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.subaru.jp/accessor y

SUBARU Genuine Quality
ＮＥＷ

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。

ＮＥＷ

タンレザーインテリア（ W R X ST IにメーカーO P ）
とコーディネイトした
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。

ＮＥＷ
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（平日） 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2010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。●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。●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。

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1（〒 331-08 12）
スバル部品用品本部 部品企画部（20 10.6）
注 文 番 号 ：b0111208

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。

2010.6〜

洗練されたデザインも魅力。
基本アイテムを揃えた

P4

ベースキット

IMPREZA ON&OFF
Packages

組み合わせれば、
もっと使える、楽しめる。
お得なパッケージをご用意しています。

普段着のように着こなせる
純正フルエアロ。

P5

エアロパッケージ

ボクサーターボの
スポーツフィールを
もっと楽しむ。

メーターセット

Photo: 5D 2.0i /スパークシルバー・メタリック
● ベースキット ● エアロパッケージ ● カーゴステップパネル
●ドアハンドルプロテクター ● アルミホイールセット

P7

積めるだけでなく、
積みやすい。

カーゴルーム
パッケージ
Photo: ANESIS 2.0i/オブシディアンブラック・パール
● べ−スキット ●トランクスポイラーキット ●フロントバンパースカート
●サイドアンダースカート ●フロントグリル
（メタルタイプ）

P8

セダンをワイルドに
使いこなす。

トランクルーム
パッケージ

P9

ニガテな駐車が
楽しくなった。

ドライブアシスト
パッケージ

イン プ レッサ は 、個 性 的 で ありた い 。

P18

オンとオフ。２つの顔を手に入れたインプレッサ。
ボディを守る、
スタイリングのアクセントになる。

誰でも親しみやすいパッケージングの中に込めた、
色あせない個性を、あなた自身のものにするために、

プロテクター
パッケージ

多彩に用意されたSUBARU純 正アクセサリー。

P19

誰が乗っても、どんなシーンでも、
インプレッサは個性的でありたい。
大切なインプレッサを
守りたい。

セキュリティ
パッケージ／
カーロックセット

A C C E S S O R I E S
02

P20

Photo: XV 2.0i/カメリアレッド・パール
● ベースキット
❖印は旧型車または他車種による装着イメージ写真です。

03

Be STYLISH

仕 立 ての い い 普 段 着 。

純 正ならで はの 違 和 感 のない 個 性 が、オン からオフまで、シ ーンを 選 ば ずあな たとインプレッサを引きたてる。
10%

Base kit

キット価格

ベースキット

単品合計価格 ¥46,725 〜¥82,425

OFF
＊詳しくはページ下の
ベースキット価格表をご覧ください。

¥42,000 〜 ¥73,500

Aero package

パッケージ価格

エアロパッケージ

単品合計価格 ¥157,500

¥135,450

〈5Dの1.5i、1.5i-L、2.0i ＊スプラッシュボードと共着不可〉P0017FG600##［¥117,000＋

ナンバーをガードするベースプレート＆ロックボルト、

14%
OFF

￥12,000］

スタイリッシュなフォルムを完成する、5D専用のフルエアロ。

雨でも快適なスプラッシュ＆バイザー、

純正ならではのデザインバランスの良さも魅力です。

固定フックでペダル操作も安心のカーペットなど、
カーライフのマストアイテムをスタイリッシュに装う、お得なベースキット。
トノカバー付きやエアロパッケージ/サイドアンダースカート対応の
ベースキットも用意しています。

Photo:5D 2.0i
エアロパッケージ 他装着車

フロントバンパースカート ￥44,100
Photo:5D 1.5i ベースキット装着車

〈5DとANESISの1.5i、1.5i-L、2.0i〉E2417FG000##［¥39,000＋
＊バンパー地上高が最大30mm下がります。

￥3,000］

→P20

ナンバープレートベース ￥3,150/１枚

ナンバープレートロック
¥3,150/1台分 封印部除く３個

〈全車〉J1017FG000［¥3,000］ ＊樹脂製 クロームメッキ

ドアバイザー ￥15,750
リヤ（ANESIS）

リヤ（5D）

フロント
（5D/ANESIS）

〈全車〉E3617FG000［¥12,000＋

￥3,000］

スプラッシュボードセット ¥18,900

サイドアンダースカート ￥69,300

〈5DとANESISの1.5i、1.5i-L、2.0i ＊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〉
5D：J1017FG500##、ANESIS：J1017FG900##［¥15,000＋ ￥3,000］

リヤバンパースカート ￥44,100

〈5DとANESISの1.5i、1.5i-L、2.0i ＊スプラッシュボードと共着不可〉
E2617FG000##［¥60,000＋ ￥6,000］ ＊サイドシル地上高が最大30mm下がります。

〈5Dの1.5i、1.5i-L、2.0i ＊スプラッシュボードと共着不可〉
E5617FG000##［¥39,000＋ ¥3,000］ ＊バンパー地上高が最大30mm下がります。

フロアカーペット

フロアカーペット

（スポルティバ）

（カジュアル）

¥26,775/1台分5枚

¥21,525/1台分5枚

→P13

→P13

トノカバーキット ￥16,800
〈5D、XV〉65550FG003ML［¥16,000］

■ベースキット表
ナンバー
ナンバー
プレート
プレート
ベース（2枚） ロック
Ａ 1.5i、
1.5i-L、2.0i
Ｎ
Ｅ 1.5i、
1.5i-L、2.0iの
Ｓ
Ｉ サイドアンダースカート装着車
Ｓ 2.0i-S

