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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

消耗品など
一部商品を除く

〒160-8316 東京都新宿区西新宿1-7-2
スバル部品用品本部 国内部品部（2013.7）

富士重工業株式会社

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2013年7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。●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。●記載のデータは測定条件等により異なる場合が
あります。●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。●各画面はハメコミ合成です。●撮影用の小物は商品には含まれません。●掲載のイラストはイメージ図です。●商品の取付けはスバル特約店、または
スバル特約店が指定した販売店でお願いします。●その他、詳しくは販売店にお問い合わせください。

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）。

SUBARUコール

ユニークなオリジナルグッズが続々登場！ SUBARUオンラインショップ

あなたの「あったらいいな」を募集中。SUBARUオンラインショップの新商品アイデア投稿フォームをご利用ください。

www.subaruonline.jp



さらに深く熟成された、先進のグランドツアラーにふさわしく、

クオリティを磨き上げたレガシィ純正アクセサリー。

豊かな経験が紡ぎだすアイデア。熟練の技が冴える造りこみ。

そして、クルマに付けるものとして、ゆずれない信頼感。

世界のあらゆる道で、様々なライフスタイルに応えてきた、

日本を代表するグランドツアラーを、あなたのための一台へ。

心躍る新しい旅の始まりに、必要なすべてがここにあります。

SUBARU GENUINE QUALITY
A C C E S S O R I E S

深まる レガシィ・クオリティ。
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■  スプラッシュボード
　￥25,200
       
 泥や石ハネを抑えるスプラッシュボード。ボディ同色のほか、アウトバック（S Packageを除く）のサイドシルのカラーリングに馴染む艶消しブラックも用意。

 〈全車〉Ｂ４:J1017AJ120##、ツーリングワゴン:J1017AJ140##、アウトバック:J1017AJ020MC（S Package、B-SPORTはJ1017AJ020##）
 ［￥21,000＋　￥3,000］
 ＊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。

■  フロアカーペット 
 （ベーシック） 
 ￥32,025
       
 運転席はズレにくい２点留めの
 ブラケットを採用。
 アクセントの効いた
 バイアスパターンのカーペット。

 〈全車〉 J5017AJ000
 ［￥30,000＋　￥500/1台分5枚］
 ＊他のマット類と共着不可。

TQ
アイスシルバー・メタリック

U9  
ヴェネチアンレッド・パール

I8  
バーニッシュドブロンズ・メタリック

WU  
サテンホワイト・パール

I7  
ディープシーブルー・パール

EN
ダークグレー・メタリック

V2  
クリスタルブラック・シリカ

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。）
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PHOTO：B4

PHOTO：B4 PHOTO：ツーリングワゴン PHOTO：アウトバック

BASE KIT

2.5i B-SPORT、2.5i B-SPORT EyeSight、
2.5i B-SPORT EyeSight G Package
 スタイリッシュパッケージ/セット装着車
2.5i EyeSight S Package
 スタイリッシュパッケージ/セット装着車

TOURING WAGON

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●

●

●
●
●

￥94,500

￥71,400
￥121,800
￥90,300

P0017AJ230##

P0017AJ231##
P0017AJ240##
P0017AJ241##

［￥83,500＋　￥6,500］

［￥64,500＋　￥3,500］
［￥109,500＋　￥6,500］
［￥82,500＋　￥3,500］

2.5i、2.5i EyeSight
2.5i EyeSight S Package、2.5i B-SPORT EyeSight 
3.6R EyeSight

OUTBACK
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●（艶消しブラック）
●
●（艶消しブラック）

●
●
●

￥94,500
￥113,400
￥113,400

P0017AJ260##
P0017AJ261##
P0017AJ262##

［￥83,500＋　￥6,500］
［￥101,500＋　￥6,500］
［￥101,500＋　￥6,500］

ドアバイザーベースキット【DITはp6をご覧ください】 カラードナンバー
プレートベースセット

ナンバープレート
ロック

スプラッシュ
ボード

エアロ
スプラッシュ

フロアカーペット
（ベーシック）

フロアカーペット
（ラグジュアリー） 品番［税抜き価格内訳］キット価格

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

PHOTO： ベースキット装着車（右写真はベースキット＋パナソニック ビルトインHDDナビ装着車）

￥105,525

￥80,325
￥135,975
￥101,325

単品合計価格

▲
▲
▲
▲

2.5i B-SPORT、2.5i B-SPORT EyeSight、
2.5i B-SPORT EyeSight G Package
 スタイリッシュパッケージ/セット装着車
2.5i EyeSight S Package
 スタイリッシュパッケージ/セット装着車

B4

●
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●

●
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●

●
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●
●

●

●

●

●
●
●

￥94,500

￥71,400
￥121,800
￥90,300

P0017AJ200##

P0017AJ201##
P0017AJ210##
P0017AJ211##

［￥83,500＋　￥6,500］

［￥64,500＋　￥3,500］
［￥109,500＋　￥6,500］
［￥82,500＋　￥3,500］

￥105,525

￥80,325
￥135,975
￥101,325

▲
▲
▲
▲

￥105,525
￥126,525
￥126,525

▲
▲
▲

■  カラードナンバープレートベースセット
 ￥12,600/前後2枚
       
 ナンバーのエッジをガード。ボディ同色でバンパー形状にもフィットします。

 〈全車〉B4：J1017AJ660##、ツーリングワゴン：J1017AJ670##、アウトバック：J1017AJ690##［￥12,000］
 ＊字光式ナンバーと共着不可。

■  ナンバープレートロック 

 ￥3,150
       
 専用キーを使うロックボルトで、ナンバープレートの盗難を抑止します。

 〈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。

■  エアロスプラッシュ 
 ￥34,650
       
 ボディ同色エアロタイプの、スポーティなスプラッシュボード。

 〈アウトバックを除く〉Ｂ４:J1017AJ130##、ツーリングワゴン:J1017AJ150##）
 ［￥30,000＋　￥3,000］
 ＊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。

■  ドアバイザー　
 ￥32,550
       
 雨天時に窓を開けても室内に雨が入りにくくなり、
 強い直射日光もやわらげます。

 〈全車〉 B4：E3617AJ000、B4以外：E3617AJ300 ［￥28,000＋　￥3,000］

■  フロアカーペット
 （ラグジュアリー） 
 ￥53,025
       
 高密度に織り込んだ生地は
 吸音性も高く室内を快適にします。
 運転席はズレにくい2点留めの
 ブラケットを採用。

 〈全車〉 J5017AJ010
 ［￥50,000＋　￥500/1台分5枚］
 ＊他のマット類と共着不可。

フロント リヤ

B A S E  K I T
TOURING WAGON / B4 / OUTBACK

レ ガシィ・クオリティと 暮ら す。

カーライフに欠かせないアイテムを厳選し、リーズナブルにご提供するベースキット。

レガシィとの毎日を、さらに心地よいものにしてくれる、仕立てのいいマストアイテムです。



■  LEDアクセサリーライナー
 ￥47,250（DIT以外は￥49,350★）
       
 スポーティなLEDライナーが、フロントフェイスのアピアランスを高めます。

 〈アウトバックを除く〉
 H4517AJ000［￥41,000＋ 　￥4,000］（DIT以外は H4517AJ010［￥41,000＋ 　￥6,000］）
 ＊スモールランプに連動して点灯します。
 ＊他に共着できる電装品の数に限りがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
 ★のれんわけハーネスが別途必要（DIT用は不要）

■アクセスキーカバー（DIT）
 ［ベースキット（DIT）専用品］

       
 本革にステッチやDITの刻印を入れた専用デザイン。
 手にする度にDITオーナーの歓びとスポーティな走りへの期待が高まります。

■  ナンバープレートロック 

 ￥3,150
       
 専用キーを使うロックボルトで、ナンバープレートの盗難を抑止します。

 〈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。

■  ドアバイザー　
 ￥32,550
       
 雨天時に窓を開けても室内に雨が入りにくくなり、
 強い直射日光もやわらげます。

 〈全車〉 B4：E3617AJ000、B4以外：E3617AJ300 ［￥28,000＋　￥3,000］

■  エアロスプラッシュ 
 ￥34,650
       
 ボディ同色エアロタイプの、スポーティなスプラッシュボード。

 〈アウトバックを除く〉B4：J1017AJ130##、ツーリングワゴン：J1017AJ150##）
 ［￥30,000＋　￥3,000］
 ＊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。

■  フロアカーペット
 （ラグジュアリー） 
 ￥53,025
       
 高密度に織り込んだ生地は
 吸音性も高く室内を快適にします。
 運転席はズレにくい2点留めの
 ブラケットを採用。

 〈全車〉 J5017AJ010
 ［￥50,000＋　￥500/1台分5枚］
 ＊他のマット類と共着不可。

DIT ORIGINAL ITEM

■  カラードナンバープレートベースセット
 ￥12,600/前後2枚
       
 ナンバーのエッジをガード。ボディ同色でバンパー形状にもフィットします。

 〈全車〉B4：J1017AJ660##、ツーリングワゴン：J1017AJ670##、アウトバック：J1017AJ690##［￥12,000］
 ＊字光式ナンバーと共着不可。

 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。

TQ
アイスシルバー・メタリック

U9 
ヴェネチアンレッド・パール

WU  
サテンホワイト・パール

I7  
ディープシーブルー・パール

EN
ダークグレー・メタリック

V2  
クリスタルブラック・シリカ

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。）

07★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ（ディーラーOPナビ取付キットには同梱）¥2,100［¥2,000］H0077AJ001 が車両１台につき１個必要。

