日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に、
このロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

SUBARU 純正用品の保証期間は、スバル特約店／指定販売店での取付け後、3 年間か走行 6 万ｋｍ（一部商品は1 年間か走行 2 万ｋｍ）のいずれかを超えるまでとなります（消耗品など一部商品を除く）。
◆印は SUBARU 純正保証対象外の STI パーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、
（ 株）SUBARU の車両クレームと車両保証の対象外となります。
◆印は STI 独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016 年 10 月以降にSTI 指定ショップでの取付け後、1 年間か走行 2 万 km のいずれかを超えるまでとなります。
STI 指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。
SAA ◆ 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。スバル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。
表示価格は標準工賃
（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。
併記の
［ ］
は消費税抜の
［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］
です。
工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
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2019年1月現在。予告なく変更または販売を中止する場合があります。
また撮影の都合で現行商品と異なる場合があります。●複数の商品や異なる商品を同時に装着できない場合や、車両の仕様により商品を装着でき
ない場合があります。●商品によって若干納期がかかる場合があります。●商品の注意事項のすべてを記載していません。必ず取扱説明書をお読みください。●安全のため走行中のドライバーはナビ・オーディオ等を操作しないでください。走行中はナビモニターでTVやビデオの
映像を見ることはできません。●モニターやディスプレイは、太陽光の角度等により見えにくくなる事があります。●ナビの地図データや、VICS情報を活用するために地図データ上に貼られたVICSリンクは、調査・作成の時期・方法により現状と異なる場合があります。使用に際し
ては実際の交通規制や道路状況に従ってください。●オンデマンドVICS、
プローブ渋滞情報、ネット連動スポット探索は、Bluetooth®対応携帯電話やネット環境、パソコン、通信料等が必要になる場合があります。
また契約・登録はお客様のご手配となります。●フルセグ視聴用の
B-CASカードの登録（無料）はお客様のご手配となります。●ナビに記録した目的地登録・音楽・映像などのデータが、不具合や修理により消失した場合、データの保証はいたしかねます。●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。
●iPod/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。●Bluetooth®通信機能はBluetooth®対応の携帯電話やポータブルプレーヤーでのみ使用可。ハンズフリー電話とコードレス再生を同時に使用できない場合や、待ち受け画面にしていないなど
携帯電話の設定によりハンズフリー電話ができない場合があります。● VICSは財団法人道路交通情報通信システムの商標です。● iPod 、iPhone 、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
「Android Auto」
はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「nanoe」、
「ナノイー」及び
「nanoe」
マークは、
パナソニック
（株）の登録商標です。●Blu-ray Disc™、
SDアソシエーションの登録商標です。●Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.USAの商標です。●「Android」
Blu-ray™、BD-Live™、BDXL™、AVCREC™及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●記載のデータは測定条件等により異なる場合があります。●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。●写真のナンバー
プレートはすべて合成です。●撮影用の小物は商品には含まれません。●掲載のイラストやハメコミ画面はイメージです。●商品の取付けはスバル特約店、またはスバル特約店が指定した販売店でお願いします。●その他、詳しくは販売店にお問い合わせください。

SUBARUコール
〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
部品用品本部 国内部品部（2019.01）

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）

2019.01～
注文番号：b0115009

レヴォーグの正 装 。

写真はイメージです。レヴォーグ GT-S 装着アクセサリー：ベースキット〔 LED アクセサリーライナー、カラードナンバープレートベース& ロック〕、エアロパッケージ〔フロントグリル、フロントバンパースカート〕、
アルミホイール 18 インチ 切削光輝、ディスプレイコーナーセンサー

SU BA RU純正ならではの、フィッティング＆デザインバランス。
そしてクルマに付ける物として、ゆずれない信頼感。
その鮮やかな装いと、違和感のない個性は、
日本というフィールドを先駆ける、独創のGTツアラーにふさわしい。