1.5i、1.5i-L、2.0i
5 1.5i、1.5i-L、2.0iの
エアロパッケージ装着車
D 1.5i-S、2.0i-S
2.0GT
ＸＶ

スプラッシュ
フロア
ドアバイザー ボードセット カーペット

トノカバー
キット

キット価格

品番［税抜き価格内訳］

フロントグリル（ウィングレットタイプ） ￥37,800
〈XVを除く〉J1017FG040［¥34,000＋

●カジュアル

¥58,800

P0017FG020## ［¥49,500＋

￥6,500］

●カジュアル

¥42,000

P0017FG101

￥3,500］

¥73,500
¥58,800
¥56,700
¥42,000
¥61,950
¥46,200
¥56,700
¥42,000

P0017FG007## ［¥63,500＋

￥6,500］

P0017FG001## ［¥49,500＋

￥6,500］

P0017FG１07

［¥50,500＋

￥3,500］

P0017FG１0１

［¥36,500＋

￥3,500］

P0017FG１08

［¥55,500＋

￥3,500］

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●カジュアル

●

●

●

●

●カジュアル

●

●

●

●カジュアル

●

●

●

●カジュアル

●

●

●

●スポルティバ

●

●

●

●スポルティバ

●

●

●

●カジュアル

●

●

●

●カジュアル

●

●

●

●

●

［¥36,500＋

P0017FG１06

［¥40,500＋

￥3,500］

P0017FG107

［¥50,500＋

￥3,500］

P0017FG101

［¥36,500＋

￥3,500］

￥2,000］

フロントグリル（メタルタイプ） ￥32,550
〈XVを除く〉J1017FG010##［¥29,000＋

￥2,000］

ピンストライプ（ゴールド／グレー） ￥11,550
〈ANESISを除く〉
ゴールド：J1217FG000GL、
グレー：J1217FG000GR［¥8,000＋

￥3,000］
＊ボディコーティング車には装着不可。

カラーコード（品番末尾の＃＃がカラーコードに対応しています。）

04

WU
サテンホワイト・パール

TI
スパークシルバー・メタリック

EN
ダークグレー・メタリック

VW
オブシディアンブラック・パール

PG
WRブルー・マイカ
5Dのみ

RE
カメリアレッド・パール
2.0GT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。

05

Be SPORTY

も っ と 気 軽 に ス ポ ー ツド ラ イ ビ ン グ 。

Meter set

セット価格

メーター セット

〈ターボ車〉H5017FG010［¥57,000＋ ￥17,000］
＋ 交換用オイルフィルター 15208AA100［¥1,200］

油温とブースト圧をチェックしながら、

走りのいい インプレッサ だ から、

¥78,960

単品合計価格 ¥82,110

ボクサーターボをスムースに操る。
視覚的にも楽しめる純正スポーツカスタマイズ。

安 心 の 純 正 カスタマイズ で、もっと気 軽 に
ス ポー ティなフィールを 楽しみたい。

エンジン油温を把握しながらスポーツドライビング。

オイルテンプメーター ￥41,685

ターボのポテンシャルをさりげなくアピール。ブーストを
コントロールしながらスポーティ＆スムースにドライブ。

3連メーター ￥104,160

ブーストメーター ￥40,425

〈ターボ車〉H5017FG001［¥30,000＋ ￥8,500］＋
交換用オイルフィルター 15208AA100［¥1,200］
＊3連メーター、
コーナーセンサー（フロント2コーナー）
と共着不可。
＊メーター外径φ52

インパネオーディオスペースに装着する、
油温計、油圧計、電圧計の３連メーター。

〈ターボ車〉H5017FG000［¥30,000＋
＊メーター外径φ52

￥8,500］

〈ターボ車〉H5017FG100［¥83,000＋ ￥15,000］＋
交換用オイルフィルター 15208AA100［¥1,200］
＊メーカーOPのナビ車には装着不可。
＊オイルテンプメーター、メーターセット、
コーナーセンサー
（フロント2コーナー）
、
2DINナビ/オーディオと共着不可。

Photo: 5D

フロントフードを開けるのが楽しくなる、ヘアライン加工アルミバーの質感も魅力。

フロントストラットタワーバー ￥27,300
〈全車〉E4017FG001［¥25,000＋

マフラー本体は換えずに、
リヤビューを引き締める。
横長楕円形状のステンレス製テールパイプカッター。

テールパイプカッター 5D：￥6,300／ANESIS：￥4,746

￥1,000］

〈XVと1.5i-Sを除く1.5ℓ車〉
5D：D0517FG000［¥5,500＋ ￥500］
、ANESIS：D0518FG010［¥4,020＋
＊テールパイプカッター外径φ69×92（ANESISはφ75×90）横長楕円

￥500］

Photo: 5D 2.0i /ダークグレー・メタリック
● ベースキッ
ト ● エアロパッケージ ● LEDデイタイムランニングランプ
● フロントグリル
（メタルタイプ） ● アルミホイールセット

スモールライトを消すと自動的に点灯、点けると消灯
する昼間用のランニングランプです。

LEDデイタイムランニングランプ ￥25,200★
〈全車〉H4717FG000［¥18,000＋

￥6,000］

ターンランプ付ドアミラー ￥51,450
（ヒーテッドドアミラー付車は￥52,500）
〈1.5ℓ車〉
ヒーテッドドアミラー無車：J2717FG000##［¥47,000＋
ヒーテッドドアミラー付車：J2717FG001##［¥48,000＋

フォグランプ（クリア）
￥29,400
￥2,000］
￥2,000］

〈フォグランプ無車〉
H4517FG000
［¥24,000＋ ￥4,000］

フォグランプ（マルチコーティング）
￥33,600
〈全車〉H4517FG100
［¥28,000＋ ￥4,000］
＊点灯時は黄色に発光します。

立体的な造型デザインの10本スポークホイール

ハイマウントストップランプ内蔵のANESIS用スポイラー。

アルミホイールセット（17インチ×7JJ オフセット55） ￥45,150／1本分

トランクスポイラーキット ￥63,000

〈1.5ℓ車とXVを除く〉B3117FG000［¥39,500＋ ￥3,500］
＊17インチホイール標準装備車を除き、別途205/50R17タイヤが必要です。

〈ANESIS＊2.0i-Sには標準装備〉E7218FG000##［¥53,000＋

￥7,000］

＊本商品は補助方向指示器です。
カラーコード（品番末尾の＃＃がカラーコードに対応しています。）

06

WU
サテンホワイト・パール

TI
スパークシルバー・メタリック

EN
ダークグレー・メタリック

VW
オブシディアンブラック・パール

PG
WRブルー・マイカ
5Dのみ

RE
カメリアレッド・パール
2.0GTを除く

★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Ϫ H0077AG020 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。
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。

07

Be W I L D

自 由 を 広 げ る ユ ー テ ィリ テ ィ。

濡れ物も気がねなく積みこめる撥水マット。

リヤシート背面のスペースを利用した網棚。
リヤシートから手が届くのも便利です。

カーゴステップパネル ￥12,600

オールウェザーカーゴマット ￥14,175

ラゲッジ収納ネット ￥10,500

〈5D、XV〉J5017FG350［¥13,000＋

〈5D、XV〉E7717FG000［¥11,000＋

￥1,000］
＊ステンレス製

¥500］

〈5D、XV〉F5517FG010［¥10,000］ ＊積載は片側1kgまで

走りだけ で なく、ユー ティリティも頼 もしい。
ワゴ ンを 知り尽くした S U B A R Uならで はのアイテムで、
オフの 時 間を、もっと自由に 、ワイルドに 楽しむ。

