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

消耗品など
一部商品を除く

※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2016年3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。●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。

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）。

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

スバル部品用品本部 国内部品部（2016.03）
〒150-8554　東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル

本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

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。

S U B A R U × アプリ

●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android TM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！
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　LEGACY  ACCESSORIES  02-03

SUBARU GENUINE QUALITY

for OUTBACK
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エクステリアパッケージ（アウトバック）
¥100,440（単品合計価格は¥108,000）
ボディサイドモールディング① ・ カーゴステップパネル（樹脂）④・ホイールアーチトリム【p9⑦】 のパッケージ。

ボディサイドモールディング（アウトバック）
¥30,240 
開閉時などにドアパネルをさりげなく保護する、幅の広いアウトバック専用デザインの樹脂モール。エクステリアパッケージ（アウトバック）でも購入可。

ドアハンドル（メッキ）
¥35,424 
ボディ同色のドアハンドルに、光沢のラインが際立つメッキパーツ。サイドビューに上品なアクセントを与えます。B4にも装着可。

カーゴステップパネル（ステンレス）
¥15,120 
積み降ろし時にバンパーを守り、リヤビューのアクセントにもなる、質感の高いステンレスパネル。カーゴルームプレート【p6】ともコーディネイトできます。

カーゴステップパネル（樹脂）
¥12,960
カバー範囲が広く、自転車などを積みこむ際にも便利なマットブラック樹脂パネル。エクステリアパッケージ（アウトバック）でも購入可。

LEGACY OUTBACK EXTERIOR

01

02

03

04

　for OUTBACK  04-05

レガシィが辿りついた新次元のクオリティを、質感高く表現するアウトバック純正エクステリア
そのサイド&リヤにワイドなボリューム感を加える、タフな専用エクステリアのパッケージも用意。
フェイスの印象を大きく変えるフロントグリル【p12】も装着できます。

01 02 03 04
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稀有なワゴンの経験が息づく、ゆき届いたカーゴアイテムの数々が、
アウトバックとのライフスタイルを広げてゆく。
カーゴルームとシートを水濡れから守るオールウェザーパッケージも設定され、
キャビン床面の防水トレーマット【p29】や、カーゴを含むソケット類【p25】も装着できます。

オールウェザーパッケージ
¥59,400（単品合計価格は¥62,640）
オールウェザーカーゴカバー③・オールウェザーシートカバー（全席分）【p29①】のパッケージ。 

カーゴマット          
¥15,120 
キャビンの一部としてのカーゴルームに、フロアカーペットと同じ質感を。アウトバックエンブレム付。

カーゴトレーマット     
¥21,060
分割可倒リヤシート背面までカバーする、水が漏れにくい樹脂製トレー。プランターやクーラーボックス、
付いた雪が車内でとけるスキー用具などにも最適。カーゴレール&フックとも共着できます。他のマット類と重ねての使用は不可。

オールウェザーカーゴカバー                                                   
¥17,280
分割可倒リヤシート背面とホイールハウスも撥水生地でカバー。濡れたウェアなどを気軽に放り込んでおけます。
オールウェザーパッケージでも購入可。他のマット類と重ねての使用は不可。

カーゴルームプレート                                           
¥15,120 
リヤゲートを開けると現れる、質感の高いステンレスプレートが、傷つきやすい開口部下端を保護。
カーゴステップパネル（ステンレス）【p5】ともコーディネイトできます。

カーゴステップカバー                          
¥11,880 
積み降ろし時や開口部に腰かける際に、バンパーの汚れから服を守り、開口部の保護にもなります。
カーゴフロアボード下にスマートに収納できます。 

カーゴレール&フック / カーゴパーテーション/ サイクルアタッチメント（カーゴレール）                                
¥23,760/¥16,200/¥22,680 
カーゴ床面に設置した2本のレールに、用途にあわせて2種類のアタッチメントを着脱可。
積荷に応じて前後位置を調整できるパーテーションは、重いプランターやクーラーボックスが走行中に前後に滑るのも抑えます。
サイクルアタッチメントは、カーゴトレーマット②と共着すれば、タイヤに泥の付いた自転車を積む際も安心です。
①③⑦と共着不可、②と共着時はマジックテープ＆プライマーセット¥972が別途必要。 

カーゴサイクルキャリア              
¥23,760 
手軽に装着でき、大切な自転車を風雨に晒さず運べます。2名乗車で2台、4名乗車で1台の自転車を積載可。①②③⑥と共着不可。
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for  OUTBACK  06-07

LEGACY OUTBACK

CARGO ITEM 01 02

03

04 06

05 06

06

07
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最上のレガシィ・クオリティを、あなたの日常へ。
専用カーペットやホイールアーチトリムなど、
アウトバックとの生活を深めるマストアイテムを揃えました。

ベースキット（アウトバック）
¥81,540～¥190,620（単品合計価格は¥85,860 ~¥233,820）
下記①～⑧のキット。うち⑤～⑧は選択アイテムです。 

カラードナンバープレートベースセット（アウトバック）
¥12,960
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。
前後2枚セット。字光式ナンバーと共着不可。
　　

ナンバープレートロック
¥3,240
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する、
マックガード社製の防犯ボルト。字光式ナンバーと共着不可。

ドアバイザー（アウトバック）
¥33,480
窓を少し開けて空気を入れ換えるのに便利。
直射日光もやわらげる、日本オリジナルの気くばりアイテムです。

フロアカーペット（アウトバック）
¥36,180

OUTBACKエンブレム付。運転席と助手席はずれにくい2点留めを採用しています。
他のマット類と重ねての使用は不可。

LEDアクセサリーリング  
¥49,680
アウトバックに新しい表情を与えるLEDリング。フォグランプ【p23】や
標準装備のロービーム&クリアランスランプと、LEDコーディネイトも愉しめます。