PHOTO：B4

フロント リヤ

PHOTO：B4

BASE KIT（DIT）

TOURING WAGON
●
●
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●

●
●

● ●
●

●
●

●
●

￥164,325
￥133,875

P0017AJ250##
P0017AJ251##

［￥146,000＋　￥10,500］
［￥120,000＋　￥7,500］

ドアバイザーベースキット(DIT) カラードナンバー
プレートベースセット

ナンバープレート
ロック

エアロ
スプラッシュ

LEDアクセサリー
ライナー

フロアカーペット
（ラグジュアリー）

アクセスキー
カバー（DIT） 品番［税抜き価格内訳］キット価格

2.0 GT DIT、2.0 GT DIT EyeSight

B4
●
●

●
●

●
●

● ●
●

●
●

●
●

￥164,325
￥133,875

¥187,320
¥152,670

単品合計価格

¥187,320
¥152,670

P0017AJ220##
P0017AJ221##

［￥146,000＋　￥10,500］
［￥120,000＋　￥7,500］

2.0 GT DIT、2.0 GT DIT EyeSight

スタイリッシュパッケージ/セット装着車

スタイリッシュパッケージ/セット装着車

▲
▲

▲
▲

D I T

ス ポ ー ティなレ ガシィを 嗜 む 。

スポーティなグランドツアラーという独自の価値を、さらに高めるために。

レガシィDITには特別なベースキットをご用意しました。

DITのスポーティな魅力を引き立てる2つのアイテム。

B A S E  K I T

PHOTO: ツーリングワゴン 2.0GT DIT ディープシーブルー・パール　ベースキット、フロントバンパースカート、フロントグリル、ボディサイドモールディング、メッキドアハンドル装着車



■  フロントグリル（サーフェースメッシュタイプ）
 ￥39,900
       
 メッシュタイプのデザインでフロントフェイスの印象をスポーティに演出します。

 〈アウトバックを除く〉 J1017AJ650##［¥35,000＋　￥3,000］ 

■  ボディサイドモールディング　
 ￥22,050
       
 開閉時にドアパネルをさりげなくガードする、ボディ同色モールディング。

 〈全車〉 J1017AJ740##［¥18,000＋　￥3,000］　
 ＊樹脂製
 

■  ウエストスポイラー　
 ￥23,625
       
 リヤビューセンターにアクセントを付け、スポーティなスタイリングを演出。

 〈B4を除く〉 J1217AJ000## ［¥21,000＋　￥1,500］

■  フロントバンパースカート 

 ￥48,300
       
 機能美溢れるデザインで、
 スポーティなフロントフェイスを形づくります。

 〈アウトバックを除く〉E2417AJ030##［￥43,000＋   ￥3,000］
 ＊バンパー地上高が最大約23mm下がります。

A ■  サイドアンダースカート  
 ￥67,200
       
 ロープロファイルデザインで 安定感あるサイドビューを演出。

 〈アウトバックを除く〉 E2617AJ000## ［¥62,000＋　￥2,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。
 ＊標準装備のサイドシルスポイラーと交換取付け。
 ＊サイドシル地上高が最大約25mm下がります。

B ■  リヤバンパースカート（ツーリングワゴン・タイプⅠ）  
 ￥71,400＊
       
 ボリューム感あるワゴンのリヤビューにあわせた、専用エキゾーストフィニッシャー付。

 〈ツーリングワゴン〉E5617AJ000## ［¥65,000＋　￥3,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。＊シングルマフラー車は、
 右エキゾーストフィニッシャー開口部奥に装着するカバー（エキゾースト）E5617AJ020
 ¥2,625 ［¥2,000＋   ￥500］が別途必要です。＊バンパー地上高が最大約45mm下がります。

■  ルーフスポイラー　
 ￥56,700
       
 存在感のあるルーフスポイラーで、エアロダイナミズムを印象付けます。

 〈B4を除く〉 E7217AJ020## ［¥48,000＋　￥6,000］

■  リヤバンパースカート（ツーリングワゴン・タイプⅡ）  
 ￥71,400＊    
       
 ワゴンの精悍な後ろ姿。シャープなエキゾーストフィニッシャー一体デザイン。

 〈ツーリングワゴン〉E5617AJ140## ［¥65,000＋　￥3,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。＊シングルマフラー車は、
 右エキゾーストフィニッシャー開口部奥に装着するカバー（エキゾースト）E5617AJ030 
 ¥2,625 ［¥2,000＋　￥500］が別途必要です。＊バンパー地上高が最大約52mm下がります。

A ■  メッキドアハンドル  
 ￥34,650/1台分
       
 メッキの高い質感がサイドビューに気品を添えます。

 〈全車＊アウトバック3.6Rには標準装備〉
 F0018AJ010［¥23,000＋   ￥10,000］
 ＊台座部分はボディ同色ではありません。

■  システムキャリアベース（WAGON） 

 ￥33,600
       
 レガシィの車体にしっかりとフィットし、
 デザインのマッチングも考え抜かれたキャリアベース。

 〈アウトバックのS Packageとツーリングワゴン〉
 E3617AJ500［¥29,000＋   ￥3,000］＊ベースバー： 縦28×横80.5mm 異形断面
 ＊ボディカバーと共着不可＊B4用は【p24】をご覧ください。　

TQ
アイスシルバー・メタリック

U9 
ヴェネチアンレッド・パール

WU  
サテンホワイト・パール

I7  
ディープシーブルー・パール

EN
ダークグレー・メタリック

V2  
クリスタルブラック・シリカ

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。）Stylish Package / Set  for TOURING WAGON 
スタイリッシュパッケージ 　＋　＋　 単品合計価格 ￥186,900 → パッケージ価格 ¥161,700＊〈ツーリングワゴン〉P0017AJ810##［ ¥146,000＋　¥8,000］   

スタイリッシュセット  ＋ 単品合計価格 ￥119,700 → パッケージ価格 ¥99,750＊〈ツーリングワゴン〉P0017AJ860##［ ￥89,000＋　￥6,000］

 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。

＊シングルマフラー車は、右エキゾーストフィニッシャー開口部奥に装着する カバー（エキゾースト）  E5617AJ030 ¥2,625 ［¥2,000＋　￥500］が別途必要です。

B C
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C

PHOTO: ツーリングワゴン 2.5i EyeSight S Package　アイスシルバー・メタリック

C

日 本 の 、グ ランドツ ア ラ ー の 正 装 。

熟成のツーリング・ユーティリティを包みこむ、流麗なワゴンフォルムは、

純正ならではのフィッティングとトータルバランスに貫かれた、日本のグランドツアラーの正装。

季節さえも変わりゆく、遥かな道へ。尽きることのない旅心を誘います。



■  サイドアンダースカート  
 ￥67,200
       
 ロープロファイルデザインで 安定感あるサイドビューを演出。

 〈アウトバックを除く〉 E2617AJ000## ［¥62,000＋　￥2,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。
 ＊標準装備のサイドシルスポイラーと交換取付け。
 ＊サイドシル地上高が最大約25mm下がります。

A ■  トランクスポイラー　
 ￥63,000
       
 セダンスタイリングのマストアイテム。立体感あるリヤビューを完成するスポイラー。

 〈B4〉 E7217AJ000## ［¥54,000＋　￥6,000］

B ■  リヤバンパースカート（B4）
 ￥71,400＊
       
 最新のセダンスタイルへ。エキゾーストフィニッシャー一体のバンパースカート。

 〈B4〉 E5617AJ155## ［¥65,000＋　￥3,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。＊シングルマフラー車は、右エキゾースト
 フィニッシャー開口部奥に装着するカバー（エキゾースト） E5617AJ030 ¥2,625 ［¥2,000＋　￥500］
 が別途必要です。＊バンパー地上高が最大約60mm下がります。

■  トランクリップスポイラー　
 ￥58,800
       
 トランクリッドと一体感を持ち、セダンのリヤビューにアクセントを付けます。

 〈B4〉 E7217AJ010## ［¥50,000＋　￥6,000］

■  トランクメッキガーニッシュ　
 ￥21,525
       
 メッキの上質な輝きがリヤビューをさりげなく上質に演出します。

 〈B4〉 J1217AJ011
 （メーカーOPのリヤビューカメラ装着車は J1217AJ013）［￥18,000＋　￥2,500］
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TQ
アイスシルバー・メタリック

U9 
ヴェネチアンレッド・パール

WU  
サテンホワイト・パール

I7  
ディープシーブルー・パール

EN
ダークグレー・メタリック

V2  
クリスタルブラック・シリカ

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。）

PHOTO：2.5i B-SPORT EyeSight G Package サテンホワイト・パール

Stylish Package / Set  for B4 
スタイリッシュパッケージ 　＋　＋　 単品合計価格 ￥186,900 →  パッケージ価格 ¥161,700＊〈B4〉P0017AJ820##［¥146,000＋　¥8,000］ 

スタイリッシュセット  ＋ 単品合計価格 ￥119,700 → パッケージ価格 ¥99,750＊〈B4〉P0017AJ870## [￥89,000＋   ￥6,000]

 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。

＊シングルマフラー車は、右エキゾーストフィニッシャー開口部奥に装着する  カバー（エキゾースト） E5617AJ030 ¥2,625 ［¥2,000＋　￥500］が別途必要です。

