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ACCESSORIES

撮影小物は商品に含まれません。

02  03

写真はLimited　主な装着アイテム：アクセサリーランプ、エクステリアパッケージ、デカールパッケージ、フューエルリッドガーニッシュ、ドアミラーカバー、ドアバイザー（光輝モール付）、

ボディサイドモールディング、アルミホイール18インチ 切削光輝、LEDフォグランプ（クリア/イエロー切替）、カラードナンバープレートベース、THULE ルーフボックス

写真はX-BREAK　主な装着アイテム：リヤバンパーガード、リヤゲートモールディング マット、リヤゲートガード、カーゴステップパネル 樹脂、

ドアスカッフプロテクター、ドアバイザー（光輝モール付）、アルミホイール18インチ マットブラック、THULE ルーフバスケット



■フロントバンパーガード　¥27,060
［¥21,000＋□¥3,600］ E5517AN010
●グレーメタリック塗装（純正アクセサリー専用色）。
●樹脂製。
●標準品と同形状。
※ラフロード用プロテクターではありません。

■の商品はパッケージ/ベースキットでも購入できます【p22-23】。
※レガシィ アウトバックのフロントバンパー裏、フロントドア内にはそれぞれ、歩行者保護エアバッグ、カーテンエアバッグの各センサーが装着されています。

これらセンサーの誤検知等の恐れがあるため、フロントバンパー周辺、フロントドア内に装着されるスピーカー等は、純正指定部品以外を装着しないでください。詳しくはSUBARU販売店にお問い合わせください。

■フロントグリル　¥64,900 
［¥55,000 ＋□¥4,000］ J1017AN100
●グレーメタリック/ラギッドメタリック塗装（純正アクセサリー専用色）。
●樹脂製。

■リヤバンパーガード　¥27,060
［¥21,000＋□¥3,600］ E5517AN020
●グレーメタリック塗装（純正アクセサリー専用色）。
●樹脂製。 
●標準品と同形状。
※ラフロード用プロテクターではありません。

□アルミホイール 18インチ　¥194,260
［¥39,750＋□¥4,400］×4本　
切削光輝：B3118AN000×4本、マットブラック：B3118AN010×4本
●センターキャップ、エアバルブ付。　
●標準工賃には標準タイヤ脱着料金も含まれます。　

■ホイールロックセット　¥7,920
［¥6,000＋□¥1,200］ B3277YA001
●1台分ロックナット4個、キー、キーポーチのセット。
●マックガード社製。

□エクステリアパッケージ　¥103,620 ［■フロントグリル ■フロント/リヤバンパーガード］

ヘッドライトからのキャラクターラインも活かした、立体感のあるフロントグリル。
グリル前面の縦ラインとフロント/リヤバンパーガードにはグレーメタリック、グリル奥にはラギッドメタリックの２つの純正アクセサリー専用色を採用し、
落ち着いた光沢の上質なコーディネイトで、アウトバックらしい存在感を演出します。

04  05表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

EXTERIOR

EXTERIOR PACKAGE

写真はX-BREAK

主な装着アイテム：アクセサリーランプ、エクステリアパッケージ、デカールパッケージ、

ドアミラーカバー、ドアバイザー（光輝モール付）、ボディサイドモールディング、アルミホイール18インチ マットブラック、

LED フォグランプ（クリア/イエロー切替）、カラードナンバープレートベース、THULE ルーフバスケット。



■ドアバイザー（光輝モール付）　¥35,200
［¥30,000＋□¥2,000］ F0017AN000

□ドアミラーカバー　¥30,580
［¥25,000＋□¥2,800］ J9117AN000
●ブラックメッキ（光の加減や映り込みにより見え方が異なります）。

M7
オータムグリーン・メタリック

Q7
ブリリアントブロンズ・メタリッククリムゾンレッド・パール

T5TQ
アイスシルバー・メタリッククリスタルホワイト・パール

W6
マグネタイトグレー・メタリック

M3
ストームグレー・メタリック

L1
サファイアブルー・パール

G8V2
クリスタルブラック・シリカ

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

□ボディサイドモールディング　¥22,880
［¥18,000＋□¥2,800］ J1017FL710##
●ボディ同色。

■の商品はパッケージ/ベースキットでも購入できます【p22-23】。
※レガシィ アウトバックのフロントバンパー裏、フロントドア内にはそれぞれ、歩行者保護エアバッグ、カーテンエアバッグの各センサーが装着されています。

これらセンサーの誤検知等の恐れがあるため、フロントバンパー周辺、フロントドア内に装着されるスピーカー等は、純正指定部品以外を装着しないでください。詳しくはSUBARU販売店にお問い合わせください。

■アクセサリーランプ　¥9,460
［¥7,000＋□¥1,600］ H4517AN200
●ライティングスイッチをAUTO にして昼間走行時に、前方のコの字型の部分を点灯。
　周囲の車両や人に注意をうながし安全走行をサポートします。
※デイタイムランニングランプではありません。 
※尾灯は点灯しません。 ※停車時のみヘッドランプのライティングスイッチで消灯できます。