ホイールロックセット
¥7,560
目を引く大径ホイールもしっかり守る、ナンバープレートロックと同じマックガード社製の防犯ナット。

ホイールアーチトリム
¥64,800
アウトバックにワイドなボリューム感を与えつつ、下回りをマットブラックで引き締める新たな定番エクステリア。
スプラッシュボードとの連続性を意識したデザインです。エクステリアパッケージ【p5】でも購入可。

スプラッシュボード（アウトバック） 
¥25,920
泥はねや石はねを抑えるクルマのエチケット。ホイールアーチトリムと同じマットブラックのスプラッシュボード。
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フロアカーペット
（アウトバック）ドアバイザーカラードナンバー

プレートベースセット
ナンバープレート

ロック
ＬＥＤ

アクセサリーリング
ホイール
ロックセット 単品合計価格 キット価格

¥190,620  

¥126,900  

¥122,580  

¥81,540  

¥233,820  

¥143,100  

¥135,540

¥85,860  

ホイールアーチ
トリム スプラッシュボード

LEGACY OUTBACK

BASE KIT

01

01

02

03

04

05

06

07

08

for OUTBACK  08-09

01 02 03

05 06

04

07

08 front

rear08

C M Y B 60
CTP

　　2016.03.17　CTP-O4-210 線970715_ スバル LEGACY ACC 2016.02



LEGACY  ACCESSORIES  10-11

SUBARU GENUINE QUALITY

for B4
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エクステリアパッケージ（B4）
¥149,040（単品合計価格は ¥164,160）
フロントグリル①・リヤバンパースカート④・STIフロントアンダースポイラー【p16①】のパッケージ。

フロントグリル
¥41,040
クロームメッキの縁取りに、クールなブラックメッシュが際立つフロントグリル。
クルマの顔の印象を大きく変える、スバル純正アクセサリーの定番デザインです。エクステリアパッケージ（B4）でも購入可。アウトバックにも装着可。

ボディサイドモールディング（B4）
¥22,680
ドアパネルをさりげなくガードする樹脂モールは、B4のスマートなフォルムにあわせた専用デザイン。サイドビューのアクセントにもなります。

18インチアルミホイール（ブラック）
¥144,720/1台分4本〈B4〉
独特の有機的なデザインでレヴォーグやWRX S4でも好評の18インチホイールが、ご要望の多かったシックなブラックフィニッシュで登場。
レガシィB4のためにリファインされたユーロスタイル大径ホイールです。

リヤバンパースカート
¥73,440
左右エキゾーストフィニッシャーがビルトインされたリヤバンパースカートは、
STIフロントアンダースポイラー【p16】との純正らしいデザインバランスも魅力。エクステリアパッケージ（B4）でも購入可。

LEGACY B4 EXTERIOR

01

02

03

04

for B4  12-13

その装いも、スバルのセダン・フラッグシップ「レガシィB4」にふさわしく。
スポーティな資質を表現したエクステリアパッケージや、
ユーロスタイルの専用18インチホイール、ドアハンドル（メッキ）【p5】も装着できます。

01 02 03 04
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LEGACY B4 

BASE KIT

01

for B4  14-15

BASE KIT

B4

 エクステリアパッケージ装着車
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フロアカーペット
（B4）ドアバイザーカラードナンバー

プレートベースセット
ナンバープレート

ロック
LED

アクセサリーライナー
ホイール
ロックセット 単品合計価格 キット価格

¥150,660  

¥132,300  

¥125,820  

¥81,540  

¥175,500  

¥149,580  

¥142,020  

¥85,860  

スプラッシュボード

セダンライフのクオリティを深めるために、厳選されたマストアイテム。
B4専用のフロアカーペットやLEDアクセサリーライナーなど、
スタイルに応じて4パターンから選べる、ベースキットで購入できます。
単品でトランクマット【p29】も用意しています。

ベースキット（B4）
¥81,540～¥150,660
（単品合計価格は¥85,860 ~ ¥175,500）下記①～⑦のキット。うち⑤～⑦は選択アイテムです。

カラードナンバープレートベースセット（B4）
¥12,960
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。前後2枚セット。
字光式ナンバーと共着不可。
　　

ナンバープレートロック
¥3,240 
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する、マックガード社製の防犯ボルト。
字光式ナンバーと共着不可。

ドアバイザー（B4）
¥33,480 

窓を少し開けて空気を入れ換えるのに便利。
直射日光もやわらげる、日本オリジナルの気くばりアイテムです。

フロアカーペット（B4）
¥36,180

B4用はLEGACYエンブレム付。運転席と助手席はずれにくい2点留めを採用しています。
他のマット類と重ねての使用は不可。
 

ＬＥＤアクセサリーライナー
¥56,160 

B4のフロントフェイスに精悍さを加えるLEDライナー。
フォグランプ【p23】や標準装備のロービーム&クリアランスランプと、LEDコーディネイトも愉しめます。
 

ホイールロックセット
¥7,560 
目を引く大径ホイールもしっかり守る、ナンバープレートロックと同じマックガード社製の防犯ナット。

スプラッシュボード（B4）
¥25,920 

泥はねや石はねを抑えるクルマのエチケット。ボディ同色のスマートなスプラッシュボード。
リヤバンパースカート【p13】と共着不可。                          

01

02

03

04

05

06

07

01 02 03 04

05 06 07 07

front

front rear

C M Y B 60
CTP

　　2016.03.17　CTP-O4-210 線970715_ スバル LEGACY ACC 2016.02



STIパッケージ　
¥263,520（単品合計価格は¥327,240）
STIフロントアンダースポイラー①・
STIフレキシブルドロータワーバー②・
STI 18インチアルミホイール③・
STIシフトノブ（CVT）④のパッケージ。