写真はイメージです。レヴォーグ GT-S 装着アクセサリー：ベースキット〔エアロスプラッシュ、ホイールロック〕、アルミホイール 18 インチ 切削光輝

遥 かな旅 へ 。

写真はイメージです。フロントスピーカーは実際には見えません。装着アクセサリー：パナソニック スピーカー

季節さえも変わりゆく、遥かな旅へ。
フロントガラスの景色とシンクロするように、僅かな目線移動で視認できる二つの画面。
長距離移動を支える快 適・音響性能まで磨きあげた、
レヴォーグ専用のビルトインナビが、
GTツアラーの卓越した能力を、あなた自身のものにする。

写真はイメージ。撮影のため点灯しています。撮影小物は商品に含まれません。
レヴォーグ GT-S 装着アクセサリー：ベースキット〔フロアカーペット〕、インテリアパッケージ、パナソニック ビルトインナビ〔外部入力ユニット〕

STIスタイル/パフォーマンスパッケージもご用意しています【P24-25】

エアロパッケージ ［フロントグリル
単品合計価格 ¥122,580

パッケージ価格

フロントグリル【 p8 】

フロントバンパースカート

¥111,780 ［¥95,000＋

フロントバンパースカート
【 p8 】

リヤアンダーディフューザー］

¥8,500］ P0017VA571##

リヤアンダーディフューザー【p11】

〈 STI Sport は装着不可 ＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照〉
写真はイメージです。左上 レヴォーグ STI Sport 装着アクセサリー：ベースキット〔カラードナンバープレートベース& ロック、ホイールロック、
ドアバイザー〕、
ルーフ＆ウエストスポイラー、
リヤアンダーディフューザー、STIフロント/ サイド/リヤサイドアンダースポイラー、ボディサイドモールディング。
右下 レヴォーグ GT-S 装着アクセサリー：ベースキット〔 LED アクセサリーライナー、カラードナンバープレートベース& ロック、ホイールロック、
ドアバイザー〕、エアロパッケージ〔フロントグリル、フロントバンパースカート〕、
ルーフスポイラー、サイドストレーキ、ボディサイドモールディング、
ドアミラーカバー、アルミホイール 18 インチ 切削光輝、ディスプレイコーナーセンサー。

GT/GT-S 用

光 の 角 度によって表情を変えるメッシュグリル。

GT/GT-S 用

シルバーメッキフィンの 光 沢に 6 連 LED が映える、
レヴォーグ専 用アクセサリーライナー 。

フロントグリル
□GT/GT-S用 ¥41,040【GT/GT-S用はパッケージでも購入可▶p7】

LEDアクセサリーライナー
（□ GT/GT-S 用／□ STI Sport 用）¥55,080【ベースキットでも購入可▶ p23 】

［¥35,000＋ ¥3,000］ J1017VA300##

GT/GT-S用
STI Sport用
GT/GT-S用
フォグカバー［¥13,000］
STI Sport用

□STI Sport用 ¥46,440

本体［¥32,000＋ ¥6,000］

［¥40,000＋ ¥3,000］ J1017VA330

フロントグリル LED〈 GT/GT-Sには装着不可〉
□STI Sport用 ¥60,480
［¥50,000＋ ¥6,000］ J1017VA333
＊LEDアクセサリーライナー装着車はLEDアクセサリーライナーと連動して点灯・消灯します。

STI Sport 用

STI Sport 用（フロントグリル LED ）

H4517VA500
H4517VA510
H4517VA507
H4517VA517

＊フォグカバーはGT/GT-S用は塗装タイプ、STI Sport用は無塗装タイプ。
＊ON/OFFスイッチ付。
※発光色は他の灯火類と異なります。

撮影車は他車種

□ボディサイドモールディング

¥22,680

［¥18,000＋ ¥3,000］ J1017VA600##
＊樹脂製。

□フロントバンパースカート

¥41,040

［¥35,000＋ ¥3,000］ E2417VA010##

【パッケージでも購入可▶ p7 】
〈 STI Sport は装着不可。STIフロントアンダースポイラーと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約 20mm 下がります。

STI Sport 用

標準バルブ

□LEDフォグランプ（イエロー）¥36,720

□SAA シルバーコーティングウインカーバルブ

フロント左右セット
［ ¥32,000＋ ¥2,000 ］ H4517FL011

¥3,780

※灯体ごと交換（バルブのみ交換はできません）。
各灯火類の発光色は異なります。
※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。