□LEDフォグランプ（クリア/イエロー切替）　¥53,900
［¥45,000＋□¥4,000］ H4517FL100
●普段はスマートなクリアフォグ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。
※車両のフォグランプスイッチで操作（クリア/イエローの切替え含む）。 
※灯体ごと交換。 
※発光色は他の灯火類と異なります。

クリア点灯時 消灯時 イエロー点灯時

SAAシルバーコーティングウインカーバルブ リヤ
¥4,620 ［¥3,000＋□¥1,200］ SAA3050346
●スマートなシルバーバルブ。点灯時は通常のウインカー色で発光。
※発光色は他の灯火類と異なります。

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

シルバーコーティングバルブ標準バルブ

写真は消灯時

フロントリヤ

■スプラッシュボード　¥28,160
［¥24,000＋□¥1,600］ J1017AN200
●樹脂製シボ付。
●無塗装（車体下部の黒色部分と同色ではありません）。
＊装着部地上高がフロント/リヤ最大約6/8mm下がります。

■カラードナンバープレートベース　¥13,200 
［¥12,000］ J1017AN300##
〈字光式ナンバー使用不可〉
●１台分前後2枚セット。
●ボディ同色。

■ナンバープレートロック　
¥3,300 ［¥3,000］ J1077YA003
〈字光式ナンバー使用不可〉
●封印部除く3個&専用キー&レンチ。
●マックガード社製。

リヤフロント

06  07表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。



■フロントバンパーデカール ¥21,120 ［¥18,000＋□¥1,200］ J1217AN130
■ピラーデカール ¥9,680 ［¥8,000＋□¥800］ J1217AN170
■リヤゲートデカール ¥26,180 ［¥21,000＋□¥2,800］ J1217AN120 〈リヤゲートモールディングと共着不可〉

●ピラーデカールは左右セット。 
●ハイボスカル製マットブラック調。 ●OUTBACKロゴ入り。

□フューエルリッドガーニッシュ　¥20,680
［¥18,000＋□¥800］ J1217AN300
●電鋳ニッケル製マットブラック塗装。

□リヤゲートモールディング マット　¥20,680
［¥18,000＋□¥800］ J3117AN000
〈リヤゲートデカールと共着不可〉
●樹脂製マットブラック塗装。

□リヤゲートガード　¥23,320 
［¥20,000＋□¥1,200］ J3117AN100
●EPDMゴム製。

■の商品はパッケージ/ベースキットでも購入できます【p22-23】。

08  09表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

写真はLimited

主な装着アイテム：リヤバンパーガード、デカールパッケージ、フューエルリッドガーニッシュ、

リヤゲートガード、カーゴステップパネル ステンレス、ボディサイドモールディング、ドアバイザー（光輝モール付）、

カラードナンバープレートベース、アルミホイール18インチ 切削光輝。

□デカールパッケージ　¥51,480 ［■フロントバンパー/ピラー/リヤゲートデカール］

OUTBACK ロゴを刻んだマットブラックのアクセントを、ボディ全周にレイアウト。
よりラギッドに、アウトバックの個性を際立たせます。

フューエルリッドガーニッシュとのコーディネイトもおすすめです。

DECAL PACKAGE



■カーゴトレーマット　¥20,240
［¥18,000＋□¥400］ J5017AN300
〈カーゴマット、カーゴサイクルキャリアと共着不可〉 
●樹脂製。

■サイドウォールカバー　¥11,440 
［¥10,000＋□¥400］ J5017AN000
●撥水素材（完全防水ではありません）。 
●ホイールハウス部に装着。 
●左右2枚セット。

■カーゴステップパネル ステンレス　¥15,180
［¥13,000＋□¥800］ E7717AN000

■カーゴステップパネル 樹脂　¥12,980
［¥11,000＋□¥800］ E7717AN010
●無塗装。

□カーゴステップカバー　¥11,440 
［¥10,000＋□¥400］ E1017AL000
※使用時はカーゴフロアボードが若干持ち上がります。

□カーゴマット　¥19,800 
［¥18,000］ J5017AN200
〈カーゴサイクルキャリア、カーゴトレーマットと共着不可〉
●キャビンやカーゴルームを快適に保つ消臭抗菌加工。

■の商品はパッケージ/ベースキットでも購入できます【p22-23】。

10  11表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

CARGO
□ユーティリティパッケージ　ステンレス ¥67,100 / 樹脂 ¥66,000 ［■カーゴトレーマット ■サイドウォールカバー ■カーゴステップパネル ステンレス/樹脂 ■リヤゲートライト【p12】］

水や砂、雪の付いたウェアやツールをカーゴルームに放り込むことも多い、サーフィンやスキー、釣り等に、頼れるユーティリティパッケージ。
カーゴトレーマットは継ぎ目部分の防水性や各部の脱着性も向上し、サイドウォールカバーは汚れやすいホイールハウスに柔軟にフィット。掃除もしやすくカーゴルームの清潔さを保ちます。
大光量リヤゲートライト【p12】が夜の積み降ろしや荷室に腰かけての作業もサポート。カーゴステップパネルは定番のステンレスのほか、バンパーエッジまでカバーする樹脂も選べ、サーフボードや釣り竿を立てかけたり、自転車の積み込みにも便利。
カーゴトレーマットの縦のラインと連続性のあるデザインで、リヤゲート開放時のスタイリングも向上しています。