 
STIフロントアンダースポイラー
¥49,680〈B4〉 
車両同時開発、風洞実験、高速周回路や氷雪路でのテスト
走行など、ワークスファクトリーならではのアプローチで空力
と信頼性を磨きあげたエアロパーツ。車体下部にもぐり
こむ気流を制御して空力安定性を高めるとともに、車体
下部が過度な衝撃を受けた際に脱落して衝撃を逃がす
マウント方式など、安全性も追求しています。STIパッケージ
とエクステリアパッケージ【p13】でも購入可。

STIフレキシブルドロータワーバー
¥56,160
左右フロントサスを結ぶストラットタワーバーの中央を、リンク
ボールでフレキシブルにジョイントし、コーナリングGへの
横剛性と、路面からの突き上げを吸収するしなやかさを両立した
フレキシブルタワーバー。さらに、左右ストラットタワー間に
あらかじめ引き締めテンションを掛けておける、ドロー
スプリングも新採用。回頭初期に剛性感が途切れるような
ダルな遊びを制した、狙い通りのステアリングレスポンスが
得られ、Gの向きが急変するレーンチェンジやS字の切り返しも
スムースに決まります。そのシーンを選ばず実感できる性能は、
B4そしてアウトバックの走りのクオリティも高めます。B4はSTI
パッケージでも購入可。

STI 18インチアルミホイール
¥196,560/1台分4本〈B4〉
リムにスピニング工法を用い、効果的に軽量化されたアルミ
鋳造18インチホイール。大径ホイールの迫力も際立つシャープ
な15本スポークなど、ユーロスタイルの18インチホイール【p13】
とはまた違う個性を与えられた、ジャパンスタイルの定番スポーツ
ホイールです。STIパッケージでも購入可。

STIシフトノブ（CVT）
¥24,840
グリップ部にパンチングレザーを配した2種類の本革による、
吸いつくような手触りと確かなグリップ感。熟成のドライビング
クオリティをCVTでスムースに愉しむ、レガシィにふさわしい
ワークスパーツは、アウトバックにも装着できます。B4はSTI
パッケージでも購入可。

LEGACY B4 / OUTBACK 

SPORTS PARTS

01

02

03

04

for B4 / OUTBACK  16-17

一握りのエキスパートの物だったワークスクオリティを、
すべてのドライバーにフィードバックした、STIを象徴するスポーツパーツ。

このカタログに掲載されたすべてのSTIスポーツパーツに
SUBARU純正保証が与えられ、STIパッケージでも購入できます。

03

02

01

04

適切なテンションを
維持するための
専用クリアランスゲージ

silver

gunmetallic black
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SUBARU GENUINE QUALITY  18-19

作られたブランドではなく、世界各地のドライバーからの評価と支持が育んだ、稀有な国産ブランドとして、

メイドインジャパン・クオリティの一角を、まぎれもなく担ってきたレガシィ。

その大いなる継承とともに辿りついた新次元のクオリティを、より深く、あなたの生活に溶けこませるために、

レガシィと同じクオリティで作られ、信頼の正規ディーラーがフィッティングする、スバル純正アクセサリー。

すべてのプロセスを貫く純正のこだわりが、一台のレガシィとして、あなたの元に届けられた時、

あなたと大切な人たちのクオリティライフは、また新たなステージへと高められていきます。

特 別 な の は 、ク オ リ テ ィ そ し て フ ィッ テ ィン グ 。
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GRAND TOURING NAVIGATOR
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01
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DRIVE ASSIST  20-21

いまやクルマの重要な性能のひとつとも言えるAV一体ナビ。レガシィ純正唯一の大画面8インチナビは、
専用ステアリングリモコンはもちろん、DSRC［ETC2.0］などディーラーOP独自の機能も追加できます。
また定評あるストラーダサウンドに加え、DIATONEカーボンナノチューブ特殊樹脂スピーカー【p23】
も接続可能。アイサイトレガシィをさらにバージョンアップするドライブアシストと、クルマと過ごす
すべての時間を豊かにするドライブミュージック。カーライフのクオリティを高めるトータルナビパフォーマンス
を、純正品質でお届けします。

パナソニック ビルトインSDナビ（8インチ）
¥261,792
スバルの定番ストラーダをベースに、パナソニック社と共同開発。8インチ大画面をインパネにスマートに一体化させた
専用ビルトイン設計は、配列も把握しやすい大型本体スイッチとともに、視認／操作性にも優れています。DSRC
［ETC2.0］、リヤビューカメラ、ディスプレイコーナーセンサー、ステアリングリモコンなど、多彩な拡張性も魅力です。

ITS車載器キット（DSRC：ETC2.0対応）
¥47,304（カロッツェリアナビ/DIATONEナビ用は￥45,360） 〈ディーラーOPナビ車〉
ディーラーOPナビ連動専用のDSRC［ETC2.0］が、高速道などで進行方向の直前～長距離情報を集中的に取得。
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を使うかといった判断に欠かせない遠方の
渋滞情報まで、確実に把握しナビゲートに活かせます。ETC機能もスマートにインクルードされた、グランドツアラーに
ふさわしい次世代交通インフラ対応ツールは、開閉式ビルトインキットで運転席右下にスマートに格納できます。

リヤビューカメラ（C-MOS）
￥34,560＊ 〈ディーラーOPナビ車＊メーカーOPナビは別仕様のリヤビューカメラ付〉
定番アイテムの後方カメラを全ディーラーOPナビに設定。
ガイドライン表示（ステアリング非連動）も可能です。

ディーラーOPナビ用ディスプレイコーナーセンサー（6センサー）￥78,840＊〈フェンダーコントロールと共着不可〉
メーカーOPナビ用ディスプレイコーナーセンサー（6センサー）
￥78,840＊〈フェンダーコントロール、パワーコンセントと共着不可〉
路地の切り返しや駐車などで、車体の四隅と後方に近づく障害物までの距離を、音だけでなくグラフィカルに把握できるナビ
連動コーナーセンサー。大画面を活かしたリヤビューカメラとの同時ナビ接続にも対応し、後方映像とコーナーセンサー
情報をひとつの画面で瞬時に把握できます。センサー本体はディーラーOPナビ用は5色、メーカーOPナビ用は4色から
選択可（ボディ同色ではありません）。