※発光色は他の灯火類と異なります。

フロント左右セット
［¥3,000＋ ¥500］ SAA3050339
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。
【裏表紙参照】

撮影車は他車種

標準バルブ

□SAA LEDライセンスバルブ ¥5,724
左右セット
［¥4,800＋ ¥500］ SAA3050352
※発光色は他の灯火類と異なります。

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。
【 裏表紙参照】

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）

W6 クリスタルホワイト・パール L1 ストームグレー・メタリック TQ アイスシルバー・メタリック 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

T2 ピュアレッド

E2 ラピスブルー・パー ル

E4 WR ブルー・パー ル

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

写真のホイールロックナットは別売です。

□アルミホイール 18インチ 切削光輝

繊 細な切 削光輝ラインが際立つ端正なデザイン。
端 正なワゴンフォルムを引き立てる、スマートな大径ホイール。

エッジの 効 いた大 型 ル ーフスポイラーが、
グラマラスなウエストスポイラーとともにワゴンらしい 迫 力 のリヤビューを完 成 。

¥144,720〈18インチホイール標準装備車用〉
×4 点 B3118VA030×4 点
¥3,500 ］

［ ¥30,000＋

※品番は 1 輪分のため 1 台 4 輪分は 4 点注文してください。
＊225/45R18 タイヤ用（ 7.5J＋55 ）
＊タイヤ脱着料金込。センターキャップ、エアバルブ付。

□ルーフスポイラー ¥38,880

□ウエストスポイラー ¥34,020

［¥32,000＋ ¥4,000］ E7217VA100##

［¥30,000＋ ¥1,500］ J1217VA010##

□アルミホイール 18インチ

¥144,720〈18インチホイール標準装備車用〉
［¥30,000＋ ¥3,500］
×4点

ブルー B3118VA100×4点
レッド B3118VA000×4点
ブラック B3118AL000×4点

□シャークフィンアンテナ ¥20,628

※品番は 1 輪分のため 1 台 4 輪分は 4 点注文してください。
＊225/45R18 タイヤ用（ 7.5J＋55 ）＊タイヤ脱着料金込。センターキャップ、エアバルブ付。

□STI アルミホイール 17/18インチ
【p27】＊スバル純正保証対象。

□SAA 17インチアルミホイール
【p23】

本体［¥12,000＋ ¥7,000］ 86321VA000##
クリップピン［¥50×2個］ 909130146×2個
〈標準装備品の別カラーを選択可〉

□ドアミラーカバー ¥14,926
右側［¥5,410＋ ¥1,500］91054VA000##
左側［¥5,410＋ ¥1,500］91054VA010##
〈標準装備品の別カラーを選択可〉

□ドアミラーカバー（サテンメッキ）

¥46,440
右側［¥20,000＋ ¥1,500］91054VA100
左側［¥20,000＋ ¥1,500］91054VA110
〈メーカー OPウェルカムライティング車には装着済〉

□ドアミラーストライプ

□サイドストライプ

（ブルー/レッド/ホワイト/ブラック）¥3,780

（ブルー/レッド/ホワイト/ブラック）¥21,060

［¥3,000＋ ¥500］ J1217VA360/370/380/390
＊ボディ同色ではありません。

［¥15,000＋ ¥4,500］ J1217VA300/310/320/330
〈サイドストレーキと共着不可〉＊ボディ同色ではありません。

□サイドストレーキ ¥18,360

〈STIサイドアンダースポイラー、サイドストライプと共着不可〉

［¥15,000＋ ¥2,000］ E2617VA000##
＊装着部地上高が最大約 30mm 下がります。

□リヤアンダーディフューザー ¥40,500 【パッケージでも購入可▶p7】
［¥35,000＋ ¥2,500］ E5617VA200
〈STIリヤアンダースポイラーと共着不可〉＊ガンメタ塗装。＊装着部地上高が最大約10㎜下がります。

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

W6 クリスタルホワイト・パール L1 ストームグレー・メタリック TQ アイスシルバー・メタリック 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

