他の灯火類と異なります。

■フロントバンパーパネル  ¥34,560
［¥30,000＋　¥2,000］ E5517SG000 〈17インチホイール車用〉
●樹脂製シルバー塗装。
※ラフロード用プロテクターではありません。

■リヤバンパーパネル  ¥34,560
［¥30,000＋　¥2,000］ E5517SG100 
〈リヤバンパースカート、
 STIリヤアンダースポイラーと共着不可〉
●樹脂製シルバー塗装。
※ラフロード用プロテクターではありません。

■ホイールアーチトリム  ¥64,800
［¥55,000＋　¥5,000］ E2017SG020
〈フロント / リヤバンパースカート、
 STIフロントアンダースポイラーと共着不可〉
●樹脂製無塗装シボ付。 
●エクステリアパッケージ【下記】でも購入可。
※装着部横幅が片側約8㎜増加します。

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）

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
クォーツブルー・

パール

E1
ヴェネチアンレッド・

パール

U9
ジャスミングリーン・

メタリック

F3
ダークブルー・
パール

E8
セピアブロンズ・
メタリック

Q1

exterior package ■エクステリアパッケージ 〔フロント ＆ リヤバンパーパネル ＋ ホイールアーチトリム〕 
通常合計価格 ¥133,920 ▶ パッケージ価格 ¥109,080  ［¥92,000＋　¥9,000］ P0027SG170
※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

aero package ■エアロパッケージ 〔フロント ＆ リヤバンパースカート〕
通常合計価格 ¥114,480 ▶ パッケージ価格 ¥103,680  ［¥90,000＋　¥6,000 ］ P0017SG700##
※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。　

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。

■フロントバンパースカート  ¥46,440 
［¥40,000＋　¥3,000］ E2417SG000##
〈18インチホイール車用。STIフロントアンダースポイラー、ホイールアーチトリムと共着不可〉
●樹脂製。 ※装着部地上高が変わります。

■リヤバンパースカート  
¥68,040＊ 

［¥60,000＋　¥3,000］ 
E5617SG000## 
＊ターボ車以外はカバー（エキゾースト）
¥2,700［¥2,000＋　¥500］ 
E5617SG100が別途必要。
〈リヤバンパーパネル、スプラッシュボード、
 ホイールアーチトリムと共着不可〉  
●樹脂製。 
※装着部地上高が変わります。

◆STI リヤアンダースポイラー  ￥46,440
［¥40,000＋　¥3,000］ ST96050SF000

〈リヤバンパースカート、リヤバンパーパネルと共着不可〉 ●樹脂製。 ※装着部地上高が変わります。
◆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 フロントアンダースポイラー  
¥46,440 ［¥40,000＋　¥3,000］ SG517SG100##
〈18インチホイール車用。フロントバンパースカート、ホイールアーチトリムと共着不可〉
●STIパッケージでも購入可。
●樹脂製。 ※装着部地上高が変わります。 ＊スバル純正保証対象。

▶P06

for 2 . 0 i / 2 . 0 i - L / X - BREAK

for X T / S - L i m i t e d

写真はすべてイメージです。

このカタログに掲載のSTIアイテムにつきましては、リヤアンダースポイラーを除き、スバル純正保証の対象となります。◆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。
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p06-07:exterior

■フロントグリル（ブラック）  ¥42,120 ［¥35,000＋　¥4,000］ J1017SG000  ●樹脂製。 ※枠部分はグレーです。

▶P10

■カーゴルームプレート（ステンレス）  ¥15,120
■カーゴステップパネル（ステンレス）  ¥15,120

カーゴステップパネル（ステンレス）

■STI アルミホイール
17インチ×7J＋48
¥183,600＊/4本 ［¥156,000＋　¥14,000］
（［¥39,000＋　¥3,500］SG217CA0#0×4本）

18インチ×7J＋48
¥196,560＊/4本 ［¥168,000＋　¥14,000］ 
（［¥42,000＋　¥3,500］SG217SG0#0×4本）
＊インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要。
＊標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
＊品番末尾の# はカラーコード
  （シルバー：0、ガンメタ：1、ブラック：2）。
●センターキャップ、エアバルブ付。 
●17/18インチとも全車に装着可。
＊スバル純正保証対象。 

■STI フレキシブルタワーバー  ¥35,640
［¥30,000＋　¥3,000］ SG517FJ002（ターボ車用は SG517SG000）
＊スバル純正保証対象。

■STI シフトノブ
（CVT） ¥24,840

▶P05

■STI フロント
アンダースポイラー  
¥46,440

■フォグランプ（17/18インチホイール車用）

ＬＥＤ  ¥44,280＊ / ¥41,040 
［¥38,000＋　¥3,000］ H4517SG050 / ［¥36,000＋　¥2,000］ H4517SG040

ハロゲン（クリア）  ¥35,640＊ / ¥32,400
［¥30,000＋　¥3,000］ H4517SG060 / ［¥28,000＋　¥2,000］ H4517SG010

ハロゲン（イエロー）  ¥39,960＊ / ¥36,720
［¥34,000＋　¥3,000］ H4517SG070 / ［¥32,000＋　¥2,000］ H4517SG020
＊フォグランプ非装着車はフォグランプ取付キット ¥8,640［¥6,000＋　¥2,000］ H4518SG020 が別途必要。
●バルブの性能を引きだす専用設計レンズ&反射板。
●ハロゲンは35Wハイワッテージバルブ（標準装備品は19W）。
※発光色は他の灯火類と異なります。
＊ハロゲンバルブ部は消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

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。

ST I package
■STI パッケージ 
〔STI フロントアンダースポイラー ＋ フレキシブルタワーバー ＋ シフトノブ（CVT）〕
通常合計価格 ¥106,920 ▶ パッケージ価格 ¥96,120  

［¥82,000＋　¥7,000］ P0017SG980##（ターボ車 P0017SG981##） 
※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。　

■フロントグリル（シルバー）  ¥42,120 ［¥35,000＋　¥4,000］ J1017SG100  ●樹脂製。 ※枠部分はブラックです。

■カーゴステップパネル（樹脂）  ¥11,880 

■ルーフラック  ¥102,600

■ボディサイドモールディング  ¥30,240 
［¥25,000＋　¥3,000］ J1017SG700##

■SAA 17インチアルミホイール  
¥120,960 /4本 
［¥98,000＋　¥14,000］ SAA3102810×1セット  
＊標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。
●17インチ×7J＋48。 
●センターキャップ、エアバルブ付。
◆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】

■サイドシルプレート（ステンレス）  ¥15,120 
［¥12,000＋　¥2,000］ E1017SG100　

●樹脂製ボディ同色。

LED

ハロゲン（クリア）

ハロゲン（イエロー）

このカタログに掲載のSTIアイテムにつきましては、リヤアンダースポイラーを除き、スバル純正保証の対象となります。

●1台分4枚。 
●前席左右はSUBARUロゴ入り。

▶P19

▶P17 ▶P17

▶P17

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）

ワークスファクトリーが鍛えたデザイン＆テクノロジーを、SUVで愉しむ。
モータースポーツの名門STI が贈るスポーツパーツ。

カーゴルームプレート（ステンレス）

〈18インチホイール車用。フロントバンパースカート、ホイール
 アーチトリムと共着不可〉 ＊スバル純正保証対象。

＊スバル純正保証対象。

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
クォーツブルー・

パール

E1
ヴェネチアンレッド・

パール

U9
ジャスミングリーン・

メタリック

F3
ダークブルー・
パール

E8
セピアブロンズ・
メタリック

Q1
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p08-09: interior

interior package
■インテリアパッケージ（ウルトラスエード）
〔コンソールオーナメント左右 ＋ コンソールリッド ＋ ドアグリップ前席〕 
通常合計価格 ¥55,080 ▶ パッケージ価格 ¥42,120
［¥36,000＋　¥3,000］ J1317SG250
※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