B C

A

A

C  

■  フロントグリル（サーフェースメッシュタイプ）
 ￥39,900
       
 メッシュタイプのデザインでフロントフェイスの印象をスポーティに演出します。

 〈アウトバックを除く〉 J1017AJ650##［¥35,000＋　￥3,000］ 

■  ボディサイドモールディング　
 ￥22,050
       
 開閉時にドアパネルをさりげなくガードする、ボディ同色モールディング。

 〈全車〉 J1017AJ740##［¥18,000＋　￥3,000］　
 ＊樹脂製
 

■  フロントバンパースカート 

 ￥48,300
       
 機能美溢れるデザインで、
 スポーティなフロントフェイスを形づくります。

 〈アウトバックを除く〉E2417AJ030##［￥43,000＋   ￥3,000］
 ＊バンパー地上高が最大約23mm下がります。

BB C

■  メッキドアハンドル  
 ￥34,650/1台分
       
 メッキの高い質感がサイドビューに気品を添えます。

 〈全車＊アウトバック3.6Rには標準装備〉
 F0018AJ010［¥23,000＋   ￥10,000］
 ＊台座部分はボディ同色ではありません。

A

飾 る の で は なく、鍛 え たフォル ム 。

静かに佇むだけで、卓越の走りを予感させるのは、

走る姿こそ美しい、鍛えあげたフォルム。

いたずらにゴージャスでも、ストイックでもない、

純正プレミアムスポーツセダンの美意識を贈ります。



■  ボディサイドモールディング　
 ￥22,050
       
 開閉時にドアパネルをさりげなくガードする、ボディ同色モールディング。

 〈全車〉J1017AJ740##［¥18,000＋　￥3,000］　
 ＊樹脂製
 

■  ウッドタイプパネル・ダークブラウン（インパネ+フロント/リヤドア）　
 ￥42,000
       
 樹脂素材のメリットを活かしながら、特殊な転写製法で
 磨きこんだ生木のような風合いを追求しています。

 〈全車〉J1317AJ000 ［¥36,000＋　￥4,000］　
 ＊交換取付けタイプ。　

■  パドルランプキット　  
 ￥38,850★
       
 夜間でも足もとの水たまりや凹凸がわかり、スマートに乗り降りできます。

 〈全車〉 H4717AJ110 ［¥25,000＋　￥12,000］
 ＊オフディレイ機能はありません。
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■  ツインフットランプ（フロント&リヤ）   

 ￥24,150★
       
 スモールランプに連動して点灯。
 乗降時は明るいブルーLEDに切り替わります。

 〈全車〉 H7017AJ010 ［¥17,000＋　￥6,000］
 ＊ツインフットランプ（フロント）と共着不可。
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■  LEDリヤハッチ　
 ￥42,000
       
 スイッチONで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。マニュアルスイッチ付。

 〈B4を除く〉 H4617AJ000 
 ［¥38,000＋　￥2,000］

■  LEDサイドシルプレート　
 ￥32,550★
       
 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。

 〈全車〉 H1017AJ000 ［¥25,000＋　￥6,000］　
 ＊前席用
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■  カーゴルームプレート　￥14,700
       
 〈B4を除く〉 E1017AJ000 ［¥13,000＋　￥1,000］　＊ステンレス製。

■  カーゴステップパネル　￥14,700
       
 〈B4を除く〉 アウトバック： E7717AJ010、ツーリングワゴン： E7717AJ000
 ［¥13,000＋　￥1,000］　＊ステンレス製。

■  カーゴレール&フック　￥23,100
       
 〈B4を除く〉L0017AJ000［¥18,000＋　￥4,000］
 ＊カーゴサイクルキャリア、マット類と共着不可（カーゴトレーマットは共着可）。

01 ■  カーゴトレーマット  ￥23,100＊  
       
 水が漏れにくいトレー形状の防水マットが、分割リヤシート背面までカバー。

 〈B4を除く〉 J5017AJ110 ［¥21,000＋　￥1,000］
 ＊カーゴサイクルキャリア、カーゴ収納ネット、他のマット類と共着不可。
 ＊カーゴレール＆フックとの共着には マジックテープ＆プライマーセット   
 J5017AJ116 ¥945 ［￥900］ が別途必要。　

■  カーゴステップカバー　
 ￥11,550
       
 荷物の出し降ろしの際にバンパーやステップに傷を付きにくくします。

 〈B4を除く〉 E1017AJ010 ［¥10,000＋　￥1,000］
 ＊未使用時はサブトランクに収納できます。 
 ＊走行中は車外に出さないでください。

■  カーゴパーテーション　￥15,750
       
 〈カーゴレール&フック装着車〉L0017AJ010 ［¥15,000］　
 ＊サイクルアタッチメントと同時使用不可。

02
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TQ
アイスシルバー・メタリック

U9 
ヴェネチアンレッド・パール

I8  
バーニッシュドブロンズ・メタリック

WU  
サテンホワイト・パール

I7 
ディープシーブルー・パール

EN
ダークグレー・メタリック

V2  
クリスタルブラック・シリカ

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。）

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。

　

フロント

スモールランプ点灯時
乗降時

リヤ

01

01

02

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ（ディーラーOPナビ取付キットには同梱）¥2,100［¥2,000］H0077AJ001 が車両１台につき１個必要。

03

04

03 04

PHOTO：アウトバック 2.5i EyeSight S Package　クリスタルブラック・シリカ

■  メッキドアハンドル  
 ￥34,650/1台分
       
 メッキの高い質感がサイドビューに気品を添えます。

 〈全車＊アウトバック3.6Rには標準装備〉
 F0018AJ010［¥23,000＋   ￥10,000］ 
 ＊台座部分はボディ同色ではありません。

PHOTO：パナソニック ビルトインHDDナビ装着車

フ ラッグシップ が 、ジャン ル を 越 え て いく。

自由な生き方を支える強さと、包みこむ優しさを。

アウトバック・ライフに必要なすべてを知りつくす、SUBARU純正アクセサリー。

あらゆるシーンを輝かせる、最も自由なフラッグシップが走りはじめます。



■  IRカットスクリーンキット　
 ￥42,000〈全車〉
       
 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。

 〈全車〉 F5017AJ000（B4はF5017AJ010） ［¥30,000＋　￥10,000］
 ＊リヤドア、リヤクォーター、リヤガラス
 ＊カット率：紫外線（UV）99 ％以上/赤外線（IR）約77 ％

 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。 ★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ（ディーラーOPナビ取付キットには同梱）¥2,100［¥2,000］H0077AJ001 が車両１台につき１個必要。15

TQ
アイスシルバー・メタリック

U9 
ヴェネチアンレッド・パール

I8 
バーニッシュドブロンズ・メタリック

WU  
サテンホワイト・パール

I7 
ディープシーブルー・パール

EN
ダークグレー・メタリック

V2  
クリスタルブラック・シリカ

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。）

■  フロントグリル（サーフェースメッシュタイプ）
 ￥39,900
       
 メッシュタイプのデザインでフロントフェイスの印象をスポーティに演出します。

 〈アウトバックを除く〉 J1017AJ650##［¥35,000＋　￥3,000］ 

■  フロントバンパースカート 

 ￥48,300
       
 機能美溢れるデザインで、
 スポーティなフロントフェイスを形づくります。

 〈アウトバックを除く〉E2417AJ030##［￥43,000＋   ￥3,000］
 ＊バンパー地上高が最大約23mm下がります。
 ＊お得なスタイリッシュパッケージ／セットでもご用意しています【ｐ8-11】

■  サイドアンダースカート  
 ￥67,200
       
 ロープロファイルデザインで 安定感あるサイドビューを演出。

 〈アウトバックを除く〉 E2617AJ000## ［¥62,000＋　￥2,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。
 ＊標準装備のサイドシルスポイラーと交換取付け。
 ＊サイドシル地上高が最大約25mm下がります。
 ＊お得なスタイリッシュパッケージでもご用意しています【ｐ8-11】

■  ボディサイドモールディング　
 ￥22,050
       
 開閉時にドアパネルをさりげなくガードする、ボディ同色モールディング。

 〈全車〉 J1017AJ740##［¥18,000＋　￥3,000］　
 ＊樹脂製
 

■  ルーフスポイラー　
 ￥56,700
       
 存在感のあるルーフスポイラーで、エアロダイナミズムを印象付けます。

 〈B4を除く〉 E7217AJ020## ［¥48,000＋　￥6,000］

■パドルランプキット　  
 ￥38,850★
       
 夜間でも足もとの水たまりや凹凸がわかり、スマートに乗り降りできます。

 〈全車〉 H4717AJ110 ［¥25,000＋　￥12,000］
 ＊オフディレイ機能はありません。
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■  ウエストスポイラー　
 ￥23,625
       