T2 ピュアレッド

E2 ラピスブルー・パー ル

E4 WR ブルー・パー ル

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

写真はブルーステッチ
（ブルーステッチ /シルバーステッチともパネル部はシルバー）

コンソールリッド

コンソールオーナメント

LEVORG（ GT/GT-S 用）

乗 降 時にさりげなくボディを守るステンレス製プレートは、前 席 の 室 内 側にもプレートを配 置 。
GT/GT-S 用 と STI Sport 用を用 意しています。

「ウルトラスエード ® 」は、束状の超極細繊維を緻密に絡み合わせた、東レのコア技 術によるスエード調 人 工 皮 革 。
さらにパンチングを施し、レヴォーグのインテリアに応じてステッチ色を選べる、SUBARU 純 正 の 逸 品 。
ドライビングの操作フィールだけではない「触れる上質」を、ともに過ごす人にも味わっていただけます。

Ultrasuede Ⓡ 、ウルトラスエードⓇは東レ株式会社の登録商標です。

インテリアパッケージ ¥50,760
□シルバーステッチ ［¥42,000＋ ¥5,000］ J1317VA610
□ブルーステッチ

□サイドシルプレート
（LEVORG/STI）¥22,680
前席 4 枚 + 後席 2 枚セット［ ¥18,000＋

［インパネ左右・コンソールオーナメント・コンソールリッドのパッケージ］

STI（ STI Sport 用）

¥3,000 ］

LEVORG（GT/GT-S用） E1017VA800
E1017VA600
STI（STI Sport用）

＊ステンレス製。
＊前席左右にSUBARU ロゴ＋LEVORGまたは STI ロゴ入り
（後席はグラフィックのみ。室内側プレートはありません）。

［¥42,000＋ ¥5,000］ J1317VA620
シルバーステッチ

ブルーステッチ

□クリーンボックス

□センターコンソールイルミネーション

□センターコンソールトレー

＋ 別売品
¥23,220●

¥5,400

¥9,720

［¥5,000］ J2017FJ000

［¥8,000＋ ¥1,000］

［¥15,000＋ ¥6,500］ H2017VA000
▲のれんわけ
⊕別売品【下記】
ハーネスⅤ H0077AL000
車両1台に
1点注文 ¥2,160［¥2,000］

J2017AJ000

※携帯電話等のサイズにより収納できない
場合があります。

※センターコンソール助手席側
に装着。

▲のれんわけハーネスⅤは、
フットランプ用、
フェンダーコントロール
用、ETCキット H0014AJ210 用とあわせ車両 1 台に1 点注文。
ピアノブラック調 & ボルドー

インパネパネル ¥20,520

□フットランプ（ブルー/アンバー・前後席4ヵ所）

□ピアノブラック調&ボルドー

＋ 別売品
¥24,840●

［¥18,000＋ ¥1,000］ J1317VA080

［¥17,000＋ ¥6,000］ H7017VA000

□マットカーボン調&ボルドー
［¥18,000＋ ¥1,000］ J1317VA050

マットカーボン調 & ボルドー

□マットカーボン調&ブルー
［¥18,000＋ ¥1,000］ J1317VA070
＊交換タイプ。

マットカーボン調 &ブルー

▲のれんわけ
⊕別売品【下記】
ハーネスⅤ H0077AL000
車両1台に
1点注文 ¥2,160［¥2,000］
▲のれんわけハーネスⅤは、
センターコンソールイルミネーション用、
フェンダーコントロール用、ETC キット H0014AJ210 用とあわせ
車両 1 台に1 点注文。
＊スモールランプ連動（アンバー）/ドア連動（ブルー）

□シガーライターキット

□パワーコンセント ¥25,920

¥4,320

［¥18,000＋ ¥6,000］ H6717VA000

［¥2,000＋ ¥2,000］

〈ディスプレイコーナーセンサーと共着不可〉
※アイドリングストップからの再始動時は一時的に電源
が切れます。※AC100V(最大100Wまで)。
ただし、一部
の 電 化 製 品またはご使 用 の 環 境により、消 費 電 力が
100W 以下であっても、正常に作動しない機器・場合が
あります。詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。
※パワーコンセントから電源供給を受けながら、AUX端
子や外部入力端子を使用して音楽再生等をおこなった場
合、機器類によってはノイズが発生する場合があります。