■コンソールリッド（ウルトラスエード） ¥20,520 
［¥18,000＋　¥1,000］ J1317SG230
●交換タイプ。 

■ドアグリップ前席（ウルトラスエード） ¥17,280 
［¥15,000＋　¥1,000］ J1317SG120
●交換タイプ。 

■コンソールオーナメント左右（ウルトラスエード） ¥17,280
［¥15,000＋　¥1,000］ J1317SG220
●交換タイプ。 

手に触れる上質。

ドライバーの操作系だけでなく、ともに乗る人にも、さらに上質なタッチフィールを。

フォレスター純正アクセサリーとして、前席ドアグリップ、コンソールリッド、

そしてコンソールオーナメントという、乗る人の手に触れる部分に、

注目のインテリアクロス「ウルトラスエード®」を、贅沢にレイアウトしました。

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

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純正の逸品。

アクティブな一日の、心地よい疲れを癒すような「手に触れる上質」を、

ともに過ごす人にも味わっていただけます。

Ult rasuedeⓇ、ウルトラスエードⓇは東レ株式会社の登録商標です。

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。
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p10 -11: interior

illumination package
■イルミネーションパッケージ 
〈ドリンクホルダー&コンソールイルミネーション ＋ フットランプ〉

通常合計価格 ¥47,520★ ▶ パッケージ価格 ¥45,360  

［¥30,000＋　¥12,000］ P0017SG930 ★パッケージにはのれんわけハーネス同梱
※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

※アイドリングストップからの再始動時は
一時的に電源が落ちます。※AC100V(最
大100Wまで)。ただし、一部の電化製品ま
たはご使用の環境により、消費電力が
100W以下であっても、正常に作動しない
機器・場合があります。詳細は製品の取扱
説明書をご覧ください。※パワーコンセン
トから電源供給を受けながら、AUX端子
や外部入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。

■ドリンクホルダー&コンソールイルミネーション ¥22,680★ 
［¥15,000＋　¥6,000］ H2017SG000
●スモールランプ連動。 ●ドリンクホルダーとコンソール内にブルーLED各2ヵ所。
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要。【下記】

写真はリヤシートヒーター無車

後席前席

■パワーウインドゥスイッチパネル
（マットカーボン調） 
¥29,160/前後席 
［¥25,000＋　¥2,000］ J1317SG320  
●交換タイプ。 

■インパネパネル（マットカーボン調）  ¥21,600/左右セット 
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317SG030  ●交換タイプ。

スモールランプ点灯：アンバー ドア開：ブルー

■シガーライターキット  ¥4,320 
［¥2,000＋　¥2,000］ H6718FJ000
●アクセサリーソケットと交換取付。

■パワーコンセント  ¥25,920 
［¥18,000＋　¥6,000］ H6717SG000
〈メーカーOPナビ等、他のオプションで助手席下が占有されている場合は装着不可〉

■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。

■フットランプ  ¥24,840★ ［¥17,000＋　¥6,000］ H7017SG000  

●スモールランプ点灯：アンバー／ドア開：ブルー  ●LED前後席4ヶ所。 ★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要。【下記】

■パドルランプ  ¥39,960★
［¥25,000＋　¥12,000］ H4717SG000
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要。【下記】 

★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（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。
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。

■ウェルカムライト  ￥17,280 / フロントドア左右
［¥15,000＋　¥1,000］ H461CSG000 〈SAAのLEDウエッジバルブ（カーテシランプ用）と共着不可〉
＊車両のカーテシランプ（フロントドア左右）と交換取付。 ＊ドアを開くとLEDで六連星を路面に照射。約30秒後に消灯します。

MTCVT

■STI ペダルパッドセット  CVT  ¥17,280 / MT  ¥20,520
［¥13,000＋　¥3,000］ SG317FG000 / ［¥15,000＋　¥4,000］ SG317FG010
〈アルミパッド付スポーツペダル車は装着不可〉  
●ラバーパッド&ノンスリップシート付。 ＊スバル純正保証対象。   

■STI シフトノブ  CVT  ¥24,840 
［¥22,000＋　¥1,000］ SG117SG101
●STIパッケージ【p6】でも購入可。
＊スバル純正保証対象。 

■STI シフトノブ  6MT  ¥16,740 
［¥15,000＋　¥500］ SG117AJ010
＊スバル純正保証対象。   

●本革＋ディンプル本革。 ●アルミ＋ディンプル本革。

このカタログに掲載のSTIアイテムに
つきましては、リヤアンダースポイラーを除き、
スバル純正保証の対象となります。 ■SAA ＬＥＤルームバルブ

（スポットランプ用） ￥6,653/左右2個（工賃別）
［¥3,080×2点（工賃別）］ SAA3050362×２点

■SAA マルチＬＥＤルームバルブ
（ルームランプ用） ￥7,020/1個（工賃別） 
［¥6,500（工賃別）］ SAA3050270
＊プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。

■SAA ＬＥＤウエッジバルブ
（ラゲッジランプ用） ￥3,542/1個（工賃別） 
［¥3,280（工賃別）］ SAA3050296

■SAA ＬＥＤウエッジバルブ
（カーテシランプ用） ￥7,085/左右2個（工賃別） 
［¥3,280（工賃別）×２点］ SAA3050296×２点
〈ウェルカムライトと共着不可〉

■SAA インテリアＬＥＤセット 〔下記4点のセット〕 ¥23,544 ［¥19,800＋　¥2,000］ SAA3050306  ※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

＊バルブのみ交換。 ◆消耗品のため保証対象外。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】

写真はすべて他車種
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A C C E S S O R I E S

フォレスターの冒険は、もっと広がる。

大事な趣味の道具と、そして大切
な人たちと、冒険的なアクティブ

ライフを、いちばん

安心して愉しめるSUVでありたい。先進の安全思想
、熟成のシンメトリカルAWD。

そしてフォレスターとSUVを知りつくした、SUBARU純正アクセサリー。クルマに

求められるすべての面で、フ
ォレスターがまた、SUVの理想に近づきます。

Wild Life Active

写真はすべてイメージです。
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p14-15: interior

家族や仲間だけでなく、フォレスターのゆとりのキャビンは、愛犬
との快適なツーリングも約束する。乗降時のボディ保護や、エア
コンの効きにまで配慮したパートナーズカバーは、後席で愛犬と
同乗もできる多彩なアレンジが魅力。ユニバーサルチャイルド/
ジュニアシート【p25】とも共着できる。毎日をともに暮らす人間の
一番の親友に、見たことのない遥かな景色を見せてあげたい。