 リヤビューセンターにアクセントを付け、スポーティなスタイリングを演出。

 〈B4を除く〉 J1217AJ000## ［¥21,000＋　￥1,500］

■  メッキドアハンドル  
 ￥34,650/1台分
       
 メッキの高い質感がサイドビューに気品を添えます。

 〈全車＊アウトバック3.6Rには標準装備〉
 F0018AJ010［¥23,000＋   ￥10,000］
 ＊台座部分はボディ同色ではありません。

■  トランクスポイラー　
 ￥63,000
       
 セダンスタイリングのマストアイテム。立体感あるリヤビューを完成するスポイラー。

 〈B4〉 E7217AJ000## ［¥54,000＋　￥6,000］

■  トランクリップスポイラー　
 ￥58,800
       
 トランクリッドと一体感を持ち、セダンのリヤビューにアクセントを付けます。

 〈B4〉 E7217AJ010## ［¥50,000＋　￥6,000］

■  トランクメッキガーニッシュ　
 ￥21,525
       
 メッキの上質な輝きがリヤビューをさりげなく上質に演出します。

 〈B4〉 J1217AJ011
 （メーカーOPのリヤビューカメラ装着車は J1217AJ013［￥18,000＋　￥2,500］

PHOTO: フロントバンパースカート装着車

■  LEDアクセサリーライナー
 ￥47,250（DIT以外は￥49,350★）
       
 スポーティなLEDライナーが、フロントフェイスのアピアランスを高めます。

 〈アウトバックを除く〉
 H4517AJ000［￥41,000＋  ￥4,000］（DIT以外は H4517AJ010［￥41,000＋ 　￥6,000］）
 ＊スモールランプに連動して点灯します。
 ＊他に共着できる電装品の数に限りがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
 ★のれんわけハーネスが別途必要（DIT用は不要）

■  リヤバンパースカート（ツーリングワゴン・タイプⅠ）  
 ￥71,400＊
       
 ボリューム感あるワゴンのリヤビューにあわせた、専用エキゾーストフィニッシャー付。

 〈ツーリングワゴン〉E5617AJ000## ［¥ 65,000＋　￥3,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。＊シングルマフラー車は、
 右エキゾーストフィニッシャー開口部奥に装着するカバー（エキゾースト）E5617AJ020
 ¥2,625 ［¥2,000＋   ￥500］が別途必要です。＊バンパー地上高が最大約45mm下がります。

■  リヤバンパースカート（ツーリングワゴン・タイプⅡ） 
 ￥71,400＊    
       
 ワゴンの精悍な後ろ姿。シャープなエキゾーストフィニッシャー一体デザイン。

 〈ツーリングワゴン〉E5617AJ140## ［¥65,000＋　￥3,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。＊シングルマフラー車は、
 右エキゾーストフィニッシャー開口部奥に装着するカバー（エキゾースト）E5617AJ030 
 ¥2,625 ［¥2,000＋　￥500］が別途必要です。＊バンパー地上高が最大約52mm下がります。
 ＊お得なスタイリッシュパッケージでもご用意しています【ｐ8-11】

■  リヤバンパースカート（B4）
 ￥71,400＊
       
 最新のセダンスタイルへ。エキゾーストフィニッシャー一体のバンパースカート。

 〈B4〉 E5617AJ155## ［¥65,000＋　￥3,000］
 ＊スプラッシュボード、エアロスプラッシュと共着不可。＊シングルマフラー車は、右エキゾースト
 フィニッシャー開口部奥に装着するカバー（エキゾースト） E5617AJ030 ¥2,625 ［¥2,000＋　￥500］
 が別途必要です。＊バンパー地上高が最大約60mm下がります。
 ＊お得なスタイリッシュパッケージでもご用意しています【ｐ8-11】

E X T E R I O R

美しい走りを、予感させる佇まい。



Q U A L I T Y  
f o r
L E G A C Y
E X T E R I O R  t o  I N T E R I O R

レガシィ・オーナーに、ふさわしい空間。
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PHOTO：パナソニック ビルトイン HDD ナビ、ウッドタイプパネル・レッド、アルミヘアラインパネル、ステアリングオーディオリモ コン、シフトノブ、コンソールイルミネーション、ツインフットランプ、シートカバー、フロアカーペット（グレイス）装着車

レガシィにふさわしい装い。そして、

レガシィ・オーナーにふさわしい空間。

エクステリアからインテリアまで、

純正クオリティに貫かれたラインナップが、

レガシィと過ごす、

すべての時間を満たしていきます。



■  シフトノブ（リニアトロニック/ＡＴ）　

 ￥11,550
       
 コクピットをスポーティに演出する、手触りのいい本革シフトノブ。

 〈全車〉 
 C1017AJ000 [¥10,000＋   ¥1,000]
 ＊トップ本革／サイドＰＶＣ製

■  ウッドタイプパネル・
 ダークブラウン／レッド（後席カップホルダー）　
 ￥16,275（レッドは￥11,025）
       
 木目調のパネルをポイントで使い、さりげなく上質感を演出します。

 〈全車〉 ダークブラウン：J1317AJ080 ［¥15,000＋　￥500］、
 レッド：J1317AJ060 ［¥10,000＋   ￥500］
 ＊ウッドタイプパネル・ダークブラウンは、インパネ＋フロント/リヤドアと
 後席カップホルダーで質感が異なります。

■  コンソールイルミネーション 
 ￥18,900★
       
 スモールランプと連動し、コンソールの前後2カ所をブルーLEDで照らします。

 〈全車〉 H2017AJ001 ［¥14,000＋　￥4,000］
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■  ツインフットランプ  （フロント）

 ￥14,700★
       
 スモールランプに連動し、ブルーLEDで足もとを照らします。

 〈全車〉 H7017AJ000［¥10,000＋　￥4,000］
 ＊ツインフットランプ（フロント＆リヤ）と共着不可。
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■ツインフットランプ  （フロント＆リヤ）   
 ￥24,150★
       
 スモールランプに連動して点灯。乗降時は明るいブルーLEDに切り替わります。

 〈全車〉 H7017AJ010 ［¥17,000＋　￥6,000］
 ＊ツインフットランプ（フロント）と共着不可。
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■ LEDサイドシルプレート　
 ￥32,550★
       
 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。

 〈全車〉 H1017AJ000 ［¥25,000＋　￥6,000］　
 ＊前席用
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■  アルミ調ヘアラインパネル（パワーウインドゥスイッチ）　
 ￥23,100
       
 内装を引き締める質感の高いアルミヘアラインのパネル。

 〈全車〉J1317AJ041 ［¥20,000＋　￥2,000］
 ＊前後席4点セット。

■  アクセスキーカバー（カーボン調/赤木目調）

 ￥4,515
       
 カーボン調と赤木目調が選べる、アクセスキー専用の樹脂製カバー。

 〈全車〉 
 カーボン調：R0017AG200、赤木目調：R0017AG201 ［￥3,800＋　￥500］
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運転席（旧型車）助手席 リヤフロント リヤフロント

スモールランプ点灯時 乗降時

レッドPHOTO:ダークブラウン
PHOTO:旧型車

赤木目調カーボン調

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ（ディーラーOPナビ取付キットには同梱）¥2,100［¥2,000］H0077AJ001 が車両１台につき１個必要。

■ウッドタイプパネル・ダークブラウン
 （インパネ+フロント/リヤドア）　
 ￥42,000
       
 樹脂素材のメリットを活かしながら、特殊な転写製法で
 磨きこんだ生木のような風合いを追求しています。

 〈全車〉J1317AJ000 ［¥36,000＋　￥4,000］　
 ＊交換取付けタイプ。　

■ウッドタイプパネル・レッド
 （インパネ+フロント/リヤドア）　

 ￥30,450
       
 豪奢な赤い木目調パネルが、コクピットを鮮やかに演出します。

 〈全車〉 J1317AJ030 ［¥25,000＋　￥4,000］
 ＊交換取付けタイプ。
 ＊一部車両に標準装備の加飾パネル木目調（ダークブラウン）
 とは色調が異なります。

■カーボンタイプパネル
 （インパネ+フロント/リヤドア） 　

 ￥30,450
       
 カーボンメッシュのグラフィックを高精度に表現。
 コクピットをスポーティに引き締めます。

 〈全車＊一部車種には標準装備〉
 J1317AJ020 ［¥25,000＋　￥4,000］
 ＊交換取付けタイプ。

■シルバータイプパネル
 （インパネ+フロント/リヤドア） 　

 ￥19,950
       
 クールな質感のシルバーパネルが、
 機能的なコクピットデザインを引き立てます。

 〈全車＊一部車種には標準装備〉 
 J1317AJ010 ［¥15,000＋　￥4,000］
 ＊交換取付けタイプ。

PHOTO:後席（アイボリー内装）

写真はすべてパナソニック ビルトインHDDナビ装着車

PHOTO:後席（オフブラック内装）

PHOTO:後席（アイボリー内装）

PHOTO:後席（アイボリー内装）

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。

C O C K P I T

成熟したドライバーズマインドへ。



■  クリーンボックス（ブラック）　
 ￥9,450
       
 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。

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

■シガーライターキット　
 ￥3,675
       
 スモーカーにもうれしいシガーライターソケットです。

 〈全車〉 H6748KG000 ［¥1,500＋　￥2,000］
 ＊アクセサリーソケットと交換取付け
 ＊DC12V/120W

■後席用アシュトレー（ビルトインタイプ）　
 ￥5,670
       
 フロアコンソール後部に、灰皿をスマートにビルトイン。メッキ加飾付。

 〈後席空調ダクト付車〉 
 アイボリー：F6018AJ000WJ、
 ブラック：F6018AJ000VH［¥2,400＋　￥3,000］

■  コンソールソケットキット　
 ￥5,072
       
       
 携帯電話やポータブルプレーヤーを、
 センターコンソールに入れながら充電するのにも便利です。

 〈コンソールソケット装着車は除く〉
 H6718AJ100 ［¥1,830＋　￥3,000］
 ＊DC12V/120W

■  パワーコンセント 
 ￥25,200
       
 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。

 〈全車〉 H6717AJ000 ［¥18,000＋　￥6,000］
 ＊他のオプション等の装着により運転席・助手席下が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後席側
 ＊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。