ステアリングリモコン　
¥14,580＊ 〈 ディーラーOPナビ車＊メーカーOPナビは別仕様のステアリングリモコン付〉
ディーラーOPナビ用のステアリングリモコン。ステアリングを握ったまま主要ナビ/オーディオ操作ができ、ステアリング
操作を妨げないデザインもレガシィ専用設計ならでは。バックライト付スイッチで夜間の操作も安心です。

■詳しくはナビ&オーディオカタログをご覧ください。＊パワーリヤゲート車にリヤビューカメラ装着時はロッドストップリング￥216が別途
必要。＊リヤビューカメラ&ディスプレイコーナーセンサー共着時はリヤビューカメラ変換ケーブル¥3,240が別途計1本必要（メーカーOP
ナビは不要）。＊DIATONEナビにリヤビューカメラ、ディスプレイコーナーセンサー、およびそれらを同時接続する場合、カメラ接続ケーブル 
¥1,620 が別途計1本必要。＊メーカーOPナビ用ディスプレイコーナーセンサーをB4に装着する場合、リヤコンビパッキン¥1,296が別途必要。
＊ステアリングリモコンのケンウッドナビ接続時は拡張ケーブル¥1,620が別途必要（ケンウッド連動専用ETC共着時は不要）。※前進時ディス
プレイコーナーセンサーは前方２ヶ所のみ作動します。※ビルトインSDナビ以外のディーラーOPナビに、ディスプレイコーナーセンサーと
リヤビューカメラを同時接続する場合、接近距離表示の視認性確保のため、ガイドライン表示は消しての使用となります。※ディスプレイ
コーナーセンサー使用後一時的にナビの現在位置がずれる事があります（ビルトインSDナビ除く）。

0202 03

04 05

ページ全体を写してください。

センサー＆カメラ共着（後退）時：センサーは接近距離数値表示のみ。

センサー単独装着時／センサー＆カメラ共着（前進）時

カメラ単独装着時（ガイドライン意匠はナビにより異なります）

［ビルトインSDナビ使用シーン］

close open

写真はディーラーOPナビ用。メーカーOPナビ用は画面（接近にともない色が変化）/センサー（4色）のデザインが異なります。

C M Y B 60
CTP

　　2016.03.17　CTP-O4-210 線970715_ スバル LEGACY ACC 2016.02



　MUSIC & ILLUMINATION  22-23★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 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）。

DRIVERS DEVICE

DIATONEカーボンナノチューブ特殊樹脂スピーカーをはじめ、音と光でレガシィを彩る
電装系デバイスも充実。コンセント/ソケット類【p25】も揃っています。室内のイルミネーションと
LEDフォグランプを組み合わせた、イルミネーションパッケージも用意しています。
 
イルミネーションパッケージ　
¥84,240★（単品合計価格は¥90,720★）
LEDフォグランプ④・フットランプ⑤・センターコンソールイルミネーション⑥のパッケージ。
 

DIATONEスピーカーセット（G50）　フロント¥174,960 / リヤ¥93,420
DIATONEスピーカーセット（G20）　フロント ¥83,160 /  リヤ ¥45,684
〈ディーラーOPナビ/オーディオ車〉
金属より硬く軽いカーボンナノチューブの極細繊維を、まるで紙漉きのように特殊樹脂に漉きこむ事で、最新金属コーンの伝播速度と、
伝統的な紙コーンの減衰特性をともに獲得。鋭くレスポンスする高音と、減衰の効いた歯切れのいい低音。
そのワイドな適応レンジと樹脂成型の自由度が、ツィーターとスピーカーの素材統一による、全域にわたる音の統一感をも達成しました。
演出に頼らず原音のニュアンスを活かしきる音の解像度と、強引な定位でキャビンを狭く感じさせない自然な音像の広がり。
リアルな再生という言葉では語りきれない、高度にバランスされた超広域ナチュラルトーンが、
その曲に託された空気感や世界観までもリアルに再現します。ディーラーOPナビ/オーディオ車に装着可。

LEDアクセサリーリング
¥49,680【p9ベースキットでも購入可】

LEDフォグランプ
¥43,200
雨や霧の走行時に、視認/被視認性を高めるLEDフォグランプ。標準装備のロービーム&クリアランスランプ、ベースキットのアクセサリーリング/
ライナーと組み合わせて、アウトバック/B4のフロント周りをLEDでコーディネイトする事もできます。イルミネーションパッケージでも購入可。

SUBARUホーン（トリプル）
¥15,120 
400/500/600Hzの渦巻き型トリプルホーンによる、レガシィにふさわしい存在感ある重厚な響き。
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【p25】の警告音としても使用します。

 
フットランプ（ブルー・前後席4ヵ所）
¥24,840★
ドアを開けると明るく、走行中は減光して穏やかに前後席フロアを照らすブルーLED。
夜の乗り降りはもちろん、昼でも暗がりになりがちなフロアの落し物なども確認しやすくなります。イルミネーションパッケージでも購入可。

センターコンソールイルミネーション
¥22,680★
夜間でもドリンクホルダーやコンソールボックスの内容物が確認しやすく、ドライビングに集中できます。
色彩心理学でも認められるブルーLED効果で、室内も落ち着いた雰囲気に。
イルミネーションパッケージでも購入可。ドライブレコーダーと共着不可。
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(G20)(G50)

door open door close

外周部：LEDアクセサリーリング　中央部：LEDフォグランプページ全体を写してください。
［LEDアイテム使用シーン］
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ウィンターブレードパッケージ
アウトバック ¥11,340 /B4 ¥14,040 
（単品合計価格は ¥11,988 /  ¥14,688）
ウィンターブレード⑧運転席・助手席・リヤのパッケージ。　  