子供や家族が居るからこそ、一緒に冒険の想い出を作りたい。シート背面まで保護するフルシートカバーは、やんちゃな子供と遊ぶ
クルマの、密かなマストアイテム。運転中も地デジやDVDが観られるリヤモニターや、軽食テーブルにもなるシートバックポケットが、
長距離ツーリング中もリヤシートの小さな王様を退屈させない。SUVの身嗜みである撥水シートカバーはソフトタッチな素材を使い、
水のこぼれにくいトレーマットとともにシート&フロアにフィットする純正設計。更衣室にも使えるリヤゲートテントとともに、水遊びには
最適だ。これらのシートカバー類や、後席背面まで水濡れから守るカーゴアイテム【p17】は、テザーベルト不要のサポートレッグ付 ISOFIX
チャイルドシート【p25】と共着できるのも魅力。大切な家族をしっかり守りながら、かけがえのない冒険の想い出を作ってほしい。

リヤエンターテイメント（10.1型ワイドVGA+LED） 

SUBARU DOG 
オリジナルハーネス

SUBARU DOG
オリジナルリールリード

SUBARU DOG
オリジナルベッド

新しい冒険も、
愛すべき者との時間も、
妥協しなくていい。

2名乗車時

ペット乗降時3名乗車時

■パートナーズカバー  ¥20,520 ［¥19,000］ F4117SG400 〈ISOFIXチャイルドシート、後席アームレストと同時使用不可〉
●左右ドアトリム、前席背面、ペット乗降時のサイドシルもカバー。 ●後席で愛犬と同乗可。 ●エアコンの効きを妨げない前後席間メッシュ付。

■フルシートカバー  
¥39,960 
［¥34,000＋　¥3,000］ 
F4117SG010
（リヤアームレスト車は F4117SG000）
〈本革シート車とX-BREAKは装着不可〉

■SAA リヤゲートテント  
¥26,784 ［¥24,800］ SAA7030100 
◆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】

■オールウェザーシートカバー
フロント（1脚分）  ¥12,420 
［¥11,000＋　¥500］ F4117SG110

リヤ  ¥20,520 
［¥18,000＋　¥1,000］ F4117SG210
〈本革シート車は装着不可。リヤは後席アームレスト使用不可〉

■トレーマットセット  ¥16,740 
［¥15,000＋　¥500］ J5017SG210　
〈他のマット類と重ねての使用不可〉
●5席分5枚。 
●低臭SBRゴム製（独特のゴム臭が感じられる
　場合があります）。

■SAA シートバックポケット  
￥5,940 ［¥5,500］ 
オレンジ：SAA1031510、
グレー：SAA1031550
＊助手席背面に装着。 
◆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】

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。

▶ナビカタログ

SUBARU
サーモスステンレスボトル

SUBARU 氷点下
ハイパークーラーBOX

5席分はフロント×2点とリヤで計¥45,360

SUBARU Online Shop THULE（SAA）

SUBARU Online Shop SUBARU Online Shop SUBARU Online Shop SUBARU Online Shop SUBARU Online Shop

写真はすべて他車種

オレンジ
（ティッシュボックス付）

グレー
（脱着式ショッピングバッグ付）

SUBARU Online ShopとTHULE（SAA）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。  ■スバルオンラインショップ  www.subaruonline.jp ■THULE店頭パンフレット （SAAホームページ www.e-saa.co.jp でもダウンロードできます）

写真はすべてイメージです。
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濡れる、汚れる、畳めない。
趣味の道具は
人よりわがままだ。

カーゴ全高のあるフォレスターは、MTBやロードレーサーを風雨に晒さず運ぶのも得意。
2名乗車で2台収納できる前後調整式のカーゴサイクルキャリアは、カーゴトレー【上記】とも共着
でき、カバー範囲の広い樹脂製カーゴステップパネルは、積み降ろし時のボディ傷も防ぐ。
またルーフにはサイクルアタッチメント【p 1 8】が２基搭載でき、3名乗車で3台あるいは、
カーゴとルーフをフルに使い、トランポとしてダウンヒルのサポートに回ることも可能だ。

■サイクルアタッチメント  
¥22,680

■カーゴネット ¥10,800 
［¥10,000］ F5517SC000
〈オールウェザーカーゴカバーと共着不可〉

■カーゴステップカバー  
¥11,880
［¥10,000＋　¥1,000］ E1017SG200

カーゴルームプレート（ステンレス）

カーゴステップパネル（ステンレス）

■カーゴルームプレート
（ステンレス）  ¥15,120 
［¥13,000＋　¥1,000］ E1017SG000

■カーゴステップパネル
（ステンレス）  ¥15,120 
［¥13,000＋　¥1,000］ E7717SG000

■サイクルアタッチメント（カーゴレール） ¥21,600 ［¥20,000］ L0017AJ007
〈カーゴレール&フック車用。カーゴパーテーションと同時使用不可〉

●搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで690mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、
　ホイール径24～28インチ、前輪クイックレリーズハブ 、オーバーロックナット100mmの物に限ります。

●前輪の取外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。

■カーゴステップパネル
（樹脂） ¥11,880

［¥10,000＋　¥1,000］ E771SSG300
●ユーティリティパッケージ【p16】でも購入可。

cargo room package

※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。 ＊カーゴトレーマット（カーゴルームパッケージ）とカーゴレール&フック（ユーティリティパッケージ）の共着にはマジックテープ&プライマーセット ¥972［¥900］ J5017AJ116 が別途必要。

■カーゴルームパッケージ 〔カーゴトレーマット ＋ カーゴステップカバー ＋ カーゴネット〕
通常合計価格 ¥41,040 ▶ パッケージ価格 ¥36,720＊ ［¥32,000＋　¥2,000］ P0017SG710

utility package ■ユーティリティパッケージ 〔カーゴレール＆フック ＋ カーゴパーテーション ＋ カーゴステップパネル（樹脂）〕
通常合計価格 ¥51,840 ▶ パッケージ価格 ¥47,520＊ ［¥39,000＋　¥5,000］ P0017SG720　

p16-17:cargo

■トノカバー  ¥20,520
［¥19,000］ 65550SG002VH
（パワーリヤゲート車用は 
 65550SG012VH）
●ベースキット【p26-27】でも購入可。

■カーゴマット  ¥11,880 
［¥11,000］ J5017SG500
〈他のマット類と重ねての使用不可〉
●FORESTERロゴ入り。

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。

▶P18 SUBARU
オリジナルサイクル半袖ジャージver.1

SUBARU Online Shop THULE（SAA）

SUBARU Online Shop

SUBARU Online ShopとTHULE（SAA）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。  ■スバルオンラインショップ  www.subaruonline.jp ■THULE店頭パンフレット （SAAホームページ www.e-saa.co.jp でもダウンロードできます）

写真はすべてイメージです。

SUBARU 氷点下ハイパークーラーBOX

■ルーフボックス（ブラック / シルバー）  
¥79,920 

■オールウェザーカーゴカバー  
¥17,280
［¥15,000＋　¥1,000］ F4117SG300
〈X-BREAKは装着不可。 
 カーゴネット、カーゴレール&フックと共着不可。
 他のマット類と重ねての使用不可〉