■  後席マップランプ　
 ￥7,791
       
 読書にも最適。標準装備のルームランプ後席側をスポットマップランプに。

 〈全車〉 84641AJ000ME ［¥6,920＋　￥500］
 ＊リヤエンターテイメント、マルチＬＥＤルームバルブ（ルームランプ用）、
   プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。
 ＊交換取付けタイプ。
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■  ハーフカバー　
 ￥17,325
       
 レース編みのカバー。シート上部とヘッドレストを覆い室内を上質に演出します。

 〈全車〉 F4117AJ021（B4はF4117AJ020）
 ［¥15,000＋　￥1,500］ 

■シートヒータークッション（アイボリー/ブラック）  

 ￥26,250
       
 アクセサリーソケットを電源に使い、前後席どちらでも使えます。
 2席分買い揃えて同時に使うことも可能。

 〈全車〉アイボリー：F4147K1500IV、ブラック：F4147K1500BK［¥25,000］

PHOTO：アイボリー/前席装着（旧型車） PHOTO：ブラック/後席装着

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。

■シートカバー（ブラック/アイボリー）

 ￥39,900
       
 シートを汚れから守る、心地よい肌ざわりのシートカバー。
 ブラックとアイボリーの2タイプをご用意。

 〈全車〉［¥34,000＋　￥4,000］ 
 ＊品番等、詳しくは販売店にお問い合わせください。

■オールウェザーシートカバー（フロント/リヤ）

 ￥11,550（フロント１脚分）/
 ￥18,900（リヤ） 
       
       
 撥水性の素材で、シートを濡らさず清潔に保ちます。
 様々なレジャーシーンで便利です。

 〈本革シート車を除く〉
 フロント用 :F4117AJ030［¥11,000/１脚分］、
 リヤ用 :F4117AJ032（B4 は F4117AJ031）［¥18,000］
 ＊セカンドシートアームレストと同時使用不可。

■  パートナーズカバー　
 ¥14,700
       
 ファスナーを外してカバーを床に垂らせば、セカンドシートで愛犬と同乗もできるペット用マット。
 汚れにくい防水加工。着脱も簡単なバックル留めです。

 〈B4を除く〉 F4117AJ050 ［¥14,000］
 ＊ISO FIXチャイルドシート、セカンドシートアームレストと同時使用不可。
 ＊装着は後席のみ。

■  トレーマットセット
 （ラバー） 
 ￥16,275
       
 アウトドアはもちろん
 雪国でも必須アイテム。
 トレー形状で漏水しにくい
 防水マットです。

 〈全車〉 J5017AJ060
 ［¥15,000＋　¥500/1台分5枚］
 ＊他のマット類と共着不可。
 ＊低臭タイプ

■  フロアカーペット
 （グレイス） 
 ￥84,525
       
 高密度に織り込まれた毛足16mm
 のナイロン起毛が、心地よい
 高級カーペットです。
 独特の光沢や、
 丁寧に折りこまれた外周部、さらに
 専用LEGACYオーナメント付。

 〈全車〉 J5017AJ050 
 ［￥80,000＋　￥500/1台分5枚］
 ＊他のマット類と共着不可。

アイボリー

ブラック

PHOTO：旧型車

■  フロアカーペット 
 （ベーシック） 
 ￥32,025
       
 運転席はズレにくい２点留めの
 ブラケットを採用。
 アクセントの効いた
 バイアスパターンのカーペット。

 〈全車〉 J5017AJ000
 ［￥30,000＋　￥500/1台分5枚］
 ＊他のマット類と共着不可。

■  フロアカーペット
 （ラグジュアリー） 
 ￥53,025
       
 高密度に織り込んだ生地は
 吸音性も高く室内を快適にします。
 運転席はズレにくい2点留めの
 ブラケットを採用。

 〈全車〉 J5017AJ010
 ［￥50,000＋　￥500/1台分5枚］
 ＊他のマット類と共着不可。

PHOTO：パナソニック ビルトインHDDナビ、ウッドタイプパネル・レッド装着車

PHOTO：パナソニック ビルトインHDDナビ、ウッドタイプパネル・レッド装着車

C A B I N

クルマの歓びをともに。



■  サイクルアタッチメント（カーゴレール）
 ￥21,000
       
 自転車を収納する際、カーゴレール&フックにセットするアタッチメント。

 〈カーゴレール&フック装着車〉 L0017AJ007 ［¥20,000］
 ＊自転車の寸法は前輪軸センターからハンドル上端まで  690mm、
 前輪軸センターから後輪後端  1450mm、ホイール径  24～28インチ、
 ハンドル幅  650mm 。〈注〉
 ＊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。
 ＊カーゴパーテーションと同時使用不可。

■  カーゴサイクルキャリア　
 ￥23,100
       
 自転車を雨ざらしにしたくない時に、手軽に使えるサイクルキャリア。

 〈B4を除く〉 L0017AJ020 ［¥21,000＋　￥1,000］
 ＊カーゴレール＆フック、マット類と共着不可。
 ＊自転車の寸法は前輪軸センターからハンドル上端まで690mm、
 前輪軸センターから後輪後端1450mm、
 ホイール径24～28インチ、ハンドル幅650mm。〈注〉
 ＊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。

■トランクルームネット  
 ￥11,025
       
 トランクを開けた際に、荷物が外に落ちるのを防ぎます。

 〈B4〉 F5517AJ010 ［¥10,000＋　￥500］
 ＊積載は2kgまで

■  カーゴ収納ネット　
 ￥12,600
       
 シート背面に収納ネットを取付け。地図や小物の収納に便利です。

 〈B4を除く〉 F5517AJ000 ［¥12,000］
 ＊カーゴトレーマット、オールウェザーカーゴマットと共着不可。
 ＊積載は片側1kgまで。

■  カーゴネット  
 ￥10,500
       
 荷物を固定し、走行中に荷物が動くことを抑制します。

 〈B４を除く〉 F5517SC000 ［¥10,000］

■  カーゴステップカバー
       
 ￥11,550
       
 荷物の出し降ろしの際にバンパーやステップに傷を付きにくくします。

 〈B4を除く〉 E1017AJ010 ［¥10,000＋　￥1,000］
 ＊未使用時は、サブトランクに収納できます。
 ＊走行中は、車外に出さないでください。

■  カーゴステップパネル　￥14,700
       
 高い質感のステンレスプレートがバンパーを守ります。

 〈B4を除く〉 アウトバック： E7717AJ010、ツーリングワゴン： E7717AJ000
 ［¥13,000＋　￥1,000］　＊ステンレス製。

■  カーゴルームプレート　￥14,700
       
 荷物を出し入れする際、荷室の開口部を傷やこすれから守ります。

 〈B4を除く〉 E1017AJ000 ［¥13,000＋　￥1,000］　
 ＊ステンレス製。

■  リヤバンパーカバー  
 ￥11,550
       
 荷物の出し降ろしの際にバンパーに傷やこすれを付きにくくします。

 〈B4〉 E1017AJ020 ［¥10,000＋　￥1,000］
 ＊未使用時は、サブトランクに収納できます。
 ＊走行中は、車外に出さないでください。

 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。

■  カーゴレール&フック　
 ￥23,100
       
 別売のアタッチメントと合わせて、
 カーゴルームでの荷物の固定や仕分けに活躍します。

 〈B4を除く〉L0017AJ000［¥18,000＋　￥4,000］
 ＊カーゴサイクルキャリア、マット類と共着不可（カーゴトレーマットは共着可）。

■  カーゴパーテーション　￥15,750
       
 カーゴレール&フックにセットする仕切り板で、荷物をすっきり整理できます。

 〈カーゴレール&フック装着車〉L0017AJ010 ［¥15,000］　
 ＊サイクルアタッチメントと同時使用不可。

■  トランクマット  
 ￥13,650
       
 トランクフロアや荷物をガードし、セダンにふさわしい上質感も演出。

 〈B4〉 J5017AJ130 ［¥13,000］

■  トランクトレーマット  
 ￥14,700
       
 水が漏れにくいトレー形状の防水マット。セダン派のアウトドアライフを広げます。

 〈B4〉 J5017AJ140 ［¥14,000］

■  カーゴマット 
 ￥14,700
       
 カーゴフロアや荷物をガードし、カーゴルームにキャビンとの統一感を持たせます。

 〈  B4を除く〉 J5017AJ120 ［  ¥14,000 ］
 ＊カーゴレール&フック、カーゴサイクルキャリア、他のマット類と共着不可。

■  オールウェザーカーゴマット  
 ￥17,325
       
 撥水加工を施したマットで濡れた物も気兼ねなく積めます。

 〈B4を除く〉J5017AJ100 ［¥16,000＋　￥500］
 ＊カーゴレール&フック、カーゴサイクルキャリア、カーゴ収納ネット、
   他のマット類と共着不可。

■  カーゴソケットキット  
 ￥5,040
       
 クーラーなど、カーゴルームの中で電源が必要な時に便利です。

 〈B4を除く〉H6718AG000 ［¥1,800＋　￥3,000］
 ＊DC12V/120W
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アウトバックツーリングワゴン アウトバック