フェンダーコントロール （オート）
¥33,480
ブルーLED付で夜の縦列駐車も安心の、
左フロントの車両感覚が掴みやすい定番アイテム。
イグニッション連動で自動伸縮させる事も可能です。
ディスプレイコーナーセンサーと共着不可。

ボディカバー（アウトバック/B4） 
¥28,080
車体形状にぴったりフィットし、隙間やばたつきの少ない、
純正ならではのボディカバー。ポリエステル製。

セキュリティインパクトセンサー
¥17,280 
車両の持ち去りを防ぐ標準装備イモビライザーに加え、
車上荒らしにも対応するインパクトセンサーを装着可。
車体の振動・衝撃を感知し、車両のホーン&ハザードで警告します。

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〉
セキュリティインパクトセンサーとセットで装着。
ドアの開閉などによる室内の空気の流れを
超音波センサーが感知し、車両のホーン&ハザードで警告します。

シガーライターキット
¥4,320
運転中にライターを探さずに済む、愛煙家必須の安心アイテム。
アクセサリーソケットとしても使用できます。

 
カーゴソケットキット 
¥5,400
カーゴルームで電源式クーラーボックス等も使用でき、
アウトドアライフの幅を広げるユーティリティアイテム。

 
パワーコンセント　¥24,840 
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。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るため、パソコン使用時などはご注意ください。
ドライブレコーダー、メーカーOPナビ用ディスプレイコーナーセンサー
と共着不可。

ウィンターブレード 
運転席 ¥6,480 / 助手席 ¥2,808 / 
アウトバック リヤ ¥2,700 / B4 リヤ ¥5,400
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。雪国以外でも、ウインドゥに霜が降りる季節に安心です。
ウィンターブレードパッケージでも購入可。

スプリングチェーン 
¥37,800 
着脱が簡単なケ－ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。
レガシィのタイヤサイズに正確にフィットする全4サイズを用意。
※その他、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。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

スペアホイールキット　¥17,280
テンポラリータイヤ　アウトバック ¥29,376 / B4 ¥26,568 
出先でのパンク時も頼もしいスペアタイヤ。
カーゴ／トランクのフロア下に収納します。
※スペアホイールキットとテンポラリータイヤはセットでご購入ください。
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COCKPIT USABILITY etc  24-25

DRIVERS DEVICE +

毎日のカーライフに訪れる様々な状況で、必ず必要になるドライバーズアイテムを、
しっかり揃える事も純正アクセサリーの役割。
雪国の毎日に欠かせないウィンターブレードパッケージも、純正ならではの正確なサイズ設定で用意しています。

01 02 02
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03 0504

09

06 07

outback b4

outback b4

ページ全体を写してください。

［セキュリティインパクトセンサー作動シーン］
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PANEL & CHILDSEAT  26-27

インナードアパネルセット（ピアノブラック調/木目調）
¥44,280 
インナーハンドルからパワーウィンドウスイッチまで、4つのドアすべてに貼付タイプのパネルを設定。
色柄は標準インパネと若干異なります。インテリアパッケージでも購入可。

コンソールパネルセット（ピアノブラック調/木目調）
¥24,840 
センターコンソールまわりをカバーする貼付パネル。色柄は標準インパネと若干異なります。インテリアパッケージでも購入可。

リヤカップホルダーパネル（ピアノブラック調/木目調）
¥11,880
後席センターアームレストのカップホルダーにも貼付けパネルを。色柄は標準インパネと若干異なります。インテリアパッケージでも購入可。

クリーンボックス（ブラック） 
¥9,720 
運転席からもワンタッチで開閉できる、スマートなデザインの助手席クリーンボックス。着脱式でゴミ捨ても容易です。

消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）
¥6,480
シートベルト切断カッターとドアウインドゥ破砕ハンマーが一体化され、緊急時の脱出もサポートする、2ステップで操作できる簡易消火具。
車内の特定の位置に装着しておける専用ホルダーで、いざという時あわてず使用できます。

ジュニアシート（ユニバーサル）
¥34,560 
15～36kgぐらいまで成長したお子様にも対応。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。

チャイルドシート（ユニバーサル）
¥38,880 
体重18kgぐらいまで使用可能。側面衝突にも配慮した形状で、後向き装着時に使う乳児用のクッションも付属しています。

ISO FIXチャイルドシート（サポートレッグ）
¥84,240 
テザーベルトを使わず、簡単にチャイルドシートを前向き/後向き装着でき、
前方への沈み込みを抑えるサポートレッグ付ベースシートを採用。
乳児もしっかりホールドするクッションも付属し、体重18kgぐらいまでのお子様に対応します。
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PASSENGERS ARTICLE

レガシィとすごす歓びを分かちあう、大切な人たちのために。
木目調またはピアノブラック調のパネル類は、インテリアパッケージでも購入可。キャビン全周を
標準装備インパネとコーディネイトできます。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は、
最新のサポートレッグ付 ISO FIXと、ジュニアサイズも用意したユニバーサルが選べます。

インテリアパッケージ（ピアノブラック調/木目調）
¥75,600（単品合計価格は ¥81,000）
インナードアパネルセット①・コンソールパネルセット②・リヤカップホルダーパネル③のパッケージ（ピアノブラック調/木目調）

ページ全体を写してください。
［ISO FIXチャイルドシート着脱シーン］
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純正らしく細部までゆき届いた、
乗る人すべてのためのホスピタリティ。
いつでも快適温度で乗車でき、安心して降車できる、
標準装備アクセスキーを利用した
ウェルカムパッケージも、純正ならではのツールです。
　
ウェルカムパッケージ
¥45,360（単品合計価格は¥46,440）
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）⑦・
ドアミラーオートシステム⑨のパッケージ。