■カーゴレール＆フック  ¥23,760＊ 
［¥18,000＋　¥4,000］ L0017SG000 
＊カーゴトレーマット（カーゴルームパッケージ）とカーゴレール&フック
（ユーティリティパッケージ）の共着には マジックテープ&プライマーセット 
¥972［¥900］ J5017AJ116 が別途必要。
〈X-BREAKは装着不可〉
●ユーティリティパッケージ【p16】でも購入可。

■カーゴパーテーション  ¥16,200 
［¥15,000］ L0017AJ010　
〈カーゴレール&フック車用。サイクルアタッチメントと同時使用不可〉
●ユーティリティパッケージ【p16】でも購入可。

■カーゴトレーマット ¥18,360＊ 
［¥16,000＋　¥1,000］ J5017SG400 
＊カーゴトレーマット（カーゴルームパッケージ）とカーゴレール&フック
（ユーティリティパッケージ）の共着にはマジックテープ&プライマーセット
 J5017AJ116 ¥972［¥900］が別途必要。
〈X-BREAKは装着不可。他のマット類と重ねての使用不可〉
●樹脂製（後席背面はPVCシート）。
●カーゴルームパッケージ【p16】、ベースキット【p26-27】でも購入可。

▶P19

SUBARU Online Shop

水がこぼれにくい縁付きのカーゴトレーは、前後位置を調整できるパーテーションとも共着でき、魚を活かしたライブウェルが転倒したり、クーラーボックスが発進
停止のたびに他の道具にぶつかるのも防ぐ。カーゴサイドまで覆った撥水カバーは、濡れたウェーダーやランディングネットも気軽に放りこめる。いず
れも分割可倒リヤシート対応で、ロックフィッシュ/エリアトラウトから長いシーバス/エギングロッドまで、ルアーを付けたまま移動可能。5 .6フィート
1ピースから11フィート2ピースロッドまで収まるルーフボックス【p19】も、多人数での釣行には欠かせない。湾奥からサーフまで、一瞬の時合を狙う
ラン&ガン・アングラー達に、多彩なルートの長距離移動と、使いたいタックルを妥協なく持っていける積載性を、フォレスターが提供する。
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サーフィン、スキー、自転車からカヌーまで。クルマのサポートあればこその趣味は多い。稀有な
国産ワゴンの伝統を育て、カーゴのユーティリティに定評のあるS U B A R Uは、ルーフでしか
運べない長尺物に対応するアイテムも、豊富に揃えている。走行性能にも影響を与えるルーフ
キャリアとして、厳しい試験をクリアした純正品のほか、スウェーデンの名門THULEの70年以上の
歴史が育んだ、多彩なアタッチメント群も選択可。美しい湖面の朝靄を分けてカナディアンカヌーを
進め、潮風薫る入り江をシーカヤックでラン＆ガン。誰もが憧れるシーンを、フォレスター＆
純正アクセサリーなら確実に実現できる。

S U B A R Uなどの先進的なメーカーが提案してきたワゴンやクロスオーバーS U Vが、
グローバルに定着して以来、クルマの重要な価値のひとつとなった「積載性」。それは
レジャーそのものの充実に直結する性能だ。ヘビーデューティながら軽量なフォレスター
専用ルーフラックは、キャリアベースとして各アタッチメントも装着可能。ルーフキャリアは、
クッションパッドを付けた前後バーをローダウンすれば、ロングボードにも対応できる。
空力特性に優れたルーフボックスには、一般的なスノーボードやワンピースロッドが収納可。
一人より二人、五人の仲間と、日帰りより一泊、一週間のキャンプを。カーゴルームに収まり
きらない夢をかなえるキャパシティが、あなたのフォレスターの潜在能力だ。

SUBARU ガソリンストーブ
ボトルセット

SUBARU パーコレーター SUBARU
ウォールマグタンブラーデミタ

SUBARU
チタン製マグカップ

積みたい物を積み、
行きたい所へ行く。
それがS U Vだと思う。

■ルーフラック  ¥102,600 
［¥90,000＋　¥5,000］ E3617SG600
〈サンルーフ車とシルバールーフレール車は装着不可。
 ボディカバー使用不可〉

●ベースバー23×32㎜ 四角断面。

■スキーアタッチメント  ¥24,840
（システムキャリアベース（エアロ）用は  ¥27,000）
［¥20,000＋　¥3,000］ E3617AJ573
（システムキャリアベース（エアロ）用は［¥22,000＋　¥3,000］ E3617AJ571）

■ルーフキャリアアタッチメント  ¥39,420
（システムキャリアベース（エアロ）用は ¥43,740）
［¥34,000＋　¥2,500］ E3617SG580
（システムキャリアベース（エアロ）用は［¥34,000＋　¥2,500］
E3617SG580 ＋ ブラケット［¥4,000］ E3617FG570）

■システムキャリアベース（エアロ）  ¥31,320
［¥26,000＋　¥3,000］ E3617SG500 
〈シルバールーフレール無車用。ボディカバー使用不可〉

■システムキャリアベース（スクエア）  ¥29,160
［¥24,000＋　¥3,000］ E3617FJ530 
〈シルバールーフレール車用。ボディカバー使用不可〉

●ベースバー28×80.5㎜ 異形断面。 ●ベースバー23×32㎜ 四角断面。

◆キャリア類の注意事項　
※表記のスキー、スノーボード、サーフボード、自転車等の積載数は目安。種類・形状によって積載できない場合があります。※サイクルキャリア類は主にスポーツバイク用。詳しい適合寸法や積載可能自転車は取扱説明書に記載。詳しくは販売店にお問い合わせください。
※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。※キャリア類装着時は走行状況により風切り音が出たり、電波状態によりラジオが受信しにくい場合があります。

■サーフボードアタッチメント  ¥11,880
［¥11,000］ E3617AJ564
〈システムキャリアベース（エアロ）用〉

●スキー板6セットorスノーボード4枚。
●全幅790（有効幅650）×全高170mm。
●キーロック付。

●サーフボード1枚。
●全幅525×全高22mm（前後2本）。

●全長1130×全幅750（内幅650）×全高125mm。
●最大積載重量42kg。
●本体重量8kg。

■ルーフボックス（ブラック / シルバー）  ¥79,920 
［¥72,000＋　¥2,000］ E3617FJ560 / 561 
●スキー板6セットorスノーボード4枚（長さは1680mmまで）。
●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：システムキャリアベース エアロ：50kg／スクエア：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。

■ルーフ＆サーフ
クッションパッド  ¥6,696 
［¥6,200］ E3617AC606
〈ルーフラック、
 システムキャリアベース（スクエア）、
 ルーフキャリアアタッチメント車用〉

■ルーフキャリアネット
¥4,104
［¥3,800］ E3647KC551
〈ルーフキャリアアタッチメント用〉

●全幅500mm（前後2本）。

●自転車1台（サイクルアタッチメントは
　2基搭載可）。
●全長1495×全幅215×全高90mm（システ
　ムキャリアベース（エアロ）用は115mm）。
●自転車の寸法は全長1550～1700mm、
　ハンドル幅650mm、ホイール径 25～
　27インチ、パイプ径 25～55mm。