■ LEDリヤハッチ　
 ￥42,000
       
 スイッチONで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。マニュアルスイッチ付。

 〈B4を除く〉 H4617AJ000 
 ［¥38,000＋　￥2,000］

■  カーゴトレーマット  ￥23,100＊  
       
 水が漏れにくいトレー形状の防水マットが、分割リヤシート背面までカバー。

 〈B4を除く〉 J5017AJ110 ［¥21,000＋　￥1,000］
 ＊カーゴサイクルキャリア、カーゴ収納ネット、他のマット類と共着不可。
 ＊カーゴレール＆フックとの共着には マジックテープ＆プライマーセット   
 J5017AJ116 ¥945 ［￥900］ が別途必要。　

スイッチ部

〈注〉主にスポーツバイクの積載・運搬を目的としたもので、カタログには主な適合寸法のみ記載しています。積載・運搬可能な自転車には制限があり取扱説明書に記載しています。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。

C A R G O & T R U N K

積む自由が広がる。



■  ルーフキャリアアタッチメント
 （アルミワイドサイズ）　

 ￥42,525（S Packageを除くアウトバックは￥38,325）
       
 前後のガイドパイプを倒せば長尺物も積載可能。
 ネットやクッションパッドも装着できます。

 〈システムキャリアベース装着車〉
 E3617SG580 ［¥34,000＋   ￥2,500］＋ブラケット
 （S Packageを除くアウトバックは不要） E3617AJ562［¥4,000］
 ＊最大積載重量42kg 重量8kg　
 ＊全長1130×全幅750（内幅650）×全高115mm

■  ルーフ&サーフクッションパッド　
 ￥6,510
       
 システムキャリアベースやルーフキャリアアタッチメントに
 巻いて、サーフボード等を積むのに便利です。

 〈システムキャリアベース（S Packageを除くアウトバック用）
 装着車、ルーフキャリアアタッチメント装着車〉
 E3617AC606［¥6,200］＊2個セット ＊全幅500mm
 ＊システムキャリアベースのベースバー
 （S Packageを除くアウトバック用のみ）やルーフキャリアの
 前後バーに装着します。

■  サイクルアタッチメント　
 ￥25,725（S Packageを除くアウトバックは￥22,050）
       
 1基につき自転車1台積で、同時に2基装着可能。
 カーゴスペースに荷物を積みたい時も便利です。

 〈システムキャリアベース装着車〉E3617FJ590［¥20,000＋   ￥1,000］
 ＋ブラケット（S Packageを除くアウトバックは不要）E3617AJ563
 ［¥3,500］＊自転車1台（サイクルアタッチメントは2基搭載可）〈注2〉＊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＊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。＊全長1495×全幅215×全高110mm
 （S Packageを除くアウトバックは90mm） 

■  ルーフキャリアネット  
 ￥3,990
       
 キャリアに乗せた荷物をしっかり固定します。

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

■  アルミホイールセット （17インチ）   
 ￥157,500/1台分
       
 立体感のあるデザインが、
 アウトバックの力強い走りを演出します。

 〈アウトバックの17インチホイール車〉
 B3118AJ000 ［¥136,000＋　 ￥14,000］
 ＊ハイラスター塗装

■  スプリングチェーン　
 225/50R17用 & 225/60R17 & 225/55R18用 ¥36,750/
 205/60R16 & 215/50R17用 ¥33,600/225/45R18用 ¥28,350
       
 着脱が簡単なケ－ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。

 〈全車〉225/50R17用：B3177AJ000［¥35,000］、225/60R17&225/55R18用：
 B3177AJ010［¥35,000］、205/60R16&215/50R17用：B3177YC000［¥32,000］、
 225/45R18用：B3177AG000［¥27,000］ 
 ※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。

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。

■  システムキャリアベース（B4）  
 ￥33,600
       
 セダンにも違和感のないデザインでB4のカーライフをアクティブにします。

 〈B4〉E3617AJ510 ［¥29,000＋　￥3,000］
 ＊ベースバー：縦28×横80.5mm 異形断面
 ＊ボディカバーと共着不可

■システムキャリアベース　
 ￥27,300
       
 アウトバックのレジャービークルとしての能力をさらに引き出す、
 オーソドックスなデザインのキャリアベース。

 〈S Packageを除くアウトバック〉
 E3617AJ530 ［¥23,000＋　￥3,000］
 ＊ベースバー：縦23×横32mm
 ＊ボディカバーと共着不可

■  ルーフボックス　
 ￥77,700
       
 スキー板6セット、またはスノーボード4枚を積載可(長さは1680mmまで)。
 サポートブロック、ワンタッチバックルベルト付。

 〈システムキャリアベース装着車〉 
 ブラック：E3617FJ560 シルバー：E3617FJ561［￥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1〉
 ＊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　B4を除くルーフレール無し：50kg  ルーフレール有り：47kg  B4：32kg 
 ＊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

■  サーフボードアタッチメント　
 ￥11,550
       
 サーフボードを積み込む際のアタッチメント。
 システムキャリアベースと合わせてご使用ください。

 〈システムキャリアベース（アウトバックのS Package、ツーリングワゴン、B4用）装着車〉
 E3617AJ564 ［¥11,000］
 ＊サーフボード1枚
 ＊全幅525×全高22mm 

■  スキーアタッチメント（平積みワイドタイプ）　
 ￥26,250（S Packageを除くアウトバックは￥24,150）
       
 スキー板6セット、またはスノーボード4枚を積載可。
 キーロック付。

 〈システムキャリアベース装着車〉
 E3617AJ571［¥22,000＋　￥3,000］
 （S Packageを除くアウトバックはE3617AJ573 ［¥20,000＋￥3,000］）
 ＊スキー板6セットorスノーボード4枚〈注1〉
 ＊全幅790（有効幅650）×全高155mm
 （S Packageを除くアウトバック用は全高150/125mm２段階調整式）＊キーロック付き
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■ 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。）

※ルーフボックス・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。

キャリアベースの最大積載重量：80kg（キャリアベース重量約5kgを含む）

キャリアベース有効幅
940mm

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
70mm

S Packageを除くアウトバック用

＊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。

PHOTO：他車種

PHOTO：他車種

ツーリングワゴン
キャリアベース有効幅
980mm（S Packageは940mm）

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
90mm（S Packageは70mm）

アウトバック

キャリアベースの最大積載重量：50kg（キャリアベース重量含まず）

キャリアベース有効幅
1000mm

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
75mm

B4

キャリアベースの最大積載重量: 65kg（キャリアベース重量含まず）
［S Packageは 80kg（キャリアベース重量約5kgを含む）］

■  ホイールロックセット  
 ￥7,350
       
 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。

 〈全車〉 B3277YA000
 ［¥6,000＋　￥1,000/ロックナット4個、キーのセット。マックガード社製］

■  カーロック  ￥47,250
       
 ピッキングや複製がしにくいキー形状や、ドリルに対抗する鍵穴内部の強化合金を採用。ホイールロックセット（別売）との組み合わせで効果を発揮します。
 〈全車〉 B3277YA011 ［¥45,000］ 
 ＊カーロック、誤発進警告ロゴ付カーロックケース。

誤発進警告ロゴ付カーロックケース

PHOTO:旧型車

写真は他車種

■  システムキャリアベース（WAGON） 

 ￥33,600
       
 レガシィの車体にしっかりとフィットし、
 デザインのマッチングも考え抜かれたキャリアベース。

 〈アウトバックのS Packageとツーリングワゴン〉
 E3617AJ500［¥29,000＋  ￥3,000］
 ＊ベースバー： 縦28×横80.5mm 異形断面　
 ＊ボディカバーと共着不可

※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。

■  アルミホイールセット （18インチ）   
 ￥165,900/1台分
       
 放射状に伸びた数多くのスポークが
 大径ホイールを美しく形づくります。

 〈アウトバックを除く18インチホイール車〉
 B3118AJ010 ［¥144,000＋　 ￥14,000］
 ＊ハイラスター塗装

■  アルミホイールセット （17インチ）   
 ￥157,500/1台分
       
 金属調の塗装と10本スポークが、
 ポテンシャルの高さを美しく表現します。

 〈アウトバックを除く17インチホイール車〉 
 B3118AJ020 ［¥136,000＋　 ￥14,000］
 ＊ハイラスター塗装

■  アルミホイールセット （16インチ）   

 ￥136,500/1台分
       
 星形のスポーティなデザインで
 足もとを精悍に引き締めます。

 〈16インチホイール車〉 
 B3118AJ030 ［¥116,000＋　￥14,000］

〈注2〉主にスポーツバイクの積載・運搬を目的としたもので、カタログには主な適合寸法のみ記載しています。積載・運搬可能な自転車には制限があり取扱説明書に記載しています。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。
〈注1〉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。

C A R R I E R

さらなる愉しみを載せて。

W H E E L

あくまでも、スマートなデザイン。



■  ボディカバー　
 ￥27,300
       
 車体にジャストフィットしキズや汚れから守る純正ボディカバー。

 〈全車〉B4：M0017AJ000、B4以外：M0017AJ010 ［¥26,000］
 ＊システムキャリアと共着不可
 ＊防炎タイプ
 ＊ポリエステル製
 ＊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。