UTILITY PACKAGE写真はX-BREAK　

主な装着アイテム：ユーティリティパッケージ 樹脂、

オールウェザーシートカバー、リヤバンパーガード。

撮影小物は商品に含まれません。



□後席用ステップガード　¥10,670 
［¥8,500＋□¥1,200］ J1017AN400
●滑りにくい素材のリヤドアステップ保護ラバー。お子様やお年寄りが乗ることも多い後席の乗降をサポートし、
　洗車時やルーフキャリア積み降ろし時にも安心です。
●後席左右2枚セット。
●EPDMゴム製。

□カーゴボックス　¥12,650
［¥11,500］ J1317FL400 
〈カーゴサイクルキャリアと共着不可〉
●ベルト・保冷バッグ付。 
●約915×340×180mm（シートバック側のみ高さ225mm）。

□カーゴサイクルキャリア　¥25,410 
［¥22,700＋□¥400］ L0017AN100
〈カーゴマット、カーゴトレーマット、カーゴボックスと共着不可〉
◆注意事項はページ下。

□車中泊マット　¥36,850 
［¥33,500］ R0017AN000
●180×50×4cm 低反発ウレタンマット。 
●両端のピースの片方は取り外して長さ調整が可能。もう片方は前席背面の隙間に垂れ下がりにくい樹脂プレート入り。 
●2つ買い揃えて同時使用も可。 ●持ち運びしやすい収納バッグ（30×50×24cm）付。 
※走行中は使用不可。

■リヤゲートライト　¥27,940
［¥23,000＋□¥2,400］ H4617AN000
●リヤゲート連動（リヤゲート左側面にON/OFFスイッチ付）。 
●ホワイトLED。
※車両のカーゴルームランプスイッチとは連動しません。
※発光色は他の灯火類と異なります。

収納時

撮影小物は商品に含まれません。

釣りやサーフィン、登山口での夜明け待ちや、長距離ツーリング中の仮眠など、多彩な用途を秘めた車中泊マット。
スーリーのルーフボックスを組み合わせれば、車中泊マットがカーゴを塞いでいても、荷物を濡らさず積めてロックも掛けられ、”寝室”に置きたくない汚れ物なども入れておけます。

滑りにくい素材の後席用ステップガードを使えば、ルーフキャリア類からの積み降ろしも安心。
アウトバックをもっと使いこなして、あなたのレジャースタイルを広げる、アクティブライフを知り尽くしたSUBARUからのご提案です。

【 THULE店頭パンフレット ▶ www.e-saa.co.jp 】

■の商品はパッケージ/ベースキットでも購入できます【p22-23】。◆カーゴサイクルキャリアの注意事項：●搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで660mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24～28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります（数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります）。
●前輪の取外しとタイダウンが必要です。サドルの取外しが必要な場合があります。

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。 12  13

写真はLimited

主な装着アイテム：リヤゲートライト、車中泊マット、カーゴマット、

後席用ステップガード、リヤゲートガード、カーゴステップパネル ステンレス、リヤバンパーガード、

アルミホイール18インチ 切削光輝、THULE ルーフボックス。 撮影小物は商品に含まれません。



オールウェザーシートカバー
□フロント2席分 ¥21,780 ［¥19,000＋□¥800］ F4117AN200
□リヤ2席分 ¥21,120 ［¥18,000＋□¥1,200］ F4117AN210
〈リヤは後席アームレスト使用不可〉

■シートベルトプロテクター　¥10,120 
［¥8,000＋□¥1,200］ J1217AN200
●前席乗降時にシートベルトバックルをぶつけやすいBピラーに装着するプロテクター。
●前席左右2枚セット。 ●カーボン調。

□プロテクターパッケージ　¥26,400 ［■シートベルトプロテクター ■ドアスカッフプロテクター］

前席の乗り降りで傷つけやすい所に、内装のアクセントにもなるカーボン調プロテクターをレイアウト。
シートベルト着脱時にバックルをぶつけやすいBピラーと、靴をぶつけやすい前席ドア下トリムを、さりげなくガードします。
お子様やお年寄りが乗ることの多い後席には、滑りにくい素材の後席用ステップガード【p12】も追加すればさらに安心。
アクティブライフから毎日のカーライフまで、純正アクセサリーらしい気くばりでしっかりアシストします。

□パートナーズカバー　¥20,900 
［¥19,000］ F4117AN000
〈チャイルドシート類、後席アームレストと同時使用不可〉

■ドアスカッフプロテクター　¥19,030 
［¥16,500＋□¥800］ J1217AN250
●前席乗降時に靴をぶつけやすいドアトリム下部に装着するプロテクター。
●前席左右2枚セット。 ●カーボン調。

■の商品はパッケージ/ベースキットでも購入できます【p22-23】。

●後席で愛犬と同乗も可能。撮影小物は商品に含まれません。

●前席背面、左右ドアトリム、
ペット乗降時のサイドシルもカバー。

●エアコンの効きを妨げない前後席間メッシュ付。

14  15表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

INTERIOR

写真はX-BREAK　

主な装着アイテム：プロテクターパッケージ、

オールウェザーシートカバー フロント、

パートナーズカバー。

PROTECTOR PACKAGE

撮影小物は商品に含まれません。



□SAA カーテシランプバルブ　¥5,060
［¥1,900＋□¥400］×左右2個　SAA3050337×左右2個
●夜間の乗り降りで地面を照らす前席ドア下カーテシランプを、手軽にLED化できるバルブ交換タイプ。 
●ホワイトLED。
※発光色は他の灯火類と異なります。