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

H6718FJ000

］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。

¥47,520

□オールウェザー
カーゴカバー ¥17,820

［¥40,000＋ ¥4,000］ F4117VA110

［¥15,000＋ ¥1,500］ J5017VA010

□スエード調フルシートカバー

〈フロントスポーツシート車と本革シート車を除く。
カーゴトレーマットと共着不可〉

＊他のマット類 /カーゴカバー類と重ねての使用は不可。

□トレーマットセット

¥14,580

□ハーフカバー ¥17,820

［¥13,000＋ ¥500］

［¥15,000＋ ¥1,500］

J5017VA100

F4117VA410

＊他のマット類と重ねての使用は不可。
＊1台分5枚。
＊ラバー製。

〈フロントスポーツシート車を除く〉
フロントスポーツシート用

4:2:4 分割可倒リヤシートに対応し、カーゴトレーマットとも共着可。
4 名 乗車でも長い荷物を室内で運べ 、釣りやスノーボードにも最適。

4 人 乗っても長 い 濡れ物が積める、
4:2:4 分 割 可 倒リヤシート対 応 。

オールウェザーシートカバー〈本革シート車を除く〉
□フロント1席分 ¥11,340
（□スポーツシート車は ￥13,500）

［¥18,000＋ ¥2,000］ J5017VA450

□カーゴトレーマット ¥21,600

スタンダードシート車［¥10,000＋ ¥500］ F4117SG101
スポーツシート車［¥12,000＋ ¥500］ F4117VA310

〈スエード調 / 本革調フルシートカバーと共着不可〉
＊4:2:4 分割可倒リヤシート背面含む 6 枚セット。
＊他のマット類 /カーゴカバー類と重ねての使用は不可。

□本革調フルシートカバー
（ボルドー）

¥47,520

□リヤ ¥18,360
［¥16,000＋ ¥1,000］ F4117VA330
＊リヤは後席アームレスト使用不可。

□カーゴボックス ¥12,420

［¥40,000＋ ¥4,000］ F4117VA210

［¥11,500］ J1317FL400

〈フロントスポーツシート車と本革シート車を除く。
カーゴトレーマットと共着不可〉

〈カーゴトレーマット、
オールウェザーカーゴカバーと共着不可〉
●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）

□パートナーズカバー

□カーゴマット ¥11,880

¥20,520

［¥11,000］ J5017VA351

［¥19,000］ F4117SG400

＊他のマット類 /カーゴカバー類と
重ねての使用は不可。

＊ISOFIX チャイルドシート、
後席アームレストと同時使用不可。

名 門 THULE 製システムキャリアも豊富にご用意しています。
【詳しくは店頭パンフレットをご覧ください】

□カーゴルームプレート
（ステンレス）

¥14,040
［¥12,000＋ ¥1,000］ E1017VA100

□カーゴステップパネル（ステンレス）

¥12,960
［¥11,000＋ ¥1,000］ E7717VA000

□カーゴソケットキット

□ LEDリヤハッチライト

¥5,184

¥35,640

［¥1,800＋ ¥3,000］ H6718AG000

［¥30,000＋ ¥3,000］ H4617VA010

スイッチ部

＊DC12V/120W 。
＊アイドリングストップからの再始動時は一時的に
電源が切れます。

□カーゴステップパネル（樹脂）

¥12,960
［¥11,000＋ ¥1,000］ E7717VA010

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

GTツアラーのためにデザインされた、ビルトイン・インターフェイス。

目線移動の少なさにこだわった、8 型大画面と
ワイドなマルチファンクションディスプレイの 2 画面連携。

8型大画面とともに、インパネにスマートに一体化されたビルトインナビは、第２画面となるマルチファンクションディスプレイ、
そして前方視界まで含めた目線移動の少なさを追求。ナビ抽出情報の2分割表示のほか、AV情報やハンズフリー電話画面も、瞬時にチェックできます。
スマートフォン感覚のパネル操作、シンメトリー配置のスイッチ＆ダイヤル、ハンズフリー電話や主要 AV 操作もできるステアリングスイッチなど、
純正ならではの洗練された視認 / 操作性。AV入力を集約できる外部入力ユニットもオプション設定され、
注目のApple CarPlayTM やAndroid AutoTM も使いやすい、充実のインターフェイスを完成しています。