一人でカヤックの積載が可能
           Hydroglide 873

可倒式カヤックキャリア
           Hull-a-Port Pro 837

折りたたみ式ルーフボックス
　　　　Ranger 500

折りたたみ式ルーフボックス
　　　　Ranger 90

■サイクルアタッチメント  ¥22,680
（システムキャリアベース（エアロ）用は  ¥26,460）
［¥20,000＋　¥1,000］ E3617FJ590 （システムキャリアベース（エアロ）用は
［¥20,000＋　¥1,000］ E3617FJ590 ＋ ブラケット［¥3,500］ E3617FG571）
※異形パイプ、カーボン材質、ディスクホイールの自転車は積載不可。

p18-19:carrier

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。

THULEルーフキャリア類については
店頭パンフレットをご覧ください。

SUBARU Online Shop THULE（SAA）

THULE（SAA） THULE（SAA）

THULE（SAA）

THULE（SAA）

SUBARU Online ShopSUBARU Online ShopSUBARU Online ShopSUBARU Online Shop

SUBARU Online ShopとTHULE（SAA）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。  ■スバルオンラインショップ  www.subaruonline.jp ■THULE店頭パンフレット （SAAホームページ www.e-saa.co.jp でもダウンロードできます）

写真はすべてイメージです。



60C
TP

K
M

C
Y

adO
4/210線

/A
4

985641_ス
バ

ル
 FO

R
E

S
TE

R
 A

C
C

 2018.01
2017/11/30

2120

ドライバーだけが
愉しいクルマは、
S U Vじゃない。

p20-21:drive assist

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。

進化したAVナビの性能も、
最大限に引きだせる。
メディア対応から音響・画質まで、ヘッドユニットとしても
進化したナビのオーディオ＆ビジュアル性能が、
最新スピーカー＆モニターの能力も引きだす。

音楽の歓びは、乗る人すべてと分かちあえる。
ともに走る仲間や家族の、お気に入りの曲もいい音で。
純正ならではのキャビン音響マッチングとともに、音楽の歓びを分かちあう音空間を。

■carrozzeria スピーカーセット 
■KENWOOD スピーカーセット
■DIATONE スピーカーセット 
■リヤエンターテイメント
　（10.1型ワイドVGA+LED） 

写真はGS100

▶ナビカタログ

クルマと過ごす、すべての時間が愉しい。
爽快なワインディング、長距離ツーリング、
渋滞路から休憩時間まで。
いつでもクルマが心地よいリスニングルームに。

あなたに走る歓び、
子供に観る愉しさを。
ドライバーがナビを使っていても、
後席では地デジ・DVD・動画ファイルを
高画質で愉しめるリヤモニター。
SUVのゆとりのキャビンを活かした、
子供とのドライブにも欠かせない
アイテムだ。

ナビゲートされる安心、行動が広がる愉しさ。
SUVのフットワークを支える、進化したマストアイテムが、
アクティブライフのクオリティと可能性も高めていく。

リスニングルームでも、コンサートホールでも体験できない、
ドライビングミュージックだけの歓びが、
愉しい一日への期待感を高め、想い出も深めていく。

例えば、首都高ブラインドコーナー先の落下物から、「中央道と第二東名のどちらが早いか」といった全国規模の
渋滞情報まで、ナビゲートに反映できる。慣れないツーリング先の縦列/並列駐車も、スマートにバックできめられる。
最新インフラETC2.0や、定番の後方カメラとのパッケージングを前提に開発されたSUBARU 純正ナビ。さらに、
車両側のディスプレイも活かして、後方カメラと車体センサーの同時チェックもできるなど、純正ならではの
拡張性も進化。気軽に走りだせる、踏みこめる、停められる安心感が、SUVのフットワークをもっと自由にする。

※純正ナビ全機種にETC2.0対応の車載器を
　ラインナップしています。

■パナソニック ビルトインナビ

■リヤビューカメラ
　（C-MOS）
▶ナビカタログ

■パナソニック 
　ETC2.0 車載器キット
▶ナビカタログ

▶ナビカタログ

NAVI
二画面を駆使した
ドライブアシストから
AV機能まで、
拡張性も進化した
純正ナビ。

ETC2.0

進行方向の直前～
長距離情報を
集中的に大量取得

Rearview
　 Camera

慣れない
ツーリング先でも
スマートに
バック駐車。

［2画面ナビ シミュレーション動画］
［ディスプレイコーナーセンサー&リヤビューカメラ駐車シーン］
ページ全体を写してください（撮影車はレヴォーグ）。

※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。
　ナビやカメラ/センサー等だけに頼らず、
　必ず実際の道路状況を確認して運転してください。

ナビ＋後席用リヤモニター同時使用例。写真はイメージです。
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クリアフィルム（1台分4枚セット）

■ドアミラーオートシステム  ¥17,280 
［¥12,000＋　¥4,000］ H2717SG000
●ドアミラーで後方確認しながら降りたい時、降りてからドアロックすることでミラーを畳めます。
●ミラーの動きでキーレスの作動確認もできます。

■フェンダーコントロール （オート）  ¥29,160＊★
［¥20,000＋　¥7,000］ H4417SG130（18インチホイール車は H4417SG111）
＊フォグランプ（標準装備/オプション）非装着車は、
  フェンダーコントロール取付キット ￥1,188 ［￥1,100］ H4418SG000 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点必要。【下記】
〈センサー類と共着不可〉

●イグニッション連動自動伸縮。
●夜間用LED付。
●ポール長300mm。

■ドアエッジモール  ¥3,456 ［¥2,200＋　¥1,000］ F0077YA00#　
＊品番末尾の# はカラーコード（ホワイト：0、シルバー：1、 ダークシルバー：2、ブラック：3、レッドマイカ：4、
  ダークグリーン：5、ブルー：6、ダークブルー：7）。
●ドア2枚分（1台分は2セット必要）。 ※ボディ同色やメッキではありません。

■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：H4817SG200、ブラック：H4817SG210、シルバー：H4817SG220、レッド：H4817SG230

■バックセンサー（リヤ4センサー）  ¥64,800★ 
［¥50,000＋　¥10,000］ 
ホワイト：H4817SG300、ブラック：H4817SG310、シルバー：H4817SG320、レッド：H4817SG330

■コーナーセンサー＆バックセンサー  ¥86,400★ 
［¥35,000＋　¥7,000］
ホワイト：H4817SG200、ブラック：H4817SG210、シルバー：H4817SG220、レッド：H4817SG230
＋ ハーネスリヤ［¥8,000＋　¥6,000］ H4817SG301 
＋ センサー×4個［¥6,000×4個］ ホワイト：H4817FJ501×4個、ブラック：H4817SG011×4個、
　シルバー：H4817FJ521×4個、レッド：H4817SG031×4個

★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要。【下記】
〈他のセンサー類、フェンダーコントロールと共着不可〉

ホワイト

●ブザーとインジケーター点滅間隔で
　障害物の接近距離を知らせます。
●フロント／リヤコーナー感知範囲：約60ｃｍ・水平約90°×垂直約60°。
●バック感知範囲：約150ｃｍ・水平約62°×垂直約32°。
●センサーは4色から選択可（ボディ同色ではありません）。