□フットランプキット　¥31,240
［¥20,000＋□¥8,400］ H7017AN000
●ドア開閉、車幅灯と連動し点灯（車幅灯連動時は減光）。発光色の変化はありません。
●運転席/助手席2カ所に装着。 ●ホワイトLED。
※発光色は他の灯火類と異なります。

□SAA バニティミラーランプバルブセット　¥3,740
［¥3,000＋□¥400］ SAA3050390
●運転席&助手席バニティミラーランプのバルブのみLEDに交換。 ●ホワイトLED。
●左右2個セット。
※発光色は他の灯火類と異なります。

□ドリンクホルダーイルミネーションキット　¥38,060
［¥27,000＋□¥7,600］ H2017AN000
●車幅灯連動。 ●ホワイトLED。
※発光色は他の灯火類と異なります。

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

SAA アッシュトレー
□LEDタイプ ¥8,250 ［¥7,500］ SAA1060016
□ノーマルタイプ ¥1,650 ［¥1,500］ SAA1060015
●LEDタイプ（ブルーLED）は底面にがたつき防止マグネット付

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

□SAA シートバックポケット オレンジ　¥6,050
［¥5,500］ SAA1031510
●軽食テーブルやシートバックの保護にも。ティッシュボックス収納可。
※助手席背面に装着。
※安全のため硬い物や尖った物の収納は避けてください。走行中はテーブルを使用しないでください。

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

□フロアカーペット　¥38,940 
［¥35,000＋□¥400］ J5017AN110
〈他のマット類と重ねての使用不可〉
●5席分5枚。 
●キャビンを快適に保つ消臭抗菌加工。

□トレーマット　¥16,940 
［¥15,000＋□¥400］ J5017AN100
〈他のマット類と重ねての使用不可〉
●5席分5枚。 ●樹脂製。

LEDタイプ ノーマルタイプ 撮影小物は商品に含まれません。撮影車は他車種撮影車は他車種撮影車は他車種

撮影車は他車種。撮影小物は商品に含まれません。

16  17表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。



ドアエッジ4点

撮影車は他車種

□ETCキット　¥24,090＊
［¥12,900＋□¥2,800］ H0014FL200 
⊕ETCビルトインキット
   ［¥5,000＋□¥1,200］ H0017AN290
＊ETCのれんわけハーネス ¥1,100［¥1,000］ 
   H0017VC990が車両1台に1点必要
   （ドライブレコーダー2種と共用）。
〈単独装着用〉 ※ETC2.0ではありません。

□CD/DVDデッキ　¥59,840
［¥25,000＋□¥7,200］ H0011AN700 ⊕ CD/DVDデッキ取付けキット［¥11,000］ H0017AN700 
⊕ CD/DVD中継ハーネス［¥8,400＋□¥2,800］ 86273AN010
〈メーカーOPナビ装着車〉 ●12cmディスクのみ再生可 ●CD-DA/R/RW、DVD Video、DVD±R/±RW

□キーレスアクセスアップグレード　¥29,480
［¥18,000＋□¥8,800］ H0017VC551
●車両のアクセスキー（スペア含む2個）で、キーレスアクセスと同等距離からエンジン始動も可能になります。 
＊アクセスキーにエンジン始動/停止を確認する機能はありません。ドア等の誤解錠を避けるため車の見える場所
からご使用ください。 

□リモコンエンジンスターター　¥73,920
［¥58,000＋□¥9,200］ H0017VC501
●より遠距離から使用でき、始動/停止をメロディ&LEDで確認できるエンジンスタート専用リモコンもセット
（キーレスアクセスアップグレード機能もこの商品に含まれています）。 

□ドライブレコーダー　￥61,820＊
［¥42,000＋□¥11,200］ H0013VC300 ⊕ ドライブレコーダー取付キット［¥3,000］ H0013AN390
＊ETCのれんわけハーネス ¥1,100［¥1,000］ H0017VC990が車両1台に1点必要（ETCキット H0014FL200 と共用。
   ETC2.0車載器キット H0015VC230と共着時は不要）。

●アイサイト画像認識とドライブレコーダー録画の両方をまもる電磁ノイズ干渉対策。 ●本体microSD録画済みデータを、Wi-Fi対応スマートフォンでコードレス再生（録画中のWi-Fi再
生は不可）。 ●ビュアーは Windows PC用（前後方同時再生可能。Googleマップ連動。Google Earthにも対応）、iPhone用、Android用を無料 ダウンロード可。Windows PCと
microSD対応Androidスマートフォンはビュアーを使わず映像のみ再生も可。 ●スマートフォンビュアーでのストリーミング再生が可能。 ●駐車時の衝撃を検知し前方録画（約4秒後か
ら約20秒間、初期設定はOFF）。 ●細部まで鮮明な録画と、美しい映像。1920×1080フルHD画質。 ●改良型スーパーキャパシタ電源バックアップにより、車両からの電源が断たれても
最大約5秒の録画が可能。 ●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。 ●カメラの白飛びや黒潰れを軽減するWDR機能を搭載。
●ノイズや温度変化への対策を徹底した本体設計。 ●事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。 ●16GBのmicroSDカードを付属し、最大5時間の録画が可能（標準画
質モードの場合）。別売16GB/32GBカードもご用意。 ●エラー発生などの際にブザー音と音声案内で通知。 ＊ナビや車載モニター等での表示/再生不可（Wi-Fi/SD/microSD対応ナビ
も不可）。 ＊録音OFFにも設定可能/明瞭な音声記録は不可。