オールウェザーシートカバー
フロント一脚分¥12,420/リヤ¥20,520
濡れたウェアを着たまま移動でき、サーフィンや釣りのラン&ガンにも最適な
撥水シートカバー。運転席、後席など必要なシートだけ購入できるのもメリット。
オールウェザーパッケージ【p6】でも購入可。

 
トランクマット
¥14,040 
上質なカーペット地のトランクマット。車両本体が荷物で傷つくのも防ぎます。
LEGACYエンブレム付。

 
トレーマット
¥16,740 
アウトドアやマリンスポーツはもちろん、靴についた雪が車内でとける雪国でも
必須のアイテム。運転席・助手席はカーペットマット同様ずれにくい2点留めです。
他のマット類と重ねての使用は不可。

 
パートナーズカバー
¥20,520 
ドアトリムや前席背面、愛犬が乗り込む際のサイドシルも保護。
後席左に乗車して愛犬とすごせるようレイアウトする事もでき、
エアコンの効きも妨げない前後席間のメッシュも装備しています。
ISO FIXチャイルドシート、後席アームレストと同時使用不可。

ハーフカバー
¥17,820 
髪がかかる部分をカバーし、着脱やクリーニングもしやすい
オーソドックスなハーフカバー。

 
ドアエッジモール
¥3,456（ドア2枚分・1台分は2セット必要）
ドア開閉時にドアエッジをガードし、隣のクルマも傷付けにくい樹脂モール。
ボディカラーにもあわせやすい8色を用意（ボディ同色やメッキではありません）。 

キーレスアクセスアップグレード
¥29,160 
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。いつでも
快適に乗車できる近距離エンジンスターター。 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。ウェルカムパッケージでも購入可。
 

リモコンエンジンスターター
¥72,360 
外に停めてあるクルマのエンジン&エアコンをリモコンで始動しておけば、
炎天下や寒空でも乗車時には快適温度に。車両のキーレスアクセスや
防犯/安全機能も活かせる、純正ならではの安心便利アイテムです。
 
ドアミラーオートシステム
¥17,280 
ドアミラーで後方確認しながら降車し、外からドアロックするとミラーを格納。
キーレスの作動確認にもなる人気アイテムです。
ウェルカムパッケージでも購入可。
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PASSENGERS ARTICLE +
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front seat rear seat
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写真の標準装備アクセスキーは
商品に含まれません。

●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。

ページ全体を写してください。
［ドアミラーオートシステム使用シーン］
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 PACKAGE  30-31★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 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）。

SELECT FOR LEGACY LIFE 

純正ならではのクオリティとフィッティング、そしてレガシィドライバーのライフスタイルを知りつくしたセレクト。
これから始まる、新しいレガシィライフをサポートさせて頂くために。
ご要望の多い組み合わせを、ディーラーOPパッケージとしてご提供しています。

エクステリアパッケージ（アウトバック） ¥100,440 （単品合計価格は¥108,000 ）
ボディサイドモールディング・ カーゴステップパネル（樹脂）・ホイールアーチトリム【p9】 

オールウェザーパッケージ ¥59,400 （単品合計価格は¥62,640）
オールウェザーカーゴカバー・オールウェザーシートカバー（全席分）【p29】

エクステリアパッケージ（B4） ¥149,040 （単品合計価格は¥164,160）
フロントグリル・リヤバンパースカート・STIフロントアンダースポイラー【p16】

STIパッケージ ¥263,520 （単品合計価格は¥327,240）
STIフロントアンダースポイラー・STIフレキシブルドロータワーバー・STI 18インチアルミホイール・STIシフトノブ（CVT）

インテリアパッケージ（ピアノブラック調） ¥75,600 （単品合計価格は¥81,000）
インナードアパネルセット・コンソールパネルセット・リヤカップホルダーパネル

インテリアパッケージ（木目調） ¥75,600 （単品合計価格は¥81,000）
インナードアパネルセット・コンソールパネルセット・リヤカップホルダーパネル

イルミネーションパッケージ ¥84,240★ （単品合計価格は¥90,720★）
LEDフォグランプ・フットランプ・センターコンソールイルミネーション

ウェルカムパッケージ ¥45,360 （単品合計価格は¥46,440）
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）・ドアミラーオートシステム

ウィンターブレードパッケージ アウトバック ¥11,340 / B4 ¥14,040 （単品合計価格は ¥11,988 /  ¥14,688）
ウィンターブレード運転席・助手席・リヤ
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　item  32-33

SAA ITEMDRIVE RECORDER

見ているだけで楽しい、欲しかった物が見つかる。
スバルを知りつくした高機能カーライフ・アイテム“SAA”。

確実な記録を追求した、信頼の純正ドライブレコーダー。

www.e-SAA.co.jp
掲載商品の他にも豊富に取り揃えています。ホーム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。■THULE商品の取り扱いは国内総代理店の（株）阿部商会。保証期間についてはTHULE社の基準が適用となります。
※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。
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。

インテリアＬＥＤセット　
￥21,924（B4は ￥18,576）（工賃別）
SAA3050360（B4は SAA3050361）
       

標準装備の電球をLEDバルブに交換する、
明るくバッテリー消費も少ない室内灯。
①②③④（B4はラゲッジランプ用を除く①②③）のセットで、
単品で購入するよりお得な価格設定です。
共着不可品等は各構成アイテムをご覧ください。〉

LEDルームバルブ（スポットランプ用）
￥6,653/左右2個（工賃別）　SAA3050362×2個

マルチLEDルームバルブ（ルームランプ用） 
￥7,020/1個（工賃別）　SAA3050270
8連LEDタイプ。
プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。