ブラック シルバー レッド

インジケーター（ナビや車載モニター等での表示不可）

▶ナビカタログ
ディスプレイコーナーセンサーも
ご用意しています。
（ナビまたはマルチファンクションディスプレイ接続）

●路地から出る際などに、左から車が来ないか
　マルチファンクションディスプレイでチェック。
●距離感がつかみやすいガイド線付で、路肩寄せや狭い
　駐車場も安心。 
●画角：水平約130°。
●約30万画素C-MOSカメラ。

p22-23:drive assist

★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（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。
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。

■SAA ノーズアップカメラ（左用）　¥34,560★
［¥26,000＋　¥6,000］ SAA3220300
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1点必要。【下記】
〈＊パナソニック ビルトインSDナビと共着不可。ディスプレイコーナーセンサーまたはリヤビューカメラを
　マルチファンクションディスプレイに接続している場合は装着不可〉 
◆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】

●乗降時に爪で傷付けやすいドアハンドル奥をガード。
●車体の飛石ガード用チッピングフィルムにも使われる
　素材のクリアフィルム。

［ドアミラーオートシステム使用シーン］
ページ全体を写してください（撮影車はレヴォーグ）。

■SUBARU純正ドライブレコーダー
前方録画  ¥49,680＊1〈全車用〉

前後方録画  ¥50,760＊2 〈ディーラーOPリヤビューカメラ車用【ナビカタログ】〉

［¥38,000＋　¥8,000］ H0013FL100
●＋前後方録画は ドライブレコーダー用リヤカメラケーブル［¥1,000］ H0013FL103 が必要。
＊1：メーカーOPナビ車は、ETC接続コードB  ¥1,620［¥1,500］ H0077YA140 が車両1台に1本必要。
＊1＊2：ナビ/オーディオ無車は、ETC接続コードA ¥2,160［¥2,000］ H0077YA130 が車両1台に1本必要。

ノーズアップカメラ（左用）＆
リヤビューカメラ共着イメージ

■SAA 
プロテクションフィルム  
￥5,940 / 前後ドア4枚分
［¥4,000＋　¥1,500］ 
SAA3320020
◆スバル純正保証対象外（SAA
　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】

前後方録画やWi-Fiにも対応するアイサイト適合ドライブレコーダー。 ※ナビ接続には対応していません。

ケンウッド彩速ナビ専用。
300万画素アイサイト適合ドライブレコーダー。
※Wi-Fi接続、スマートフォンビュアー、リヤビューカメラ録画には対応していません。

繰り返し録画も安心の、産業用高耐久pSLC規格microSD 8GBカードと、
SDカードアダプターも付属。
別売8GB/16GBカードも同規格でご用意しています。

高耐久pSLC規格microSD 8GBカードとSDカードアダプター付属。
別売8GB/16GBカードも同規格でご用意しています。

8GBカード（最大約240分前方録画） ¥7,560［¥7,000］ H0013FL101
16GBカード（最大約480分前方録画） ¥9,720［¥9,000］ H0013FL102

＊ナビや車載モニター等での表示/ 再生不可（Wi-Fi/SD/microSD対応ナビも不可）。
＊車内録音（OFFスイッチ付/明瞭な音声記録は不可）。
＊本体はグローブボックス内、カメラはルームミラー前方のフロントウインドゥ（運転席側）に装着。

オプション

8GBカード（最大約100分録画） ¥7,560［¥7,000］ H0019FL101
16GBカード（最大約200分録画） ¥9,720［¥9,000］ H0019FL102

オプション

8GBカード（最大約100分録画） ¥7,560［¥7,000］ H0019FL101
16GBカード（最大約200分録画） ¥9,720［¥9,000］ H0019FL102

オプション別売microSDカードは
高耐久pSLC規格となります。

SAA

※撮影車は他車種（アングルや車体映り込みは車種により異なります）。

●300万画素の高画質。
●逆光、対向車、トンネル出入口などの光量変化に配慮したHDR搭載（300万画素録画時除く）。
●Windows PCビュアーではGoogle Earthで使用するデータを出力可能。
●駐車時の衝撃も検知し録画。

●ディーラーOPケンウッド彩速ナビで、
　再生や地図との２画面表示が可能（走行中は不可）。
●300万画素の高画質。
●逆光、対向車、トンネル出入口などの光量変化に配慮したHDR搭載（300万画素録画時除く）。
●Windows PCビュアーではGoogle Earthで使用するデータを出力可能。
●駐車時の衝撃も検知し録画。

＊動画アングルは車種により異なります。
＊写真のPCビュアーの使用にはWindows PCが必要。
＊車内録音（OFFスイッチ付/明瞭な音声記録は不可）。

＊走行中のドライブレコーダー再生はできません。
＊動画アングルは車種により異なります。
＊写真のPCビュアーの使用にはWindows PCが必要。
＊車内録音（OFFスイッチ付/明瞭な音声記録は不可）。

■ドライブレコーダー各種の注意事項：※ドライブレコーダー内部のGセンサーにより衝撃を判定しますが、イベントファイルに移行でき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。 ※夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに
映り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が変化します。 ※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。

Wi-F i接続ですぐ見られる、
iPhone/Androidビュアー。

リヤビューカメラ車は、
走行中の後方録画にも対応。

■本体：約70×113×22.5mm＋カメラ：約36×45×44mm ■1/2.7インチ約200万画素C-MOSイメージセン
サー ■画角：水平約117°/垂直約70°■フレームレート28fps（LED信号対応/前後方同時録画時は異なります） ■画
質モード：高画質/標準/長時間（付属8GBカードで最大約100/120/240分前方録画） ■MP4ファイル（H.264＋AAC） 
■常時記録（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（衝撃検知前約12秒～検知後約8秒の映像を保護）/手
動記録（本体スイッチ）/駐車時録画（衝撃検知の約4秒後から約60秒間・前方記録のみ・立体駐車場の揺れや車
両バッテリー不足による作動/不作動があります） ■スーパーキャパシタ電源バックアップ（電源断以降最大5秒記
録） ■動作状況を知らせるLED&ブザー機能

●昼夜を問わず確実な記録。解像度だけでなく、受光量の多い
　1/2.7インチ大型イメージセンサー。 
●突然の逆光や対向車のライト、トンネル出入口などの光量変
　化に対応し、露出の異なる2種類の映像データをHDR合成。
●ノイズや温度変化への対策を徹底した本体設計。 
●事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。

Wi-F i

■本体（カメラ一体型）：約79x22x48mm ■1/3インチ約300万画素C-MOSイメージセンサー ■画角：水平約117°/垂直約63°■フレー
ムレート27fps（LED信号対応） ■画質モード：300万画素:2304×1296／FULL HD:1920×1080／HD:1280×720（付属8GBカードで
最大約50/70/100分録画） ■MOVファイル（H.264+LPCM）  ■常時録画（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（衝撃検知前約
12秒～検知後は15秒、30秒、1分から選択可能）/手動録画/駐車時録画（衝撃検知後10秒、20秒、30秒から選択可能・立体駐車場の揺れや
車両バッテリー不足による作動/不作動があります） ■スーパーキャパシタ電源バックアップ  ■動作状況を知らせるLED&ブザー機能