■本体:約67×103×23mm+カメラ:約36×43×46mm ■1/2.7インチ約200万画素C-MOSイメージセンサー ■画角:水平約122°/垂直約63° ■フレームレート28fps（LED信号
対応） ■画質モード:高画質/標準（付属16GBカードで最大約160/320分録画） ■MP4ファイル（H.264） ■常時録画（古いファイルから上書き消去）/走行中の衝撃検知 録画（衝撃検知
前約5秒～検知後約5秒の映像を保護）/手動録画（本体スイッチ）/駐車中の衝撃検知録画(衝撃検知の約4秒後から約20秒間・立体駐車場の揺れや車両バッテリー 不足による作動/不作
動があります） ■スーパーキャパシタ電源バックアップ（電源断以降最大5秒記録） ■動作状況を知らせるLED&音声通知機能

●エンジン始動後、車幅灯・尾灯が点灯します。車両の周囲が暗いとオートライト機能でヘッドランプが点灯したり、明るいとアクセサリーランプ（装着時）が点灯する場合があります。周囲を確認のうえ使用してください。
●作動中も車両のセキュリティシステムは有効。 ●作動中もキーレスアクセス使用可。 ●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。 ●エンジンの掛かりっぱなしを防ぐ時限停止機能（3分、5分、10分、15分から選択）。
＊アクセスキーは商品には含まれません。標準装備またはメーカーOPのアクセスキー（スペア含む2個）を使用します。 ＊エンジンが掛かっている状態ではキーレスアクセス作動範囲が狭くなる場合があります。 ◆注意事項はページ下。

キーレスアクセスアップグレード装着車に後日リモコンエンジンスターターを追加することもできます（アンテナセット ¥54,120 ［¥42,000＋□¥7,200］ H0017FL100 を追加）。

□ドアエッジモール　¥3,740
［¥2,200＋□¥1,200］ F0077YA00#
〈SAAプロテクションフィルム（ドアエッジ）と共着不可〉
●ドア4枚分。 ※ボディ同色やメッキではありません。
品番末尾の#はカラーコード（ホワイト：0、シルバー：1、ダークシルバー：2、ブラック：3、レッドマイカ：4、
ダークグリーン：5、ブルー：6、ダークブルー：7）。

SAA プロテクションフィルム
□ドアハンドル 4点 ¥6,600 ［¥4,000＋□¥2,000］ SAA3320020
□ドアエッジ 4点 ¥6,600 ［¥3,600＋□¥2,400］ SAA3340020
〈ドアエッジ4点はドアエッジモールと共着不可〉 ●乗り降りで傷付けやすいドアハンドル奥、ドアエッジをガード。
●車体の飛石ガードにも使われるウレタン素材。 ●ボディにフィットし見映えも損なわない軟質クリアフィルム。

□SAA フロントガラスクリアビューカバー　¥4,950
［¥4,500］ SAA3110010  ▶SUBARUオンラインショップ【p23】でも購入できます。

●フロントガラスから両脇の三角窓までカバーし、風雨・砂塵や積雪・霜からクリアな視界を守ります。 ●室温上昇や
内装劣化も抑止。 ●吸盤6個とウレタンパッド、さらにワイパーとフロントドアで挟んでしっかり固定し、積雪や防犯に
も配慮。 ●速乾性に優れたポリエステル製1,920×1,120mm。SUBARUロゴ付。

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA ◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

※Windows PCビュアー対応。 ※後方録画、ナビ接続には非対応。Wi-Fiスマホ接続前方録画のみ

□SAA ドライブレコーダー  ¥40,040 ［¥28,000＋□¥8,400］ SAA3060350
＊ETCのれんわけハーネス ¥1,100［¥1,000］ H0017VC990が車両1台に1点必要（ETCキット H0014FL200 と共用。
   ETC2.0車載器キット H0015VC230と共着時は不要）。

●300万画素の高画質。 ●逆光、対向車、トンネル出入口などの光量変化に配慮したHDR搭載（300万画素録画時除く）。 ●Windows PCビュ
アーではGoogle Earthで使用するデータを出力可能。 ●駐車時の衝撃も検知し録画。 ●microSDカード（8GB/常時記録約100分※MLC
規格）とSDカードアダプター付属。別売microSDカードは高耐久pSLC規格となります。 ＊録音OFFにも設定可能/明瞭な音声記録は不可。