Photo: 5D 1.5i
● ベースキッ
ト ● ラゲッジバーティカルネット ● ラゲッジルームトレー
● ドアハンドルプロテクター ● カーゴステップパネル

ラゲッジマットカーペット ￥11,550

ラゲッジバーティカルネット ￥10,500
〈5D、XV〉F5517FG000［¥10,000］ ＊積載は2kgまで
＊ISO FIXチャイルドシート（テザーアンカー対応）
は共着不可

Cargo room pack age

パッケージ価格

カーゴ ル ーム パッケージ

単品合計価格 ¥38,850

10%
OFF

¥34,650

〈5D、XV〉P0017FG675［¥31,000＋

トランクマットカーペット ￥12,600

〈5D、XV〉J5017FG300VA［¥11,000］

〈ANESIS〉J5017FG600VA［¥12,000］

Trunk room package

パッケージ価格

トランクル ーム パッケージ

単品合計価格 ¥37,800

濡れ物や荷崩れしやすい荷物も積みやすい、
トランクスルー対応の防水トレーとネットにくわえ、

両脇のリング紐を使って、ラゲッジバーティカルネットのようにセットする事もできます。

積み下ろしの際にバンパーを守る格納式のカバーもセット。セダンをワイルドに使いこなせるパッケージです。

カーゴルームネット ￥7,350

カーゴステップカバー ￥11,550

ラゲッジルームトレー ￥19,950
〈5D、XV〉J5017FG400［¥18,000＋

〈5D、XV〉F5517FE001［¥7,000］

〈5D、XV〉E1017FG010［¥10,000＋ ￥1,000］
＊ISO FIXチャイルドシート（テザーアンカー対応）
は共着不可

￥1,000］

¥33,600
〈ANESIS〉P0017FG690
［¥30,000＋ ￥2,000］

￥2,000］

荷崩れ防止ネット、防水トレイにくわえ、積み下ろし時にバンパーを守る格納式のカバーは

＊走行中は車外に出さないでください

10%
OFF

＊走行中は車外に出さないでください

トランクトレーマット ￥14,700

トランクルームネット ￥11,550

〈ANESIS〉J5017FG500［¥14,000］

〈ANESIS〉F5517FG040［¥10,000＋

リヤバンパーステップカバー ￥11,550

￥1,000］＊積載は2kgまで

〈ANESIS〉E1017FG300［¥10,000＋

￥1,000］

Carrier
スマートなエアロデザインの5D／ANESIS専用、ヘビーデューティなXV用と2種類のキャリアベースを設定。
インプレッサのレジャービークルとしての能力をさらに引きだします。

各アタッチメントの装着について
●複数のアタッチメントを共着する場合
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。）
キャリアベース有効幅：878mm
（XVは840mm）
アタッチメントの全幅
アタッチメントの全高

Photo：5D

Photo：XV

キャリアベースの全高：64mm
（XVは130mm）

システムキャリアベース ￥30,450（XVは￥28,350）
〈全車〉E3617FG500［¥26,000＋ ￥3,000］ （XVは 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(XVのみ。5DとANESISは異形断面)

キャリアベースの
最大積載重量

5D、ANESIS用：80kg（キャリアベース重量含む）
XV用：65kg（キャリアベース重量含まず）

PHOTO：5D

スキーアタッチメント・平積ワイド
￥26,250（XVは ￥24,150）
〈システムキャリアベース装着車〉E3617AJ561［¥22,000＋ ￥3,000］
（XV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
（XVは全高150/125mm２段調整）

PHOTO：5D

サイクルアタッチメント ￥25,725（XV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（XVは不要）E3617FG571［¥3,500］
＊自転車1台 ＊全長1495×全幅215×全高115（XV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。

PHOTO:XV

ルーフキャリアアタッチメント
（アルミワイド）
￥42,000（XVは ￥38,325）
〈システムキャリアベース装着車〉
E3617SA580［¥34,000＋ ￥2,500］
＋ブラケット（XVは不要）E3617FG570［¥3,500］
＊最大積載重量42kg 重量8kg
＊全長1130×全幅750（内幅650）
×全高125（XVは105）mm

※ルーフキャリアアタッチメント用の、ルーフ＆サーフクッションパッド E3617AC606 ￥6,510［￥6,200］
とルーフキャリアネット E3647KC551 ￥3,990［￥3,800］もご用意しています。
〈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。
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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。
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In COCKPIT

イン プレッサを 操 る 歓 び。

Driver s cockpit

スポーティなステアリングやシフトノブで、60年代から世界中のドライバーに
愛されてきたＭＯＭＯ社。手づくりの質感にこだわるイタリアの職人魂を込
めた、洗 練された機能美と心地よくリニアな使用感が魅力の逸品です。

シルバーカーボン調パネルにメタル 調の
ＭＯＭＯ製シフトノブ＆レバー。さらにブー

MOMO
シフトノブMT
￥14,175

スト＆オイルテンプの別体メーターを左右
にセット。ボクサーターボを楽しむスパル
タンなコクピットを完成させています。

〈5MT車〉
C1017SA000
［¥13,000＋ ￥500］
Photo:後席

用品装着例
● カーボンタイプパネル・
シルバー
（インパネ・フロント＆リヤドア）
● ＭＯＭＯシフトノブＭＴ
● ＭＯＭＯパーキングブレーキレバー
● シートカバー
● メーターセッ
ト（ブースト＆オイルテンプ）
● フロアカーペッ
ト（スポルティバ）
（装着のナビは旧タイプ。最新ナビについては
ナビ＆オーディオカタログをご覧ください）

カーボンタイプパネル・シルバー
インパネ・フロントドア ￥32,550
インパネ・フロント＆リヤドア ￥38,850
〈マニュアルエアコン付車を除く〉
インパネ・フロントドア：
J1317FG000CB［¥29,000＋ ￥2,000］
インパネ・フロント＆リヤドア：
J1317FG002CB［¥34,000＋ ￥3,000］

MOMO
シフトノブAT
（メタル調）
￥22,575
〈AT車〉
C1017AG030
［¥21,000＋ ￥500］

Cool interior
ブラック内装に大 胆にマッチングされた
ロ ーズ カラ ー の カ ー ボ ン 調 パ ネ ル は 、
通常のカラーパネルにはない質感の高さ
も魅 力。クールで 個 性 的なインテリアを