ナビの主要 AV操作が可能
（ナビにより異なります）
。
●ハンズフリー電話
●選局／選曲
●音量調整
●消音（彩速ナビは音量が
約10分の 1になります）
● AVソース切替え
●ボイスコントロール※
※楽ナビはボイスコントロール機能が
無いため、
音声認識スイッチに特定の
機能はプリセットされません。

ステアリングスイッチ（車両標準装備：全ナビ対応）
ステアリング操作を妨げない、
全純正ナビ対応のステアリングスイッチ。
ハンズフリー
電話と主要 AV 操作が可能で、
スマートフォン音声認識
（楽ナビを除く）
にも対応します。

□外部入力ユニット インパネ（HDMI/USB/AUX）
（オプション：ビルトインナビのみ対応）

写真はイメージです。
画面は参考表示。
実際の速度規制に従って走行してください。

スマートフォン等を置くことの多いインパネセンターポケットに、
各種 AV
入力端子を集約。
ビル
Apple CarPlayやAndroid Autoも使いやすい、
トインナビ専用オプションです。
■ Apple CarPlay公式サイト www.apple.com/jp/ios/carplay
■ Android Auto公式サイト www.android.com/intl/ja_jp/auto
※Apple CarPlay、Android Autoの使用には、外部入力ユニット
またはiPod・USB接続ケーブルが必要です
【ナビカタログ】。

〈注【右ページ】〉

Apple CarPlayTM /Android AutoTM そしてブルーレイ対応。
音響・快適性能までも高めた 2 画面ビルトインナビ。
□パナソニック ビルトインナビ

写真はイメージ。撮影のため点灯しています。フロントスピーカーは実際には見えません。撮影小物は商品に含まれません。
レヴォーグ GT-S 装着アクセサリー：ベースキット〔フロアカーペット、
ドアバイザー〕、インテリアパッケージ、STI シフトノブ CVT 、パナソニック ビルトインナビ〔外部入力ユニット〕、パナソニック スピーカー。

８インチ

いつでも、どこまでも走って い ける。GT ツアラー の 自 由 のために。
従来の FM VICSより詳細な渋滞情報が得られる、VICS WIDEに標準対応するビルトインナビは、ETC2.0 にもオプション対応。
進行方向の直前～長距離情報を集中的に取得し、例えば首都高ブラインドコーナー先の落下物や故障車、渋滞末尾を画面と音声で知らせながら、
「中央道と第二東名のどちらが早いか」といった全国規模のナビゲートも実現。
ビルの谷間や山間部にも強い「準天頂 GPS 衛星みちびき」対応など、カーナビならではの信頼のパフォーマンスを磨きあげています。

この先故障車走行注意

クルマと過ごすす べ て の 時 間 、乗る人 す べ てと分 か ちあえる、
サウンドクオリティという性 能 。
爽快なワインディング、長距離ツーリング、退屈な渋滞路さえも、音楽の歓びで充たすドライビング・ミュージック。
スバル専用設計のパナソニック スピーカーは、レヴォーグ専用音響チューン※と、ビルトインナビのハイレゾ出力にも対応。

進行方向の直前～遠 距離情報を集中取得し
ナビゲートに活用できる「 ETC2.0 」。
□ ETC2.0 車載器キット パナソニック

究極の自然素材「竹」が織りなす優しく清々しい響きが、レヴォーグと旅するすべての時間、乗る人すべてを充たします。
※ハイレゾ出力にはフロント&リヤまたはフロントスピーカーの装着が必要。
※車種別音響チューンはパナソニック フロント&リヤスピーカーの他、パナソニック フロントスピーカー＋標準装備リヤスピーカー、
標準装備フロント&リヤスピーカーにも対応します。

超 高 音 域 でも 耳に優しい 、
伸び や かな ハイレスポ ンスト ーン。

ソフトドーム振動板＋竹ナノファイバー
コーティングツィーター
中 低 域 の 豊 かな 紙 コ ーンの 味 わ いと、
淀 みな い 全 音 域 ハイバランスサウンド。