LEDウエッジバルブ（カーテシランプ用） 
￥7,085/左右2個（工賃別）　SAA3050296×2個

LEDウエッジバルブ（ラゲッジランプ用） 
￥3,542/1個（工賃別）　SAA3050296　〈B4を除く〉

プラズマクラスター搭載LEDルームランプ　
￥20,412　SAA3250370
スリムなボディにLEDルームランプと
プラズマクラスターを一体化。
ウイルスやアレル物質を分解・除去し、
キャビンを明るく爽やかにします。
電波干渉で電子キーを認識しない場合があるため、
車両電子キーは30cm以上離してご使用ください。
マルチLEDルームバルブ（ルームランプ用）と共着不可。

プロテクションフィルム　
￥5,940／1台分　SAA3320020
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。

LEDフォグランプバルブ（クリア）　
¥19,764/2個入（工賃別）　SAA3050353
フォグランプを手軽にLED化でき、
被視認性も向上する高輝度LEDバルブ。
＊アイドリングストップからの再始動時に一瞬消灯する場合があります。

セーフティサポートキット 　￥6,264　 SAA1020005
エマージェンシーサポートキット 　￥19,224　 SAA1020010
緊急停車時に最低限必要な三角停止表示板、
LEDの信号灯とライト、蛍光ベスト、レインコートを
コンパクトにまとめたセーフティサポートキット。
さらにエマージェンシーサポートキットは車外脱出用
シートベルトカッター&ガラスハンマー、バッテリー接続ケーブル、
牽引ロープ、輪留め、ゴム手袋も装備。いずれも専用収納バッグで
車載しておけて、万一の事故・故障も安心です。

17インチアルミホイール（シルバー/ブラック&切削光輝）
＊価格は販売店にお問い合わせください
SAA3102610 / SAA3102710 　
18インチホイール車にも装着でき、
スタッドレスタイヤをスタイリッシュに履きこなすのに最適。
スマートなシルバー塗装と、クールなブラック&切削光輝が選べます。
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クリアフィルム
（1台分4枚セット）

写真は
エマージェンシー
サポートキット

各写真はイメージ（旧型車・他車種写真含む）

05

レガシィの休日を豊かに。
名門THULEが用意した
ルーフキャリア・ラインナップ。

レガシィアウトバック/B4用キャリアベース
（ウイングバー）と、エアロルーフボックスをはじめ
多彩なアタッチメントを用意しています。
詳しくは、THULE店頭パンフレットをご覧ください。

万一の事故記録だけでなく、車載カメラ感覚で愉しめて、SNSや動画サイトへのアップもかんたん。
アイサイト車の安心感もさらにアップグレードするドライブレコーダーが、クルマの新しい愉しみ方も提案します。

気持ちのいいワインディングから、カメラが間に合わない
通りすがりの出来事まで。迫真の車載カメラ映像で愉しめます。

microSDカード対応のスマホやタブレットでその場で観たり、
SNSや動画サイトへのアップも容易です。

夜間映像やLED信号機などもしっかり捉え、GPSとGoogle
マップ連動Windows PCビュワーで、走行軌跡もしっかり確認。

仕様一覧 SUBARU純正ドライブレコーダー SAA（スバル用品製）ドライブレコーダー
寸法

C-MOSイメージセンサー（カメラ）

画角 / 画素数

フレームレート（動画1秒あたりフレーム数）

本体カメラ一体型：W84×H40×D30mm

1/2.9インチ（約6.23mm）

水平約108°垂直約66°/ 約200万画素

24fps（LED信号対応）

本体：W70×H113×D22.5mm / カメラ：W26×H26×D40mm

1/2.7インチ（約6.67mm・明暗変化対応HDR合成）

水平約110°垂直約70°/ 約100万画素

28fps（LED信号対応）

高画質 / 標準 / 長時間（付属4GBカードで最大約100 / 150 / 200分録画）

1280×720（HD）

MP4ファイル（H.264＋AAC）

● GoogleEarth対応

●

● 検知前12秒～検知後8秒

無し（常時記録 / イベント記録から追ってパソコン等で抜粋保存）

●

●

●

画質モード

画像サイズ

記録フォーマット

Windows PCビュワー
（GPS・Gセンサー・Googleマップ対応）

常時記録（古いファイルから上書き消去）

イベント記録（衝撃検知前後の映像を保護）

手動記録

音声録音（車内会話等・本体OFFスイッチ付）

電源バックアップ（スーパーキャパシタ）

動作状況を知らせるLED&ブザー機能

4GB（最大約200分録画）高耐久pSLC規格
＊別売4GBカード¥5,400［¥5,000］H0013VA001

（最大約400分録画の8GBカードは¥7,560［¥7,000］H0013VA002）に交換可

8GB（常時記録約70分）
＊取扱説明書で指定の市販32GBカード
（常時記録約310分）まで使用可

高画質（付属8GBカードで常時記録約70分録画）

1920x1080（フルHD）

AVIファイル（H.264）

●

●

● 検知前10秒～検知後30秒

●

●

●

●

microSDカード同梱
（SDカードアダプター付属） 

※イメージ画像は純正ドライブレコーダー。

★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 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）。

車載カメラ
として愉しむ。

もちろん
万一の

事故記録も。

SNSや
動画サイト
にもアップ。

もちろん

事故記録も。

※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。※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。

■ お手頃な本体/カメラ一体式。　　　　　　　　　　　　　　
■ エンターテイメント性も意識した、約200万画素フルHDの美麗画質。

■ 残したいシーンをその場で保存。手動記録も可能。　
■ microSD対応スマートフォン等での動画再生に加え、Googleマップ連動Windows PCビュワーも使用可能。

＊ナビと接続不可。 ＊車内会話も録音可（OFFスイッチ付）。 ＊サンバイザー使用時は干渉します。
◆SAA保証は1年間か走行2万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。

■SAA（スバル用品製）ドライブレコーダー 
¥29,430★ SAA3060330
★のれんわけハーネスV ¥2,160 H0077AL000 が
　車両1台につき1点必要【ページ下参照】