MOMO
シフトノブAT
（タイプⅡ）
￥22,575

演 出します。

〈AT車〉
C1017AG040
［¥21,000＋ ￥500］

Photo:後席

用品装着例
● カーボンタイプパネル・ローズ
（インパネ・フロント＆リヤドア）
● ＭＯＭＯシフトノブＭＴ
● ＭＯＭＯパーキングブレーキレバー
● シートカバー
● フロアカーペッ
ト（スポルティバ）
（装着のナビは旧タイプ。最新ナビについては
ナビ＆オーディオカタログをご覧ください）

カーボンタイプパネル・ローズ
インパネ・フロントドア ￥32,550
インパネ・フロント＆リヤドア ￥38,850
〈マニュアルエアコン付車を除く〉
インパネ・フロントドア：
J1317FG000CR［¥29,000＋ ￥2,000］
インパネ・フロント＆リヤドア：
J1317FG002CR［¥34,000＋ ￥3,000］

MOMO
パーキング
ブレーキレバー
（メタル調）
￥23,100
〈全車〉
C1017AG200
［¥21,000＋ ￥1,000］

Luxuary cabin
シックなモノトーンのキャビンに、暖かみの
あるブラウンの木目調パネルをアレンジ。
独特の高級感を漂わせるラグジュアリーな
キャビンで、さらに熟成されたインプレッサ
の走りを堪能してください。
カーボン調

赤木目調

Photo:後席

ウッドタイプパネル
用品装着例
● ウッドタイプパネル
（インパネ・フロント＆リヤドア）
● ＭＯＭＯシフトノブＭＴ
● ＭＯＭＯパーキングブレーキレバー
● シートカバー
● フロアカーペッ
ト（スポルティバ）
（装着のナビは旧タイプ。最新ナビについては
ナビ＆オーディオカタログをご覧ください）
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インパネ・フロントドア ￥32,550
インパネ・フロント＆リヤドア ￥38,850
〈マニュアルエアコン付車を除く〉
インパネ・フロントドア：
J1317FG010BR［¥29,000＋ ￥2,000］
インパネ・フロント＆リヤドア：
J1317FG012BR［¥34,000＋ ￥3,000］

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

❖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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In CABIN

乗 る 人 す べ て に 、こ の 心 地 よ さ を 。

Sporty
モノトーンのシートカバーと、インパネから
SUBARUロゴ
刺繍付

リヤド ア ま で カ ー ボ ン 調 で 統 一で きる
カーボンタイプパ ネルを組み 合 わせて、
キャビン全体をスポーティに演出。
肌 触りのいいシートカバーはシート地の
保護にもなります。

髪の触れる部分だけをカバーしたハーフカバー
は、クリーニングなどの際に気 軽に着脱できる
のも魅 力。落ち着いた雰 囲 気を好 む 方の定 番
アイテムです。

ハーフカバー

シートカバー ￥28,350
（後席アームレスト非装着車は ￥26,250）

￥16,275

〈XVと2.0GTを除く〉
F4117FG700WS［¥14,000＋

〈XVと2.0GTを除く〉
後席アームレスト装着車:
F4117FG000VA［¥23,000＋ ￥4,000］
後席アームレスト非装着車:
F4117FG001VA［¥21,000＋ ￥4,000］
＊難燃対応

柔らかく厚みのあるパイルの快適なカーペット。
運転席は留め穴を2ケ所としてずれにくくしています。

フロアカーペット・カジュアル（オフブラック）
￥21,525
〈全車〉J5017FG010VB［¥20,000＋ ￥500／1台分5枚］

￥1,500］ ＊難燃対応

花 粉 やアレルギーにも配 慮した

SUBARUロゴ
アルミプレート付

純 正エアコンフィルター。

Active

ノーマルタイプ

インプレッサ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。

撥水・難燃性のオールウェザーシートカバーは
かんたんに着脱でき、シティユースにも違和感
のないカジュアルな色調も魅力。防水のトレー
マットセット（ラバー）も組み合わせれば、アウ

■ 抗アレルゲンタイプ
機能イメージ
抗アレルゲン
フィルター

エアコンフィルター（抗アレルゲン）￥7,140＊
エアコンフィルター ￥3,990＊

トドアでのアクティビティをさらに高めます。

オールウェザーシートカバー（フロント）
￥10,500／１脚分
オールウェザーシートカバー（リヤ）
￥16,800

〈全車〉X7288FG000［¥3,800］
（抗アレルゲンはX7288FG010［¥6,800］）
＊交換用。5Dの1.5i、1.5i-L、ANESISの1.5iは通常タイプ、
それ以外は抗アレル
ゲンタイプが標準装備されています。＊工賃は販売店にお問い合わせください。

運転席フロアのかかと部分にヒールパッドを編み込み、
ハードなペダルワークにも対応。足もとをタイトに
引きしめるオフブラックのカーペット。

フロアカーペット・スポルティバ

〈全車 ＊フロントはXVと2.0GTを除く、
リヤはANESISを除く〉
フロント:F4117FG600［¥10,000／1脚分］
リヤ:F4117FG610［¥16,000］
＊後席アームレスト使用不可
＊難燃対応

￥26,775

〈全車〉J5017FG000VA［¥25,000＋ ￥500／1台分5枚］

Comfortable

前席使用時
（インパネアクセサリーソケット）

天然繭由来のたんぱく質を加工した繊維
による、肌ざわりの や さしいフレシ ール
シートカバー。アームレストにもなるデュア
ルコンソールなど、乗る人みん なが 快 適
な空間に仕立てています。
ブラック・後席使用時

フレシールシートカバー ￥32,550

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。
フレシール シートカバーとコーディネイトしやすいアイボリーも選 べ、
２席分買い揃えて同時に使うこともできます＊1。

（後席アームレスト非装着車は ￥30,450）
〈XVと2.0GTを除く〉
後席アームレスト装着車:
F4117FG010FC［¥27,000＋
後席アームレスト非装着車:
F4117FG011FC［¥25,000＋
＊難燃対応

￥4,000］
￥4,000］

シートヒータークッション（アイボリー／ブラック） ￥26,250

フレシールは
セーレン株式会社の
登録商標です。
アイボリー
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後席使用時
（コンソールアクセサリーソケット）