■本体（カメラ一体型）：約79×23×48mm ■1/3インチ約300万画素C-MOSイメージセンサー ■画角：水平約117°/垂直約63° ■フレー
ムレート27fps（LED信号対応） ■画質モード：300万画素:2304×1296／FULL HD:1920×1080／HD:1280×720（付属8GBカード
で最大約50/70/100分録画） ■MP4ファイル（H.264＋AAC）  ■常時録画（古いファイルから上書き消去）/イベント記録（衝撃検知前約
12秒～検知後は15秒、30秒、1分から選択可能）/手動録画/駐車時録画（衝撃検知後10秒、20秒、30秒から選択可能・立体駐車場の揺れ
や車両バッテリー不足による作動/不作動があります） ■スーパーキャパシタ電源バックアップ  ■動作状況を知らせるLED&ブザー機能。

※Windows PCビュアー対応。 ※後方録画、ナビ接続、Wi-Fiスマートフォンビュアーには非対応。 ＊この商品はSAA3年6万㎞保証です。前方録画のみ

CARLIFE SUPPORT

マイクロSDカード   8GB（最大約100分録画） ¥7,700［¥7,000］
マイクロSDカード 16GB（最大約200分録画） ¥9,900［¥9,000］

H0019FL101

H0019FL102

●アイサイトとドライバーの視界を妨げない小型別体カメラ（フロント
ガラス助手席側ステレオカメラ横。本体はグローブボックス内）。

□ETC2.0車載器キット　¥37,400
［¥25,000＋□¥2,800］ H0015VC230
⊕ETCビルトインキット
［¥5,000＋□¥1,200］ H0017AN290
〈メーカーOPナビ連動用〉

撮影車は他車種 撮影車は他車種

※本体はインパネ運転席右下にビルトイン格納します。アンテナはフロントガラス上部に取付けます。  
※別途セットアップ、ＥＴＣカードの取得（クレジット会社との契約）が必要です。詳細は販売店にお問い
合わせください。 ※アイドリングストップ等でエンジンを再始動した際は、ETCカードが認証されている
事を確認のうえ料金所ETCゲートを走行してください。

車載器をインパネ運転席右下にスマートに格納でき、
盗難抑止にも効果的な開閉式ビルトインキット

写真は旧型車

■ドライブレコーダー各種の注意事項：※ドライブレコーダー内部のGセンサーにより衝撃を判定しますが、イベントファイルに移行できない場合があります。
※すべての状況において録画することを保証するものではありません。本機および車体の損傷や水没などで、記録機能が正常に作動しない場合があります。 ※LED灯火類は点滅したり光っていないように映ることがあります。また距離によってカメラの焦点が合わない場合があります。
※夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が変化します。 ※本機の故障、記録データの破損等によるあらゆる損害について、一切の責任を負いません。
※録画した映像を事故時の示談交渉や法的手続きに使用する場合、必ずしも直接的証拠としての効力を保証するものではありません。 ※記録した映像等は、プライバシーや著作権など法や条例に抵触しないようご使用ください。 ※Googleマップ およびGoogle Earth は、Google LLCの商標または登録商標です。

◆SUBARU純正保証対象外（SAA3年6万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

SAA

カメラ一体型本体をフロントガラス運転席側
ステレオカメラ横に装着

オ
プ
シ
ョ
ン

マイクロSDカード 16GB（最大約320分前方録画） ¥4,950［¥4,500］
マイクロSDカード 32GB（最大約640分前方録画） ¥7,700［¥7,000］

H0013VC350

H0013VC355

オ
プ
シ
ョ
ン

撮影車は他車種

Wi-F i

※適応機種は
https://viewer.mitacdigitech.com/
driverecorder/DR_Touch.htm 

をご覧ください。
タブレット端末はWi-Fi接続でのビュアー使用不可。

Wi-Fi接続ですぐ見られる、
iPhone/Androidビュアー。

□SAAクリーンエアフィルター プレミアム　¥6,050（工賃別）
［¥5,500（工賃別）］ SAA333010P
●臭いや花粉、微細粒子に敏感な方におすすめ。
※部品番号については、ご注文の際にSUBARU特約店にお問い合せください。

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA

フィルターの形状等は車種により異なります。

◆キーレスアクセスアップグレード/リモコンエンジンスターターの注意事項 ※通信距離は周囲の建物環境等により大きく影響を受けることがあります。 ※エンジン作動中はキーレスアクセス等の作動範囲が狭くなることがあります。
※本機使用によるエンジン始動時のエアコン動作モードは車種により異なります。詳細は販売店へお問い合わせください。

※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。

ドアハンドル4点

18  19表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。



□ボディカバー　¥23,100 
［¥21,000］ M0017AN000
〈システムキャリア類装着車は使用不可〉
●完全防水ではありません。
●ポリエステル製。
●日本防炎協会認定品。

□SAA ステアリングロック　¥12,100
［¥11,000］ SAA3230020
●付属キーでワンタッチ着脱でき、普段の乗降時も使いやすいステアリングロック。
●本革オレンジステッチ&SUBARUロゴ入りリフレクター付。

写真はテンポラリータイヤ装着時

撮影車は他車種 ※タイヤ等は商品に含まれません。

□スペアホイールキット　¥21,527 
［¥14,770＋□¥4,800］ B3118AN200
□テンポラリータイヤ　¥29,920
［¥27,200］ B3118AL215
●スペアタイヤをカーゴフロア下に収納。
●スペアホイールキットとテンポラリータイヤをセットで使用してください。
＊215/60R17。 ＊市販タイヤや別サイズのタイヤは使用できません。
＊応急用のため緊急時のみの使用となります。