＊写真のPCビュワーの使用にはWindows PCが必要です。
＊インナーミラーが画面端に入ります。

前方カメラ面
操作面

エンタメ志向のお手頃高画質ドライブレコーダーも選べます。

＊ナビと接続不可。　＊手動記録は不可（常時記録/イベント記録から追ってパソコン等で抜粋保存は可）。
＊車内会話も録音可（OFFスイッチ付）。 ＊本体はコンソールボックス内に装着。

■SUBARU純正ドライブレコーダー
¥57,564＊ 　H0013VA000＋ブラケットセット H0013AL000
〈センターコンソールイルミネーション、パワーコンセントと共着不可〉 
＊ディーラーOPナビ/オーディオ非装着車は
ETC接続コードA ¥2,160 H0077YA130 
 （メーカーOPナビ車はETC接続コードB ¥1,620 H0077YA140）
が別途必要。
＊写真のPCビュワーの使用には
Windows PCが必要です。

写真は他車種

写真は他車種

■ 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も安心。露出の異なる2種類の映像データをHDR合成。
■ 前方視界にも配慮した小型カメラ別体式。
■ ノイズや温度変化への対策を徹底した本体設計。
■ 繰り返し記録も安心。厳しい環境での動作が求められる産業用pSLC規格の高耐久microSDカードを採用。
■ 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。
■ microSD対応スマートフォン等での動画再生に加え、Googleマップ と Google Earthにも連動するWindows PCビュワー。

●SUBARU純正保証：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のいずれかを超えるまでとなります。
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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。詳しくはホームページをご覧ください。　item  34-35

www.subaruonline.jp

SUBARU ONLINE-SHOP

スバリスト必見のメールマガジンや 購入履歴の閲覧など、
会員限定サービスを年会費無料で！

［スバル・オンラインショップ］会員募集中

SUBARU ONLINE SHOPページの新商品アイデア投稿フォームから、

あなたが作って欲しいアイデアグッズを投稿できます。

気になるオリジナルグッズを、手軽にオンラインで。

SUBARUのある生活を、もっと愉しむ。 モータースポーツマインドが、毎日を彩る。

アウトドア&スポーツ

a

d

b

e

c

f

a

d

b

e

c

f

a.

ステッカー

ライフスタイル

ウェア

パーコレーター

ストレーナーに粗挽きコーヒー豆を、ケトルに水を

入れて火にかけるだけ。レギュラーガソリンも使える

ガソリンストーブボトルセットと一緒に積んでおけば、

ドライブ先で気軽にコーヒーブレイクが愉しめます。

SUBARUオリジナルステッカー

SUBARUオフィシャルロゴの塩ビ製ステッカーは、身の

回りの小物はもちろん、クルマの外装デコレートにも

耐える粘着性を確保しています。

チタン製 / 陶製マグカップ

軽量・高強度でサビにくく、抗菌効果もあるチタン製は、

アウトドアユースにぴったり。陶製は陶磁器ブランド

「NARUMI」の技術を生かした美濃焼で、ご自宅や

オフィスでの使用に最適です。

Hotmanじんべい（ブルー/ピンク）

100％国産の安心、安全なタオルを作り続けるHotman

とコラボレート。夏にもちょうどいい甚平スタイルの

ベビーグッズは、デリケートな赤ちゃんの肌を考えた

綿100％生地を採用しています。

ドライビングシューズ SUBARUバージョン

最新製革技術による国産ネグローニレザーと、イタリアの

名門SCIARADA社のネイビースエードをコンポジットし、

タン&ヒールにSUBARUロゴを刻印。ドライビング以外の

シーンでも、上質なデザインと使用感を提供します。

メーターTシャツ

SUBARU of Americaが北米で販売する人気アイテム

を厳選。国産とはまた違う味わいの、アメリカらしい

ユーモアの効いたデザインも魅力です。アメリカンサイズ

なので大柄な方にも最適。
※輸入品のため在庫切れの際はご容赦ください。

ガソリンストーブ 
ボトルセット（別売）

あなたの「あったらいいな」を聞かせてください。

ファッション

海外アイテム

b . c .

d . e . f .

ライフスタイルa.

ライフスタイル

カーアクセサリー

ライフスタイル

ドライビングシューズ STIバージョン

チェリーレッドのネグローニレザーにイタリア・キオ

リーノ社のカーボンレザーを組み合わせ、サイド

エンブレムはコーテッドカーボンプリプレグ素材を

採用。STIらしい鮮やかな色使いも魅力です。

タンナーコットントートバッグ

牛革とタンナーコットンのシックな外観から垣間見える、

チェリーレッドの内張りがスタイリッシュなトートバック。

シーンやジェンダーを問わず、カジュアルユースから

A4ノートPCキャリーまで使えます。

STI ドライビンググローブ

鞣し、裁断、縫製、仕上げまで、国産ハンドメイドの丹念

な造り込みが味わえるCACAZAN製鹿革グローブ。

レコードラインを狙いすます繊細なステアリングワー

クに、確かなフィッティングとグリップ感で応えます。

シューホーンキーホルダー

STIドライビングシューズと同じ、ネグローニレザーと

カーボンレザーの本革二種を貼り合わせた靴べらキー

ホルダー。オーソドックスに見えるデザインの中に、

革職人の造りこみと意外な機能性が潜む小粋な一品です。

STIドライビングサングラス lens by talex

変化の激しいドライビング中の外光に対応するTALEX

偏光レンズは、ニュルブルクリンクのS字コーナーを

イメージしたフレームにマウントされ、眼鏡づくりの街

「鯖江」で加工。安定したフィット感も実現します。

ステアリングカバー付きサンシェード

陽射しの強い季節も安心して屋外駐車できる、表面

シルバー/裏面ブラックのサンシェード。収納ケースは

ステアリングカバーを兼ねていて、室温上昇だけでなく

ステアリングの過熱も防ぎます。

サングラス

カーアクセサリー

b . c .

d . e . f .
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