〈全車 ＊1：バケットタイプシート車は後席１席分のみ、コンソールアクセサリーソケット非装着車は前席
１席分のみ使用可〉ブラック：F4147K1500BK、アイボリー：F4147K1500IV［¥25,000／１席分］
＊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 ＊合成皮革製 汎用色

アウトドアやマリンスポーツはもちろん、雪国でも
必須アイテムの防水マット。
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〉J5017FG100［¥9,000＋ ￥500／1台分4枚］

❖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。

13

In COCKPIT&CABIN

こ ま や か な 心 くば り が 嬉 し い 。

Night looks
夜 の 表 情 を 楽しむ 。

橙、黄、紫、赤、水色、青、緑、黄緑・・・・
前席を彩る
計8色のイルミネーションを、
手動または自動
（フラッシュモード、安らぎモード）
切り替えで楽しめます。消灯可。

Daily use
毎 日 使 い た くな る ク ル マ。

ＬＥＤマジカルイルミネーション
￥48,300 ★
〈全車〉H2017FG000［¥39,000＋ ￥7,000］
＊ツインフットランプ、
フロア照明と共着不可

コンソールが２重構造になり、
小物の整理にも便利。
アームレストにも使える人気アイテムです。

カップホルダーを小物入れにも使える
折りたたみリッド。

デュアルコンソール ￥12,600

カップホルダーリッド ￥6,825

〈ＡＴ車〉J2017FG000JC［¥11,000＋

￥1,000］

〈全車〉F6017FG020JC［¥6,000＋

￥500］

写真は点灯イメージのため、実際の見え方とは異なる場合があります。

フロントドアを開けると、前席の足もとを柔らかなＬＥＤ間接照明で照らし、
夜間の乗り降りをサポート。
ドアを閉じてもしばらく点灯しているので、落し物等を確認できます。

夜間でもキーシリンダーの位置がわかりやすい
リング照明。

イグニッションキー照明 ￥4,200

ツインフットランプ（フロント） ￥11,550 ★
〈1.5ℓ車〉H7017FG000［¥8,000＋

前後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〉F6017FG000［¥2,500］＊カップホルダーリッドと共着する
場合、
リッドを開いたままご使用ください。＊台座は合成ゴム製。

スマートに収納できるカップホルダーを、
コンソール後席側にセット。

後席カップホルダー ￥7,350
〈5DとANESISの1.5i以外には標準装備〉
J2017FG010JC［¥6,000＋ ￥1,000］

〈キーレスアクセス＆プッシュスタート付車を除く〉
H7017FG100［¥3,000＋ ￥1,000］

￥3,000］ ＊ＬＥＤマジカルイルミネーションと共着不可

小物入れやゴミ箱としても使える、
センターコンソール助手席側の多目的ボックス。
ゴミ捨てにも便利な着脱式インナーボックス付。

リヤ

クリーンボックス ￥7,350
〈全車〉J2017SA010［¥6,500＋

スモールライトに連動して、
前後フロアを照らします。

￥500］

フロア照明（フロント＆リヤ）
￥19,950 ★
フロント

〈全車〉H7017FG020［¥13,000＋ ￥6,000］
＊ＬＥＤマジカルイルミネーションと共着不可

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 ￥21,000
〈全車〉H6717FG000［¥16,000＋ ￥4,000］
＊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
＊コンセント位置はセンターコンソール助手席側 ＊AC100V
（100Wまで）。家電製品によっては使用できない場合があります。

サイドシルプレートセット ￥16,800
フロント

リヤ

〈全車 ＊LEDサイドシルプレートと共着不可〉
E1017FG000［¥14,000＋ ￥2,000/一台分４枚］
＊ステンレス製 ＊標準のサイドシルプレートは取外します。

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスϪ H0077AG020 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。
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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。
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SAFE T Y

気 軽に走れる安心 感を。

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。

オートライト ￥14,700
〈全車〉H5317AG020［¥12,000＋ ￥2,000］
※通常のライト操作はオートライトOFFが必要。

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
〈全車〉
運転席 H6577AG200［¥4,000］、
助手席 H6577FG010［¥3,300］

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。

＊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。
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消灯／点灯する
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。

セミオートワイパー＆オートライト ￥37,800

イラストはイメージ

Photo：5D 1.5 i
● ベースキッ
ト ● パートナーズカバー

〈全車〉 AT車：H5317FG100、MT車：H5317FG110［￥30,000＋ ￥6,000］
＊オートライト、MT車のコーナーセンサー（フロント2コーナー）
と共着不可
＊ワイパーは降雪時は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。

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です。

ウインターブレード
運転席 ￥6,300／助手席 ￥2,520／リヤ ￥5,250
〈全車〉運転席 H6577AG000［¥6,000］、
助手席 H6577YA002［¥2,400］、
リヤ H6577AG100［¥5,000］

スマートに冬を乗り切る、ノルウェー生まれのタイヤ滑り止め。
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。

タイヤにかぶせた特殊合成繊維が、
滑りの原因となる氷雪路面との間の水膜を吸収。
急な雪や凍結に備えて常備しておきたい、
軽量コンパクトで着脱しやすい
応急用タイヤ滑り止めです。

パートナーズカバー ¥13,125
〈バケットタイプシート車を除く〉F4117AG621［¥12,500］

着脱が簡単なケ−ブル式。
ゴムバンド、簡易手袋付。

オートソック ¥16,800
〈15インチホイール装着車〉B3177FG100［¥16,000］

max

50
km/h

オートソックは短距離用の消耗品です。各部の消耗・破損等を確認のうえ50km/h以下で走行してください。
チェーン規制時は使用できない場合があります。その他、専用パンフレットの注意事項を必ずご覧のうえ
購入・使用してください。詳しくは販売店にお問い合わせください。

応急用
簡易
タイプ

スプリングチェーン
15インチ車用 ¥25,725
16インチ車用 ¥28,350
17インチ車用 ¥28,350

フォグランプ（クリア） ￥29,400
〈フォグランプ無車〉
H4517FG000［¥24,000＋ ￥4,000］

フォグランプ（マルチコーティング）
￥33,600
〈全車〉H4517FG100［¥28,000＋ ￥4,000］
＊点灯時は黄色に発光します。

195/65R15タイヤ用：B3177AA050［¥24,500］
205/55R16タイヤ用：B3177AE000［¥27,000］
205/50R17タイヤ用：B3177FG000［¥27,000］
※冬用タイヤには装着できない場合があります。
※ホイールに傷が付くことがありますので注意して
ご使用ください。