□スプリングチェーン　¥38,500 
［¥35,000］ B3177AL021
●225/60R18タイヤ用。
※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ことがあります。
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

□消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付）　¥6,050
［¥5,500］ M0077YA050
●2ステップ操作の簡易消火具。 ●消火箇所を汚さないCO2消火。
●緊急脱出用シートベルト切断カッター&ドアウインドゥ破砕ハンマー一体型。
●車内の決まった場所にセットでき、いざという時に素早く取り出せる
　専用ホルダー付。

□SAA セーフティサポートキット　¥6,380 ［¥5,800］ SAA1020005
●事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。
■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）

□純正ボディカラーリペアフィルム　¥1,980
［¥1,800］ J3677Y0000##
●塗装面の小傷に貼るだけで、傷を隠し錆の予防効果も。全ボディカラーを揃えたリペアフィルム。
●タッチアップペイント等に不慣れな方でも、塗装面の凹凸が出にくく仕上がり安定。失敗しても、剥がして新しいフィルムで貼り直せます。
●90度曲げても塗装割れしにくい曲面対応設計（複雑な三次曲面には複数に切り分けたフィルムが必要な場合があります）。
●塗料に比べ、長期間の保存が可能。
※傷の大きさや深さによって隠せない場合や、見る角度によりフィルム端部が目立つ場合、貼り付け作業により気泡が入る場合、
　複雑なボディ曲線に対応できない場合、車両側塗装の経年変化等で色あいが異なって見える場合があります。

ウィンターブレード
□運転席 ¥6,600 ［¥6,000］ H6577FL000
□助手席 ¥2,860 ［¥2,600］ H6577SJ020
□リヤ ¥5,500 ［¥5,000］ H6577AG100
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

SAA アイサイト専用 撥水ワイパ－替えゴム
□運転席　¥2,134＊［¥1,540＋□¥400］ SAA302NW66　□助手席　¥1,892＊［¥1,320＋□¥400］ SAA302NW45

SAA アイサイト専用 撥水ウィンターブレード
□運転席　¥5,500＊［¥5,000］ SAA301NW65　□助手席　¥3,465＊［¥3,150］ SAA301NW42

＊アイサイト対応ウインドゥガラス撥水コートを施工した上での装着となります（単独使用不可）。施工料金等は販売店にお問い合わせください。

□SAA エマージェンシーサポートキット　¥19,580 ［¥17,800］ SAA1020010
●上記セーフティサポートキットに、車外脱出やバッテリー接続、牽引用のアイテムも追加。
■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

写真はエマージェンシーサポートキット。一部商品のデザインが変更される場合があります。

◆消耗品のため保証対象外。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。【p23参照】SAA
◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は
　車両保証対象外。【p23参照】

SAA

◆SUBARU純正保証対象外（SAA1年2万km保証）。直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。 【p23参照】SAA

□ISOFIX チャイルドシート　¥103,400
［¥94,000］ F4107YA410 
〈中央席除く後席のみ使用可。パートナーズカバーと同時使用不可〉
●側面衝突への対応を強化。i-Size対応SUBARU純正チャイルドシート。
●テザーベルト不要のサポートレッグベースシート。
●成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能
　（使用可能身長、体重、年齢は取扱説明書をご覧ください）。 

□ユニバーサル チャイルドシート　¥39,600
［¥36,000］ F4107YA310
〈パートナーズカバーと同時使用不可〉
●使用可能体重18kg（100cm/4歳）まで
　（成長にあわせて後向き装着や付属クッション使用が可能）。

□ユニバーサルジュニアシート　¥35,200
［¥32,000］ F4107YA350
〈パートナーズカバーと同時使用不可〉
●身長にあわせて頭部ガードを上げると、肩部ガードの幅/高さや身長表示ウインドゥも連動。 
●使用可能体重15kg（100cm/3歳）～36kg（150cm/12歳）まで。 

● アイサイト車に安心の専用ワイパーゴム。
●専用撥水ガラスコートとの組み合わせで、安定した撥水効果を実現。

●雪や霜のおりる季節にも頼もしいウィンターブレードも用意。
※写真は撥水ワイパー替えゴム装着時のイメージ画像です。撥水ウィンターブレードは、ワイパーブレード部一式での交換となり、形状が異なります。