■本体（カメラ一体型）：約79x22x48mm ■1/3インチ約300万画素C-MOSイメージセンサー ■画角：水平約117°/垂直約63° ■フレームレート27fps（LED信号対応） 
■画質モード：300万画素:2304×1296／FULL HD:1920×1080／HD:1280×720（付属8GBカードで最大約50/70/100分録画） ■MOVファイル（H.264+LPCM） 
■常時録画（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（衝撃検知前約12秒～検知後は15秒、30秒、1分から選択可能）/手動録画/駐車時録画（衝撃検知後10秒、20秒、
30秒から選択可能・立体駐車場の揺れや車両バッテリー不足による作動/不作動があります） ■スーパーキャパシタ電源バックアップ  ■動作状況を知らせるLED&ブザー機能

■ドライブレコーダー（ケンウッドナビ用） 　　　　　¥42,120 
〈ディーラーOPケンウッド彩速ナビ車用〉 ［¥32,000＋　¥7,000］ H0019FL100

◆スバル純正保証対象外（SAA3年6万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】

撮影車は他車種（カメラは運転席側に装着します）

＊撮影車は他車種。装着位置は車種により
   異なります（フォレスターは助手席側）。

アイサイトのステレオカメラと
ドライバーの視界を妨げない、超小型別体カメラ。

アイサイト画像認識とドライブレコーダー録画の
両方をまもる電磁ノイズ干渉対策

高画質300万画素。お手頃なアイサイト適合SAAドライブレコーダー。
※Wi-Fi接続、スマートフォンビュアー、リヤビューカメラ録画、ナビ接続には対応していません。

■SAAドライブレコーダー             ¥37,800＊3  〈メーカーOPナビ車は装着不可〉
［¥28,000＋　¥7,000］ SAA3060340
＊3：ナビ/オーディオ無車は、ETC接続コードD ¥2,160［¥2,000］ H0077YA190 が車両1台に1本必要。
＊microSDカード（8GB/常時記録約100分 ※MLC規格）とSDカードアダプター付属。 
＊この商品はSAA3年6万㎞保証です。

●本体microSD録画済みデータを、Wi-Fi対応スマートフォンでコードレス再生（録画中のWi-Fi再生は不可）。
●ディーラーOPリヤビューカメラ車【ナビカタログ】は前後方同時録画にも対応（前後方同時再生は不可。
　後方映像は左右反転で録画されます）。
●駐車時の衝撃を検知し前方録画（約4秒後から約60秒間）。
●Googleマップ連動ビュアーは Windows PC用（Google Earthにも対応）、iPhone用、Android用を無料
ダウンロード可。Windows PCとmicroSD対応Androidスマートフォンはビュアーを使わず映像のみ再生も可。
●各ビュアーには、Gセンサー推移データ等に基づく運転評価「ドライビングレポート」機能付き。
●細部まで鮮明な録画と、美しい映像。1920×1080フルHD画質（長時間録画モードは640x360。後方録画は
　アナログ映像）。
●改良型スーパーキャパシタ電源バックアップにより、車両からの電源が断たれても最大約5秒の録画が可能。

単独使用

単独使用

ナビ連動

フォレスターは
フロントガラス助手席側に
装着（ルームミラー裏）。

※適応機種は 
www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drviewerS/ 
をご覧ください。
タブレット端末はWi-Fi接続でのビュアー使用不可。

※適応機種は 
www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drviewerS/ 
をご覧ください。
タブレット端末はWi-Fi接続でのビュアー使用不可。
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■ウインターブレードパッケージ 〔運転席 ＋ 助手席 ＋ リヤ ウインターブレード〕
通常合計価格 ¥11,988 ▶ パッケージ価格 ¥10,800 ［¥10,000］ P0017SG760　
※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

■ウインターブレード
運転席  ¥6,480 / 助手席  ¥2,808 / リヤ  ¥2,700 
運転席［¥6,000］ H6577AJ000 / 助手席［¥2,600］ H6577YA003 / リヤ［¥2,500］ H6577T1100
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

winter blade package

標準ホイール＆スタッドレスタイヤの
セットもご用意しています。
【詳しくは販売店までお問い合わせください。】

■ISOFIXチャイルドシート（サポートレッグ） 
¥84,240
［¥78,000］ F4107YA400 
〈パートナーズカバーと同時使用不可〉
●テザーベルト不要のサポートレッグベースシート。
●使用可能体重18kg［100cm/4歳］まで
   （成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能）。

CHILD SEAT

■ユニバーサル ジュニアシート  ¥34,560 
［¥32,000］ F4107YA350
●身長にあわせて頭部ガードを上げると、
　肩部ガードの幅/高さや身長表示ウインドゥも連動。
●使用可能体重
　15kg（100cm/3歳）～36kg（150cm/12歳）まで。

■ユニバーサル チャイルドシート  ¥38,880
［¥36,000］ F4107YA310
●使用可能体重18kg［100cm/4歳］まで
（成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能）。

■スプリングチェーン  ¥37,800 ［¥35,000］ B3177AJ010
※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。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

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

●2ステップ操作の簡易消火具。
●消火箇所を汚さないCO2消火。
●緊急脱出用シートベルト切断カッター＆
　ドアウインドゥ破砕ハンマー一体型。
●車内の決まった場所にセットでき、
　いざという時に素早く取り出せる
　専用ホルダー付。

■SAA エマージェンシーサポートキット  ￥19,224 
［¥17,800］ SAA1020010
■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） 
■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。SAA保証となり車両クレーム保証の対象外。【SAA保証については裏表紙参照】 

p24-25:drive assist

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。

標準バルブ

写真は他車種標

■SAA LEDライセンスバルブ  
￥5,724 / 左右セット ［¥4,800＋　¥500］ SAA3050352
※発光色は他の灯火類と異なります。
◆消耗品のため保証対象外。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】

■セキュリティパッケージ 〔セキュリティインパクトセンサー ＋ 超音波セキュリティ〕
通常合計価格 ¥44,280 ▶ パッケージ価格 ¥42,120 ［¥25,000＋　¥14,000］ P0027SG160
※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

■SUBARUホーン  ¥10,800 ［¥6,000＋　¥4,000］ H3717SG000
●標準装備のホーンと交換取付。
●渦巻き型ダブルホーン（400Hz＋500Hz）。
●セキュリティインパクトセンサーや超音波セキュリティの警告音としても使用します。

■ボディカバー  ¥21,600 ［¥20,000］ M0017SG000 〈システムキャリア車は使用不可〉
●ポリエステル製。 ●日本防炎協会認定品。

■セキュリティインパクトセンサー  ￥17,280 
［¥12,000＋　¥4,000］ H0017SG100
●車体の振動を感知し、車両のホーン&ハザードで警告。

■超音波セキュリティ  ¥27,000 〈セキュリティインパクトセンサー装着車用〉
［¥15,000＋　¥10,000］ H0017SG110
●ドア開閉等による室内の空気の流れを超音波レーダーで感知し、車両のホーン&ハザードで警告。

security package

［セキュリティインパクトセンサー作動シーン］
［SUBARUホーンサウンド比較］
［ISOFIXチャイルドシート着脱シーン］  ページ全体を写してください（撮影車はレヴォーグ）。