シートベルトカッターとサイドウインドゥ
ハンマーを一体化した、欧州では一般的な
緊急脱出用ツールです。

ハンマーやカッター等にもなる多機能クラッシュライト（懐中
電灯）、非常停止表示板、車両を牽引するソフトカーロープ、
バッテリー上がり対 策のブースターケーブル、救 急セットを
オリジナル収納バッグに収めたキットです。

スモールライトを消すと自動的に点灯、点けると消灯する
昼間用のランニングランプです。

エマージェンシーツール ￥3,150

エマージェンシーキット ￥16,590

LEDデイタイムランニングランプ ￥25,200★

〈全車〉M0017FA900［¥3,000］

〈全車〉M0077YA043［¥15,800］

〈全車〉H4717FG000［¥18,000＋

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。

パートナーズマット ¥8,400
〈全車〉J5047KG090［¥8,000］

￥6,000］

★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Ϫ H0077AG020 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。
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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。
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PA R K I N G

軽 や か な 身 の こ なし 。

感知距離約60cm
（コーナーセンサー）

感知
範

囲

約

130

°

感知距離
約150cm
（リヤセンサー）
感

感知範囲 約130°
／感知距離 約0〜60cm

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。ANESISにも装着できます。

Drive assist package

パッケージ価格

ドライブ アシストパッケージ

¥82,950

単品合計価格 ¥90,300

°

バックセンサー（4センサー）
¥59,850

〈全車〉H4817FG010［¥28,000＋ ¥5,000］
※後退時は必ず後方を目視してください。
※センサー部はボディ同色ではありません。

〈全車〉H4817FG020［¥50,000＋ ¥7,000］
※後退時は必ず後方を目視してください。
※センサー部はボディ同色ではありません。

● ベースキッ
ト ● ドライブアシストパッケージ ● コーナーセンサー（リヤ2コーナー）

8%
OFF

囲約100

ギヤをバックに入れると自動的に作
動し、
リヤの４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。

コーナーセンサー（リヤ2コーナー）
¥34,650
Photo: 5D 1.5i-L／カメリアレッド・パール

知範

センサー部分内側

Protector package

センサー部分外側

パッケージ価格

プロテクターパッケージ

¥49,350

単品合計価格 ¥54,075

〈5D、XV〉P0017FG625［¥38,500＋

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。

感知範

自在に停められる安心感が、フットワークも軽快にします。

囲約130°

〈メーカー／ディーラーOPナビ装着車＊メ−タ−セット、3連メーター、MT車のセミオート
ワイパー＆オートライトと共着不可〉
5D、XV：P0017FG640、ANESIS：P0017FG680［¥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。

￥8,500］

乗り降りや積み下ろしの時に傷付きやすいサイドシルとカーゴステップに、ステンレスの保護プレート。
ドアハンドル部分には、塗装を守り爪も保護する樹脂製プロテクター。
デザインアクセントとしての質感にもこだわった、インプレッサを気がねなく使いこなせるアイテムです。

ドライブアシストパッケージ
縦列駐車イメージ

PHOTO：5D

感知距離約60cm

ＬＥＤサイドシルプレート ￥27,300 ★

ドアハンドルプロテクター（メッキ） ￥14,175
〈全車〉F0017FG050［¥12,000＋ ￥1,500/１台分４枚］
＊装着によりすき間が若干狭くなります。

〈全車＊サイドシルプレートセットと共着不可〉
H1017FG000［¥20,000＋ ￥6,000/前席左右］
＊標準のサイドシルプレートは取外します。

画角
水平 約138°
（垂直 約91°
）

カーゴステップパネル ￥12,600
〈5D、XV〉E7717FG000［¥11,000＋

￥1,000］
＊ステンレス製

PHOTO：ANESIS

SUBARU純正のリヤビューカメラ対応ナビとセットで装着。バックギアに入れると、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。

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。

コーナーセンサー（フロント2コーナー）
¥37,800★

8%
OFF

キャップ（別売）装着時

＊

リヤビューカメラ（CCD） ¥52,500
■約25万画素ＣＣＤカメラ
インジケーター

〈全車＊メ−タ−セット、3連メーター、MT車のセミオートワイパー＆オートライトと共着不可〉
H4817FG000［¥29,000＋ ¥7,000］ ＊フロントサイドビューカメラと共着する場合、
このコーナーセンサーは最後に取付けてください。
＊別売でブザー H4817FE014 ¥4,200［4,000］
もご用意しています。
〔ブザーはコーナーセンサー（リヤ2コーナー）、バックセンサー（4センサー）
と共着不可〕

〈メーカー／ディーラーＯＰナビ装着車〉
5D：H0017FG300、ANESIS：H0017FG310［¥37,000＋

¥13,000］

＊メーカーOPナビに接続するには カメラ変換コード H0017FG330 ￥2,100［￥2,000］及び ★のれんわけハーネスϪ
H0077AG020 ￥2,100［￥2,000］が、
イクリプスナビに接続するには カメラ変換コード H0017FG330 ￥2,100［￥2,000］が、
クラリオンナビに接続するには カメラ接続ケーブル SAA3220113 ￥2,100［￥2,000］が別途必要です。
※カロッツェリアナビ以外はフロントサイドビューカメラと共着不可。
※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。
※車両進行方向ガイド機能はありません。

縦列駐車などでぶつけがちな左フロントの、車両感
覚が掴みやすくなります。スイッチONでポールが伸
び、
イグニッションOFFで自動収納。

フェンダーコントロール（オート） ¥28,350★

リヤビューカメラ（C-MOS） ¥34,650＊
■約30万画素Ｃ-MOSカメラ ■画角：水平約120°
/垂直約90°
〈５D、XVのメーカー／ディーラーＯＰナビ装着車〉 H0017FG320［¥20,000＋

¥13,000］

＊メーカーOPナビに接続するには カメラ変換コード H0017FG330 ￥2,100［￥2,000］及び ★のれんわけハーネスϪ
H0077AG020 ￥2,100［￥2,000］が、
イクリプスナビに接続するには カメラ変換コード H0017FG330 ￥2,100［￥2,000］が、
クラリオンナビに接続するには カメラ接続ケーブル SAA3220113 ￥2,100［￥2,000］が別途必要です。
※カロッツェリアナビ以外はフロントサイドビューカメラと共着不可。
※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。 ※車両進行方向ガイド機能はありません。
※リヤビューカメラ（CDD）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。
※ナビ画面はイメージ（ハメコミ合成）
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、ナビや車種により異なります。 ※コーナーセンサー類は、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。 ※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部への噴射等はしないでください。 ※カメラの映し出す範囲は限られています。必ず状況を目視確認し、後退時は後方を直接見てください。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。