あらかじめ使いやすくカットされたフィルムと
自由にカットして使えるフィルムの２枚セット（12×17cm）

M7
オータムグリーン・メタリック

Q7
ブリリアントブロンズ・メタリッククリムゾンレッド・パール

T5TQ
アイスシルバー・メタリッククリスタルホワイト・パール

W6
マグネタイトグレー・メタリック

M3
ストームグレー・メタリック

L1
サファイアブルー・パール

G8V2
クリスタルブラック・シリカ

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

20  21表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。



エクステリアパッケージ

デカールパッケージ

ユーティリティパッケージ

ステンレス

樹脂

通常価格 ¥119,020 ▶ パッケージ価格 ¥103,620

■フロントグリル　¥64,900 【p05】 ■フロントバンパーガード　¥27,060 【p05】

［¥83,000＋□¥11,200］ P0017AN900

通常価格 ¥56,980 ▶ パッケージ価格 ¥51,480
［¥42,000＋□¥4,800］ P0017AN901

■フロントバンパーデカール　¥21,120 【p08】 ■ピラーデカール　¥9,680 【p08】

通常価格 ¥74,800 ▶ パッケージ価格 ¥67,100

■カーゴトレーマット　¥20,240 【p11】 カーゴステップパネル　
■ステンレス　¥15,180　■樹脂　¥12,980 【p11】

■サイドウォールカバー　¥11,440 【p11】

［¥57,000＋□¥4,000］ P0017AN902

通常価格 ¥72,600 ▶ パッケージ価格 ¥66,000
［¥56,000＋□¥4,000］ P0017AN903

通常価格 ¥29,150 ▶ パッケージ価格 ¥26,400
［¥22,000＋□¥2,000］ P0017AN904

■シートベルトプロテクター　¥10,120 【p15】

■リヤバンパーガード ¥27,060 【p05】

■リヤゲートデカール　¥26,180 【p08】

■リヤゲートライト　¥27,940 【p12】

■ドアスカッフプロテクター　¥19,030 【p15】

プロテクターパッケージ

通常合計価格 品番キット価格

¥108,020

¥100,980

¥126,720

¥136,180

¥97,790

¥91,410

¥108,570

¥116,930

P0017AN000##

P0017AN001##

P0017AN002##

P0017AN003##

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

■

■

■

■

　

■

■

■

■

■

カラードナンバープレート
ベース ナンバープレートロック ホイールロックセット フロアカーペット スプラッシュボード ドアバイザー

（光輝モール付） アクセサリーランプ

Limited

X-BREAK

▶

▶

▶

▶

BASE KIT カーライフの基本アイテムが、スタイリッシュ&リーズナブルに揃う。　※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。 

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

表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋　標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。尚、新車装着時以外で装着する場合は、作業内容に応じ別途追加工賃がかかる場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2021年10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。 ●各AVメディアはデータ形式・バージョンや著作権ガードにより使用できない場合があります。 ●iPhone対応機能は種類や世代によって使用できない場合があります。 ●ThuleはThule Groupの登録商標です。 ●VICSは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの商標です。
●iPod、iPhone、Apple CarPlayは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 ●SD/SDHC/SDXCメモリーカードはSDアソシエーションの登録商標です。 ●「Android」「Android Auto」はGoogle LLCの商標または登録商標です。 ●記載のデータは測定条件等により異なる場合があります。 ●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
●写真のナンバープレートはすべて合成です。 ●撮影用の小物は商品には含まれません。 ●掲載のイラストやハメコミ画面はイメージです。 ●商品の取付けはSUBARU特約店、またはSUBARU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。

※レガシィ アウトバックのフロントバンパー裏、フロントドア内にはそれぞれ、歩行者保護エアバッグ、カーテンエアバッグの各センサーが装着されています。これらセンサーの誤検知等の恐れがある
ため、フロントバンパー周辺、フロントドア内に装着されるスピーカー等は、純正指定部品以外を装着しないでください。詳しくはSUBARU販売店にお問い合わせください。

＊SUBARUオンラインショップ取扱い商品は通常のアクセサリーカタログ商品とは注文方法が異なりますのでご注意ください。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。SUBARU純正保証や車両クレーム保証は対象外。品番、ラインナップ等、詳しくはSUBARUオンラインショップ公式サイトをご覧ください。

SUBARUオンラインショップ
ユニークなSUBARU/STIオリジナルグッズが続々登場！

www.subaruonline.jp

■カラードナンバープレートベース ¥13,200 【p06】

■ナンバープレートロック ¥3,300 【p06】

■フロアカーペット 
¥38,940 【p16】

■スプラッシュボード 
¥28,160 【p07】

■ホイールロックセット 
¥7,920 【p05】

ベースキット

◆SAAの記載がある商品は、SUBARU AUTO ACCESSORIES（スバル用品株式会社）製商品の略称。SUBARU純正アイテムとは保証が異なり、1年間か走行
2万キロのいずれかを超えるまでとなります（一部商品を除く）。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。

［税抜内訳］

［¥83,700＋□¥5,200］

［¥78,300＋□¥4,800］

［¥93,500＋□¥5,200］

［¥99,500＋□¥6,800］ 

SUBARU純正用品の保証期間は、SUBARU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）。

PACKAGE スタイリングからユーティリティまで、アウトバック・ライフをもっと豊かに。　※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。

■ドアバイザー（光輝モール付） 
¥35,200 【p06】

■アクセサリーランプ 
¥9,460 【p06】

樹脂

ステンレス

フロント

フロント

リヤ

リヤ

M7
オータムグリーン・メタリック

Q7
ブリリアントブロンズ・メタリッククリムゾンレッド・パール

T5TQ
アイスシルバー・メタリッククリスタルホワイト・パール

W6
マグネタイトグレー・メタリック

M3
ストームグレー・メタリック

L1
サファイアブルー・パール

G8V2
クリスタルブラック・シリカ

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

22  23

PACKAGE&BASE KIT
表示価格は標準工賃（必要な場合）と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。併記の［　］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋□ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。