■  ウィンターブレード　
 運転席 ￥6,300 / 助手席 ￥3,465 / リヤ ￥5,250
       
 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。

 〈全車〉運転席 H6577AJ000［¥6,000］、助手席 H6577YA005［¥3,300］、
 リヤ H6577AG110（B4は H6577AG100）［¥5,000］
 ＊B4用リヤはリヤワイパー装着車のみ
 ＊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。

■  リヤビューカメラ（CCD）　

 ￥52,500 （DIATONEナビは ¥56,700）
       
 ディーラーOPナビとセットで装着。駐車などでバックする時、死角になりやすい後方を、バックギアに入れると
 自動的にナビ画面に表示。画像反転機能によりバックミラー感覚で後方確認でき、ガイドライン表示も可能です。

 〈ディーラーOPナビ装着車〉 B4：H0017AJ330、B4以外：H0017AJ320［¥43,000＋　¥7,000］
 ＋カメラ接続ケーブル（DIATONEナビのみ追加）H0014AJ300［¥4,000］
 ■約25万画素CCDカメラ ■画角：水平約135°×垂直約100°
 ＊自車の車体の映りこみ、画質、マーカーの有無・形状は、リヤビューカメラや接続するナビによって異なります。

■  リヤビューカメラ（C-MOS）　
 ￥39,900 （DIATONEナビは ¥44,100）
       
 お求めやすい価格のC-MOSタイプのリヤビューカメラもご用意しています。

 〈ディーラーOPナビ装着車〉
 B4：H0017AJ310、B4以外：H0017AJ300［¥32,000＋　¥6,000］
 ＋カメラ接続ケーブル（DIATONEナビのみ追加）H0014AJ300［¥4,000］
 ■約30万画素C-MOSカメラ ■画角：水平約133°×垂直約100°
 ＊自車の車体の映りこみ、画質、マーカーの有無・形状は、リヤビューカメラや接続するナビによって異なります。 
 ＊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。

■  コーナーセンサー（フロント2センサー） 

 ¥44,100★
       
 フロント左右を目視確認しながら、インパネのインジケーターの
 点滅間隔で障害物への距離もわかります。

 〈全車〉ホワイト：H4817AJ100、ブラック：H4817AJ110、
 シルバー：H4817AJ120［¥35,000＋　¥7,000］　
 ＊ボイスコーナーセンサー、フェンダーコントロールと共着不可。
 ＊他に共着できる電装品の数に限りがあります。
 詳しくは販売店にお問い合わせください。
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■  バックセンサー（リヤ4センサー） 

 ¥63,000★
       
 4ヶ所の後方センサーを搭載。
 インジケーターを見ず後方を目視確認していても、
 ブザー音の変化で障害物への距離がわかります。

 〈全車〉ホワイト：H4817AJ200、ブラック：H4817AJ210、
 シルバー：H4817AJ220［¥50,000＋　¥10,000］　
 ＊ボイスコーナーセンサーと共着不可
 ★のれんわけハーネスが別途必要
 

■ボイスコーナーセンサー（4コーナー）
 ¥68,250★
       
 狭い路地や駐車場で徐行時に、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、
 音声やインジケーターでお知らせします。

 〈全車〉ボイスコーナーセンサー車載キット H4812AJ000
 （B4は H4812AJ010）［￥26,000＋　￥13,000］
 ＋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：H4812AJ002）
 ［￥13,000］×2セット
 ＊コーナーセンサー、バックセンサーと共着不可。
 ＊他に共着できる電装品の数に限りがあります。
 詳しくは販売店にお問い合わせください。
 ★のれんわけハーネスが別途必要
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PHOTO：ツーリングワゴン用

■  セキュリティインパクトセンサー  
 ￥14,700
       
 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盗難警報装置との組み合わせで、防犯性を高めます。

 〈全車〉 H0017FG250 ［¥12,000＋　￥2,000］

■  キーレスアクセスアップグレードキット
　（エンジンスタート機能）
 ￥30,240
       
 車両に標準装備のアクセスキーの機能をアップグレードするキットです。
 リモコン操作でエンジンの始動を行えるようになります。

 〈全車〉H0018AJ500［￥19,800＋   ￥9,000］
 ＊他に共着できる電装品の数に限りがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。　
 ＊暖機時間：3分、10分、15分から選択可能。
 ＊ターボタイマー機能はありません。
 ＊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。
 ＊作動中はエアコンがFULL AUTOモードとなります。外気温５℃未満の場合、リヤデフォッガーも作動します。
 作動が停止する、またはエアコン操作パネルのいずれかのスイッチが操作されると、FULL AUTOモードは解除されます。
 ＊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。

★印の用品をどれか１つでも装着する場合、装着個数を問わず、のれんわけハーネスⅣ（ディーラーOPナビ取付キットには同梱）¥2,100［¥2,000］H0077AJ001 が車両１台につき１個必要。

■  エアロブレード　
 運転席 ￥4,200 / 助手席 ￥3,465
       
 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。

 〈全車〉運転席 H6577AJ200 ［¥4,000］、助手席 H6577AJ201 ［¥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。
 ＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

■  フェンダーコントロール（オート） 　
 ¥33,600★
       
 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。先端にブルーLED付。

 〈全車〉H4417AJ103（アウトバックはH4417AJ104）［¥25,000＋　￥7,000］ 
 ＊コーナーセンサーと共着不可。
 ＊他に共着できる電装品の数に限りがあります。
 詳しくは販売店にお問い合わせください。＊ポール長約300mm
 ★のれんわけハーネスが別途必要

■SUBARUホーン  
 ￥10,500
       
 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。

 〈全車〉H3717AJ000 ［¥6,000＋　¥4,000］
 ＊標準装備のホーンと交換取付け

■  ドアミラーオートシステム　
 ￥16,800★
       
 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。

 〈全車〉H2717AJ000［¥12,000＋　¥4,000］
 ★のれんわけハーネスが別途必要

ハメコミ画面：アウトバック PHOTO：B4

PHOTO：ツーリングワゴン

ハメコミ画面：B4 PHOTO：B4

PHOTO：ツーリングワゴン

コーナーセンサー
（フロント2センサー）

バック感知範囲：
約150ｃｍ ・
水平約62° ・
垂直約32°

ボイスコーナーセンサー
（4コーナー）感知範囲：
約50ｃｍ×
水平約120°×
垂直約70°

インジケーター

インジケーター

フロント

インジケーター（フロント）

インジケーター（リヤ）

ブラック

ホワイト

シルバー

インジケーター

ブラック

ホワイト

シルバー

リヤ

リヤ

スイッチ

PHOTO:旧型車 PHOTO:旧型車

アクセスキーは商品には含まれません

■  消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）

 ￥6,300
       
 緊急時の脱出をサポートするシートベルト切断用カッター&
 ドアウインドゥ破砕用ハンマーを、簡易消火具と一体化。

 〈全車〉M0077YA050［￥5,500＋　¥500］

■前後のセンサーをセットで装着する場合。

 コーナーセンサー（フロント2センサー）＋バックセンサー（リヤ4センサー）

 ￥84,000★

 〈全車〉コーナーセンサー（フロント2センサー）・
 ホワイト：H4817AJ100、ブラック：H4817AJ110、
 シルバー：H4817AJ120［¥35,000＋　¥7,000］＋
 ハーネスリヤ: H4817FJ801［¥8,000＋　¥6,000］＋
 リヤセンサー×4個:ホワイト：H4817FJ501、ブラック：H4817FJ511、
 シルバー：H4817FJ521［¥6,000×4個］
 ★のれんわけハーネスが別途必要

＊センサー本体は３色から選べます。ボディ同色ではありません。各センサーの推奨ボディ色は以下（S Packageを除くアウトバックのリヤはブラックを推奨）。　
●ホワイト：サテンホワイト・パール　●ブラック：クリスタルブラック・シリカ、ダークグレー・メタリック、ヴェネチアンレッド・パール、ディープシーブルー・パール、バーニッシュドブロンズ・メタリック　●シルバー：アイスシルバー・メタリック
※リヤビューカメラが映し出す範囲は限られています。後退時には必ず後方を直接見ながら運転してください。 ※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。
※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。 ※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。

バックセンサー
（リヤ4センサー）

フロント／リヤ
コーナー感知範囲：
約60ｃｍ ・
水平約90° ・
垂直約60°

標準装備のアクセスキーで、
クルマの外からエンジン&エアコンを始動できます。

レガシィ・オーナーの良識。

D R I V E  A S S I S T



ドライビングは、フィジカルスポーツでもある。
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。

ステアリング操作を妨げないSTI独自の立体裁断「ドライビングカット」採用モデル。
シート着座時の裾のダブつきを抑えるダブルジップ、通気性のいいメッシュ裏地など、
ドライビングに集中し、愉しみつくすための技術が細部まで注がれている。

GTチームジャケット　￥29,925

EXTRA ITEM  STI COLLECTION

●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 お客様窓口  TEL0422‐33‐7848まで  受付時間：10：00～17：00（平日）

STIアクセスキーカバー（ブラック／アイボリー）　
￥4,725

STI車検証ケース（レザー） 
￥6,720

STIネックストラップ
￥2,310

STIキーホルダー（本革）
￥4,935

IDカードホルダー
￥4,725

サイドからの光にも対応する独自のレンズ形状が、コーナリング時の
外光変化にも快適な視界を維持。トップアスリート達から絶大な信頼を集める
山本光学オリジナルのスポーツサングラス。