〈全車〉5D、ANESIS：H4417FG100、
XV：H4417FG102［¥20,000＋ ¥7,000］

スモールライトと連動して先端部が光る
固定式ポール。
取外し時に装着するキャップ（¥525）も用意しています。

フェンダーコントロール（固定式） ¥13,650★
〈XVを除く〉H4417FG000 ［¥10,000＋ ¥3,000］
＊キャップ H4447KG003 ¥525［¥500］
も用意しています。

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。キーレスアクセス＆
プッシュスタートや電波式リモコンドアロックに対応。

ドアミラーオートシステム ￥14,700★
〈全車〉H2717FG000［¥10,000＋ 4,000］
＊キープレートでのドアロック時は動作しません。

見通しの悪い路地や車庫から出るとき、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

ナビ＆オーディオカタログを
ご覧ください

〈メーカー/ディーラーＯＰのフロントサイドビューカメラ対応ナビ装着車〉

★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Ϫ H0077AG020 ¥2,100［¥2,000］が車両１台につき１個必要です。
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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。
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SECURITY

停 め た あとも 安 心 。

1.5ℓ車用のアルミホイール。

１５インチアルミホイール（195/65R15タイヤ用）
￥163,548／1台分
〈1.5ℓ全車〉
［¥141,760＋ ￥14,000］
＊エアバルブ、
センターキャップ含む4本セット。
＊詳しくは販売店にお問い合わせください。
Photo: 5D 2.0 i ／スパークシルバー・メタリック
● ベースキッ
ト ● エアロパッケージ ● セキュリティパッケージ

セキュリティパッケージ

10%
OFF

単品合計価格

¥21,000

＋

タイヤキーパー（15・16インチホイール車）
タイヤキーパーＬ
（17インチホイール車）
￥5,775

ウィンドゥマスク ￥5,250

〈全車〉タイヤキーパー：R0017AG003、
タイヤキーパーＬ：R0017AG004［¥5,500］

カーロックセット

¥18,900

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

セット価格
カーロック

＋
ホイールロックセット

単品合計価格

¥54,600

¥53,550

〈アルミホイール（15インチ除く）装着車〉
B3277YA010［¥50,000＋ ￥1,000］

※セキュリティーパッケージをご購入の場合、カーロックは単品でご購入ください。

インプレッサのボディにジャストフィットする純正ボディカバー。

（財）
日本防炎協会認定の防炎・撥水ボディカバーです。

ボディカバー（ノーマル）5D ￥10,500

ボディカバー（ハイクオリティ）5D／ANESIS ￥21,000
〈XVを除く〉5D：M0017FG000SC、ANESIS：M0017FG040SC［¥20,000］＊システムキャリアと共着不可

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。

リモコンエンジンスターター

イモビライザー無車用 ¥59,640

〈全車〉H0017FG200
［¥12,000＋ ￥1,000］

●エンジン停止タイマー付＊1

〈キーレスアクセス＆プッシュスタート付車を除く〉
H0017FG050［¥49,800＋ ¥7,000］

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、視覚的な盗難防止効果を追求した
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、高度な防犯性を実現します。

プッシュスタート車用 ¥101,850
●リモコンドアロック機能付
●車内温度、
暖機残り時間、

カーロック ￥47,250
専用キーが無いと外すのが
困難な、
ホイール盗難防止用ナット。

ホイールロックセット ￥7,350
￥1,000/

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。
●エンジン停止タイマー付
＊1
（暖機時間を設定可）

〈アルミホイール（15インチ除く）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］
※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。

〈キーレスアクセス＆プッシュスタート付車〉
H0017FG100［¥88,000＋ ¥9,000］
＊セレクトモニターによるセッティングが必要

写真はイメージです

専用キーが無いと外すのが困難な、
ナンバープレート盗難防止用ボルト。

ナンバープレートロック（マックガード社製） ￥3,150
ベースキットでもご用意しています

→P04

〈全車〉J1077YA003［¥3,000/封印部除く3個セット＆専用キー］ ＊字光式ナンバーと共着不可
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〈5D〉M0017FG010BC［¥10,000］ ＊システムキャリアと共着不可

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。

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台分4個＆専用キー］

〈全車〉M0017FE090SC［¥5,000］

Carlock set

パッケージ価格

ホイールロックセット

ウインドゥの凍結や積雪を防ぎ、
夏は室内温度の上昇を抑えます。

● フロントグリル
（メタルタイプ）● アルミホイールセット

Security package
セキュリティ
インパクトセンサー

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。

＊1：ターボタイマー機能はありません。 ※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
スの作動範囲が狭くなることがあります。 ※リモコンエンジンスターターの使用にあたっては、各自治体の条例等を遵守
してください。罰則が適用される場合があります。 ※一般公道や閉め切った場所でのご使用はおやめください。

専用キーが無いと外すのが困難な、
ナビ＆オーディオ盗難防止用ボルト。

ナビゲーションロックボルト ￥3,150＊
〈メーカーＯＰナビ装着車、ディーラーOPオーディオ装着車 ＊ディーラーＯＰナビは別売取付品に含まれます。〉
H0077YA000 ［¥3,000/ロックボルト2個、
キー、
レンチ、ステッカーのセット。
マックガード社製］
＊オーディオと同時装着せず事後装着する場合、およびメーカーＯＰナビへの装着には別途工賃が掛かります。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

❖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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万 一 に備 える安 心 。

EXTRA ITEM

STI COLLECTION

ドライビングは、フィジカルスポーツでもある。
■スバル純正ISO FIXチャイルドシート（テザーアンカー対応）
① ISO FIX対応
車体に固定されたISO FIXアンカーバーと直接
連結されたISO FIX対応ベースシートに、簡単・
確実にチャイルドシートを固定可能 。走行中
に座席からずれるのを防ぎます。

テザーベルト
ISO FIX
チャイルドシート

②テザーアンカー
（前向き装着時に使用）ISO FIXに
加え、テザーベルトとテザーアンカーがチャイ
ルドシートをしっかり固定。衝突時の2次的な
揺れや衝撃をやわらげます。