●事故・故障など緊急停車時に
　必要なアイテムを厳選。
●車外脱出やバッテリー接続、
　牽引にも配慮。

※タイヤ等は商品に含まれません。

■SAA アイサイトver.3専用
　撥水ワイパー替えゴム
運転席  ¥1,663＊（工賃別） ［¥1,540］ SAA30270UE

助手席  ¥1,426＊（工賃別） 
［¥1,320］ SAA30250UE

〈アイサイトver.3車〉
●アイサイト車に安心の専用ワイパーゴム。
●専用撥水ガラスコートとの組み合わせで、
　安定した撥水効果を実現。
＊アイサイトver.3対応ウインドゥガラス撥水コートを施工した
  上での装着となります（単独使用不可）。施工料金等は販売店
  にお問い合わせください。
◆消耗品のため保証対象外。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】イメージ画像

ウィンドウガラス
撥水コートイメージ

●２２５/６０Ｒ１７、
　２２５/５５Ｒ１８ タイヤ用。

●標準装備のアクセスキーで車外からエンジン&
　エアコン始動可。
●暖機時間：3分、10分、15分から選択可。
●作動範囲はキーレスアクセスより狭く、
　リモコンエンジンスターターと同じような距離からの
　使用はできません。
●アンサーバック機能はありません。ドア等の誤解錠を
　避けるため車の見える場所からご使用ください。

●作動中も車両のセキュリティシステムは有効。
●作動中もキーレスアクセス / リクエストスイッチ使用可。
●ドアやフロントフードを開けるとエンジンが停止する安心設計。
●始動/停止はメロディとLEDで確認可。
●暖気時間は10分、20分から選択可。

■キーレスアクセスアップグレード（エンジンスタート機能）
アイドリングストップ車  ¥29,160 ［¥18,000＋　¥9,000］ H0017SG400

アイドリングストップ車以外  ¥31,104 ［¥19,800＋　¥9,000］ H0018SG500
〈キーレスアクセス付CVT車用〉

◆キーレスアクセスアップグレード / リモコンエンジンスターターの注意事項
※ターボタイマー機能はありません。 ※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。なおエンジン始動後、車両の
車幅灯・尾灯が点灯します。 ※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。

■リモコンエンジンスターター
アイドリングストップ車  ¥72,360 
［¥58,000＋　¥9,000］ H0017SG700

アイドリングストップ車以外  ¥74,520 
［¥60,000＋　¥9,000］ H0017SG800
〈キーレスアクセス付CVT車用〉

車両標準装備の
アクセスキーを使用。



60C
TP

K
M

C
Y

adO
4/210線

/A
4

985641_ス
バ

ル
 FO

R
E

S
TE

R
 A

C
C

 2018.01
2017/11/30

2726

■ナンバープレートベース  ¥3,240/1枚 ［¥3,000］ J1017SG500
〈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。

■ドアバイザー  ¥24,840（光輝モール付は ¥33,480）
［¥20,000＋　¥3,000］ F0017SG000（光輝モール付は［¥28,000＋　¥3,000］ F0017SG200）
〈光輝モール付ドアバイザーは光輝モール標準装備車用〉

■フロアカーペット  ¥27,540 
［¥25,000＋　¥500］ J5017SG100　
〈他のマット類と重ねての使用不可〉  ●5席分3枚。 
●FORESTERロゴ入り。

■トレーマットセット  ¥16,740 
［¥15,000＋　¥500］ J5017SG210　
〈他のマット類と重ねての使用不可〉  ●5席分5枚。 
●低臭SBRゴム製（独特のゴム臭が感じられる場合があります）。

■カーゴトレーマット  ¥18,360 ［¥16,000＋　¥1,000］ J5017SG400　
＊カーゴトレーマット（カーゴルームパッケージ）とカーゴレール&フック（ユーティリティパッケージ）の
  共着には マジックテープ&プライマーセット ¥972［¥900］ J5017AJ116 が別途必要。
〈 X-BREAKは装着不可。他のマット類と重ねての使用不可〉
●樹脂製（後席背面はPVCシート）。 ●カーゴルームパッケージ【p16】でも購入可。

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。

SUVライフのマストアイテムが、スタイリッシュ&リーズナブルに揃う。
2つのフォレスターの個性を際立たせるLEDアクセサリーライナーや、
水に強いキャビン&カーゴトレーも選択できるベースキット。

［¥107,000＋　¥12,500］

［¥98,000＋　¥12,500］

［¥94,000＋　¥9,500］

［¥85,000＋　¥9,500］

［¥88,500＋　¥6,500］

［¥79,000＋　¥6,500］

［¥94,000＋　¥7,500］

［¥85,000＋　¥7,500］

［¥114,500＋　¥10,500］

［¥119,500＋　¥11,500］

［¥101,500＋　¥8,500］

［¥107,000＋　¥9,500］

［¥96,500＋　¥7,500］

［¥101,500＋　¥8,500］

フロント 18インチホイール車用
17インチホイール車用

（カラーアクセント仕様のオレンジ加飾も写真のメッキ加飾になります）リヤ

■LEDアクセサリーライナー
17インチホイール車用  ¥55,080 
〈2.0i（フォグランプ非標準装備車）は装着不可〉 ［¥45,000＋　¥6,000］ H4517SG100

18インチホイール車用  ¥52,920 ［¥45,000＋　¥4,000］ H4517SG005

■トノカバー  ¥20,520 
［¥19,000］ 65550SG002VH （パワーリヤゲート車用は 65550SG012VH）

■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。 

■スプラッシュボード  ¥24,840
［¥20,000＋　¥3,000］ J1017SG300 〈リヤバンパースカートと共着不可〉
●樹脂製無塗装シボ付。

フォレスター
ベースキット

2.0i EyeSight
にも装着可

パッケージ共着可否

エアロ
パッケージ

カーゴルーム
パッケージ

（X-BREAK除く）

ナンバー
プレート
ベース
×2枚

ナンバー
プレート
ロック

ドアバイザー
（★ターボ車は
光輝モール付）

トレーマット
（★ターボ車は
カーゴトレー
マット付）

スプラッシュ
ボード

ＬＥＤ
アクセサリー
ライナー
（★は18インチ
ホイール車用）

トノカバー ホイール
ロック

通常
合計価格 キット価格 価格内訳 品番

（ ）はパワーリヤゲート車

P0027SG107

P0027SG106

P0027SG105

P0027SG104

P0027SG202（P0027SG203）

P0027SG200（P0027SG201）

P0027SG111

P0027SG110

P0027SG126

P0027SG127

P0027SG124

P0027SG125

P0027SG220（P0027SG221）

P0027SG222（P0027SG223）

¥129,060

¥119,340

¥111,780

¥102,060

¥102,600

¥92,340

¥109,620

¥99,900

¥135,000

¥141,480

¥118,800

¥125,820

¥112,320

¥118,800

¥142,020

¥131,220

¥117,180

¥106,380

¥107,460

¥96,660

¥115,020

¥104,220

¥148,500

¥156,060

¥131,220

¥138,780

¥123,660

¥131,220
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◯

◯

×

×

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

×

◯

×

◯

×

フロア
カーペット

ノンターボ 
17インチホイール車

2.0i-L、
2.0i-L EyeSight、
X-BREAK

ノンターボ 
18インチホイール車
S-Limited

ターボ 
18インチホイール車

2.0XT EyeSight

●ON/OFFスイッチ付。 ※発光色は他の灯火類と異なります。

p26 -27:basekit

光輝モール付

ベースキット

写真はすべてイメージです。