STI ドライビングサングラス（ブラック）　￥15,225

左レンズ上部にSTIロゴが
プリントされています

ISO FIX専用アンカーバー

テザーアンカー

テザーベルト

ISO FIXベースシート

ISO FIXチャイルドシート

使用可能体重

参考身長 参考年齢

9kg

70cm 9ヶ月

13kg

85cm 1歳半

15kg

100cm 3歳

18kg

100cm 4歳

36kg

150cm 12歳

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。

■  ISO FIXベビーシート　¥36,750
       
 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。

 〈ISO FIX ベースシート装着車〉 F4107YA070 ［¥35,000］

■  ISO FIXチャイルドシート　¥57,750
      
 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。

 〈ISO FIX ベースシート装着車〉 F4107YA080 ［¥55,000］
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ISO FIXベビーシート

PHOTO：他車種

PHOTO：ブルーライトカット

クリアフィルム
（1台分4枚セット）

■  スバル純正ISO FIX ベースシート（テザーアンカー対応）￥36,750
       
 SUBARU純正ISO FIX ベビーシート/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。

 〈全車〉　F4107YA090 ［¥35,000］＊パートナーズカバーと同時使用不可。

■チャイルドシート　¥37,800
       
 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。

 〈全車〉 F4107YA310［¥36,000］＊インナークッション付属

■ジュニアシート　¥33,600
       
 成長期のお子様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。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。

 〈全車〉F4107YA350［¥32,000］

■インテリアＬＥＤセット　￥24,150（B4は ￥20,265）（工賃別）
       
 〈全車〉SAA3050288［¥23,000］（B4は SAA3050289［¥19,300］）
 ＊LEDバルブ４商品（B4はラゲッジランプ用を除く３商品）のセット。単品で購入するよりお得な価格設定です。
 ＊標準装備の電球をＬＥＤバルブに交換します。  ＊共着不可品等は各構成アイテムをご覧ください。

■カラードエンジンカバー
 ￥14,700（工賃別）
       
 ボンネットを開けるのも楽しくなる、
 BOXERエンジンを主張するデザインカバー。
 
 〈アウトバックの3.6ℓ車〉
 SAA3240190［¥14,000］

■LEDアシュトレー　
 ￥7,560
       
 光センサー内蔵。明るい場所では充電し、
 暗い場所で蓋を開けるとブルーLEDが発光します。

 〈全車〉SAA1060005［¥5,200＋　￥2,000］　　　
 ＊ソーラー充電式。

■エマージェンシーサポートキット  ￥18,690
       
 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、牽引にも配慮した車載キットです。

 〈全車〉 SAA1020010［¥17,800］
 ●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

■プラズマクラスター搭載LEDルームランプ　
 ￥19,845
       
 標準ルームランプを交換し、より明るく爽やかな室内に。
 消費電力も少ないLED照明と、車内のウイルス・アレル物質・
 かび菌・臭いを分解・除去するプラズマクラスターを、
 ルーフにフィットするスリムボディに一体化しました。
 
 〈全車〉SAA3250370［¥17,400＋　¥1,500］
 ＊本体と車両電子キーとは、30cm程度以上離して下さい。
   本体の電波と干渉し電子キーを認識しない場合があります。
 ＊リヤエンターテイメント、後席マップランプ、
   マルチＬＥＤルームバルブ（ルームランプ用）と共着不可。
 

■ナビ液晶保護フィルム
 （ハードコート/ブルーライトカット）
 7型：¥2,625/¥3,675、8型：¥2,835/¥3,990
 鮮やかコントラストのハードコートと、
 目に優しいブルーライトカットから選択可。
 スマートフォン等でおなじみの液晶保護フィルム。

7kg未満の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。

U N I V E R 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。

SUBARU純正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。

I S O  F I X 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。

※リヤ左右席に装着可。ピローは外してご使用ください。装着については、取扱説明書をご参照ください。

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

ロゴから縁取りまで、SUBARU専用デザインの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チャイルドシート ベースシート&テザーベルトで前向きに固定

ISO FIXベビーシート　ベースシート&テザーベルトで後向きに固定

チャイルドシート シートベルトで前向きに固定

ジュニアシート　シートベルトで前向きに固定

ＬＥＤルームバルブ（スポットランプ用） ￥7,056/左右2個（工賃別）
〈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（工賃別）
〈全車〉SAA3050270［¥6,500］ ＊8連LED
＊リヤエンターテイメント、後席マップランプ、
  プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。

ＬＥＤウェッジバルブ（カーテシランプ用） ￥8,610/左右2個（工賃別）
〈全車〉SAA3050281［¥4,100］×2個

ＬＥＤウエッジバルブ（ラゲッジランプ用） ￥4,305/1個（工賃別）
〈B4を除く〉SAA3050281［¥4,100］

シートベルトで後向きに固定
インナークッション使用

スバル純正アクセサリーを共同開発しているスバル用品（株）がお届けするSAAアイテム。 www.e - s aa .co . j p掲載商品の他にも豊富に取り揃えています。スバル用品ホームページをご覧ください。

※ＳＡＡ（SUBARU AUTO ACCESSORIES）のアイテムはスバル用品（株）が取り扱う商品です。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。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。
※（工賃別）商品の工賃は販売店にお問い合わせください。※プラズマクラスターロゴ（図形）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。

■プロテクションフィルム
 ￥5,775／1台分
       
 クルマの飛石防止フィルムにも使われる
 素材を使用。ドアハンドル凹部のボディを
 ツメ等による傷から守るクリアフィルム。
 
 〈全車〉SAA3320020［¥4,000＋　¥1,500］

〈ディーラーOPナビ車（SDストラーダを除く）〉
7型：SAA3220090/080［¥2,000/¥3,000＋　¥500］、
8型：SAA3220092/082［¥2,200/¥3,300＋　¥500］
＊機種により若干隙間があく場合があります。

C H I L D  S E A T



■  フロントアンダースポイラー  
 ¥48,300
       
 フロントバンパーに受ける空気を整流し、ダウンフォースを生成。
 ハイスピードコーナリング時のスタビリティ向上に貢献するとともにスタイリングを引き締めます。

 〈アウトバックを除く〉 SG517AJ020［¥40,000＋　￥6,000］
 ＊標準装備のフロントバンパーの下部に取り付け。＊バンパー地上高が中央部で最大約40㎜下がります。
 ＊本製品は、取付けにより車両全長が約8mm増加します。必ず車両登録後に取付けてください。
 本製品は指定部品で固定的取付けのため、構造変更等の手続きは不要です。

■  フレキシブルタワーバー  
 ¥34,650
       
 ストラットタワーバー中央を、リンクボールでジョイントした独創の構造が、コーナリングGへの横剛性と、縦方向の突き上げを吸収するしなやかさを両立。
 正確なハンドリングとタイヤの接地性、上質な乗り心地にも貢献します。

 〈全車〉 SG517AJ102［¥30,000＋　￥3,000］

■  シフトノブ 
 （リニアトロニック/AT）  
 ¥24,150
       
 トップ部のSTIロゴや
 ディンプル加工で、
 スポーティなSTIらしさを
 表現する本革シフトノブ。

 〈全車〉
 SG117AJ000
 ［¥22,000＋　￥1,000］

■  ペダルパッドセット
 （リニアトロニック/AT）

  ¥16,800
       
 確実なペダルワークを支える
 ラバーパッド&ノンスリップシート付。

 〈アルミパッド付
  スポーツペダル車を除く〉
 SG317AJ010
 ［¥13,000＋　￥3,000］

■ 18インチホイールセット（ENKEI製）  

 ¥191,100/1台分
       
 STIならではの機能美を追求し、走りの質を引き上げる
 18インチアルミホイール。

 〈アウトバックを除く18インチホイール車〉
 ガンメタ：SG217AJ010 ×4本、シルバー：SG217AJ000 ×4本
 ［¥168,000＋　￥14,000］
 ＊18×7.5J＋55、PCD100

■ 17インチホイールセット（ENKEI製）    

 ¥178,500/1台分
       
 ENKEI製12本スポーク17インチ鋳造アルミホイール。STIロゴ入り。

 〈アウトバックを除く17インチホイール車〉
 ガンメタ：SG217AJ210 ×4本、シルバー：SG217AJ200 ×4本
 ［¥156,000＋　￥14,000］
 ＊17×7.5J＋55、PCD100

 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。
 本カタログに掲載の商品は、レガシィに装着した場合にのみ、保証が適用されます。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  お客様窓口  TEL 0422-33-7848まで　受付時間：10：00～17：00（平日） 31

PHOTO：ガンメタPHOTO：シルバー

 S T I  S P O R T  P A R T S

ワ ークス・グ ランドツア ラ ーという贅 沢 。
レ ガシィ純 正 S T I ス ポ ー ツ パ ー ツ

先進の安全技術とともに、熟成を極めたグランドツアラーを、

あくまでも、スポーティに乗りこなすために。

SUBARUのワークス・ファクトリーが開発し、

純正保証を与えられたSTIスポーツパーツ。

登場以来、高い評価を集めるフレキシブルタワーバーを始め、

クルマの根源的な魅力である「走る歓び」への、

独創的なアプローチがそこにはあります。

一握りのエキスパートが、限られたコースで

味わっていた贅沢なクオリティを、

レガシィと過ごすすべての時間、あなたのものにー。