Child Seat

Photo: 5D 写真はイメージです

ISO FIX

灼熱・酷寒のラリーから24時間耐久レースまで、過酷なドライビング環境を知り尽くすSTIが、
ストレスなく走りに集中し続けるために開発した、
ドライバーズウェア＆グッズ。
純粋に、走る歓びに集中できる、
もうひとつの贅沢なチューニングがここにある。

ドライバーズシートに身をゆだね、
ステアリングに手を添えると、
まず肩から先の動きが非常にスムースである事に気づく。
ＳＴ
Ｉ独自の「ドライビングカットデザイン」
を
採用したＳＴ
Ｉライトジャケットは、
腕をあげた状態での肩まわりの自由度を高める立体裁断が施され、
よどみないステアリングワークをサポート。
さらに、動きを妨げる不快な静電気を逃がすカーボン導電糸、
着座時のだぶつき感を抑えるダブルジップ構造など、
長時間にわたり最適な運転姿勢・動作を保つための
テクニカルコンセプトが全身に注がれている。

テザーアンカー
ISO FIXベースシート

ISO FIXアンカーバー
イラスト: 5D

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

使用可能体重
参考身長 参考年齢

９kg

18kg

70cm 9ヶ月

100cm 4歳

ベースシートで後向きに固定
●リヤ左右席に装着可
●ネストクッション（別売）を使用

ISO FIXチャイルドシートを
装着する際に必要です。

トップドライバーのハードな実走トレーニングまで想定して開発された、
ＳＴ
Ｉ
ドライメッシュＴシャツ。
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よりフレキシブルなメッシュで構成。
縦方向に伸縮性を持たせた背面のメッシュは、
シートに接した背中の発汗を抑える効果も備えている。
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た「ドライビングカットデザイン」。
そのシンプルに洗練されたフォルムは、
まさにフィジカルスポーツ・
ドライビングのための機能に貫かれている。

スバル純正
ISO FIX
ベースシート
￥15,750

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

〈全車〉F4107YA032［¥15,000］
＊使用できるのは、
スバル純正ISO FIXチャイルドシートのみです。

スバル純正ISO FIXチャイ
ルドシートを後向きで装着
する場合に使 用する新生
児用クッションです。

ネストクッション
使用時

お子様の体がぐらつかないように、胸、腰をしっかりサポート。
新生児〜4歳頃まで使えます。
通気性のいいシートは、いつでも清潔・快適にお使いいただけます。

ドライビング中、
つねに変化し続ける外光状況のなかで、
快適な視界を保つために欠かせないドライビングサングラス。
ＳＴ
Ｉ
ドライビングサングラスＰｒ
ｏは、
走りに集中できる異物感のないフィッティングを求めて、
弾性プラスチックを使ったフレキシブルフレームや、
汗などによるズレを防ぐノーズパッドスライドストッパーを採用。
UV400偏光レンズは紫外線を効果的にカットするとともに、
ＡＲコートにより光の乱反射も抑えている。
悪天候時は付属のイエローレンズに工具不要で交換できるなど、
全天候グランドツアラーの身だしなみとして、
レガシィのコンソールに常備しておきたい一品だ。

STI ライトジャケット ¥16,800

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。

STI ドライビングサングラスPro ￥16,590

STI ドライメッシュTシャツ（ブラック） ¥5,040

ネストクッション
￥4,725

スバル純正ISO FIXチャイルドシート（テザーアンカー対応） ￥38,640

〈全車〉F4107YA050［¥4,500］

〈全車〉F4107YA024［¥36,800］ ＊ご使用にはスバル純正ISO FIXベースシートが必要です。
●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り揃えております。
■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まで 受付時間：10：00〜17：00（平日）

UNIV ER S A L

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。

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

※掲 載 商 品 の 他 にも豊富に 取 揃えています。スバ ル 用 品 ホームページをご 覧ください 。

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

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。

シートベルトで前向きに固定
●リヤ左右席に装着可

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

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。

チャイルドシート
インナークッション使用時

¥37,800

A＋B

¥11,970＊）
飽きのこないプレーンなデザインが魅力の
SA Aスポーツホイール。

インテリアLEDセットは、単品で購入するよりお得な価格設定です。

17インチアルミホイール（オープン価格）

〈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

シートベルトカッター

ガラス破砕先端部

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。

消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）
￥6,300
〈全車〉 M0077YA050［￥5,500＋
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¥16,170＊（ANESISは

〈全車〉 SAA3050262［¥15,400］
（ANESISは SAA3050263［¥11,400］）

A

炭酸ガスボンベ

A＋B＋C

〈17インチホイール装着車〉 SAA3101710
＊17インチ×7JJオフセット55 ＊価格等、詳しくは販売店にお問い合わせください。

※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。

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
ので清掃も容易です。

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 。

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。

ジュニアシート
¥26,250

〈全車〉 F4107YA310［¥36,000］ ＊インナークッション付属

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。

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S A Aアイテム 。

インテリアLEDセット

w w w. e - s a a . c o.j p

＊工賃は販売店にお問い合わせください。 ※ＳＡＡ（SUBARU AUTO ACCESSORIES）のアイテムはスバル用品（株）が取扱う商品です。
取付けによる直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合は車両クレーム保証の対象外となります。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

B

（ルームランプ用）
￥6,825＊／1個

〈全車〉 SAA3050275［￥3,360］×2個

〈全車〉 SAA3050270［￥6,500］
＊8連LED使用

C

ホルダー

マルチLEDルームバルブ

（スポットランプ用）
￥7,056＊／左右2個

（ラゲッジランプ用）
￥4,305＊／1個

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。

〈5D、XV〉 SAA3050280［￥4,100］

ホットアース ￥19,740＊

LEDウエッジバルブ

＊標準装備の電球をLEDバルブに交換します。

〈ターボ車〉
SAA3060210［¥18,800］
＊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。

高 流 量 時 の 内 部 変 形 を 防ぐ 夜間に便利なイルミネーション
バックアップネット付。強力マグ （ソーラー電池式）付き。自動清
ネット内 蔵 で、ろ紙で はとりに 掃機能があり、火消口が灰でつ
くい微細鉄分を除去します。
まることがありません。カップホ
スポーツオイルフィルター ルダーやエアコン吹き出し口に
取り付けられます。
＊

￥2,835

〈全車〉
ＳＡＡ3280000［¥2,700］

ソーラーアシュトレー
￥2,625
〈全車〉SAA1060002［¥2,500］

¥500］

❖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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