いつも過ごすキャビンが 、
いつまでも走って いたくなる快 適 空 間に。

レコーディングのプロ集団「ミキサーズ・ラボ」が
監修した、スタジオマスター音源のニュアンス
までも汲みとるリアルサウンド。

ハニカム樹脂コーン＋竹プラントオパール＋
竹炭＋竹繊維ハイブリッド強化材スピーカー

優しく爽やかな空気でレヴォーグを充たす、注目の「ナノイー」もビルトイン。
〈注【右ページ】〉

※「nanoe」、
「 ナノイー」及び「 nanoe」マークは、パナソニック
（株）の登録商標です。

〈注〉パナソニックフロント&
リヤスピーカーとパナソニック
ビルトインナビの組み合わせを推奨します。

写真はイメージです。

究極の自然 素 材「竹」が 紡ぎだす 癒しの 響き。
スバ ル のために開 発された 新 素 材スピーカー。

高 音 質スピーカー の 能 力も最 大 限に引きだす、
SUBARU 専 用 開 発 の ハイレゾナビ 。

□パナソニック フロントスピーカーセット
□パナソニック リヤスピーカーセット

より解像度の高いクリアな中高音と、
歯切れよく伸びやかな低音を求め、
ストラーダ・サウンドをさらに専用ハイレゾチューンしたビルトインナビ。
鋭角カーブを排した音声回路はグランドパターンでシールドされ、
まさに高速道路のように淀みなく信号を伝達。
クリアな高音と締まりある低音を創出するコンデンサから、
ラインインピーダンスを抑えるスピーカー出力ラインの緻密なハンダ盛りまで。
レコーディングのプロ集団
「ミキサーズ・ラボ」
による調律だけでなく、
回路設計にまでおよぶ綿密なチューニングが、
高音質スピーカーの能力も最大限に引きだします。

フロント：バッチ4 点／リヤ：バッチ2 点付。

※各アイテムの価格・品番・共着不可品・注意事項等、詳しくはナビ & オーディオカタログをご覧ください。

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

ドアエッジモール品番の#には下記の
モール色番号が入ります。
（ボディ同色やメッキではありません）。

0 ホワイト
1 シルバー
2 ダークシルバー
3 ブラック
4 レッドマイカ
5 ダークグリーン
6 ブルー
撮影車は他車種

写真はシルバー

夜間も見やすい LED 付の 300mm 長ポールは、イグニッション
連動で自動で伸縮（オフスイッチ付）。左フロントの車両感覚が
掴みやすく、縦列駐車も安心の定番アイテムです。
＋ 別売品
□フェンダーコントロール（オート）¥28,080●

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。

□ドアミラーオートシステム ¥15,120

□ドアエッジモール ¥3,456 （1台4ドア分は2セット必要）

狭 い 駐 車 場でも駐 車をサポート。ステアリング 連 動ガイド付 ナビ 接 続リヤビューカメラ。
夜の雨にも安心 の「リヤビューカメラブロワー」も追 加できます。

⊕別売品【下記】 ▲のれんわけハーネスV
H0077AL000
¥2,160［¥2,000］
車両1台に1点注文
▲のれんわけハーネスⅤは、
フットランプ用、
センターコンソールイルミネーション用、
ETCキット用 H0014AJ210 とあわせ車両1台に1点注文。

リモコンエンジンスターター

＊ナビ表示のみ
（マルチファンクションディスプレイ表示不可）
。

キーレスアクセスアップグレード
より作動距離の長い
エンジンスタート専用リモコンも追加。
●エンジンスタート

車両標準装備のアクセスキー
（スペア含む 2 個）を使用。
●短距離エンジンスタート

約 31万画素 C-MOS カメラ
画角：水平約142°
／垂直約111°

写真はリヤビューカメラブロワー付

＊ガイドライン& ステアリング連動ガイド常時表示（調整不可）。
＊画像反転機能によりバックミラー感覚で後方確認。
※表示内容はナビにより異なります。
※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。
※カーゴステップパネル装着車は、太陽光が反射しカメラに光が入ることで映像が見えづらくなる場合があります。
※夜間画像は輪郭をはっきりさせるため色の再現性を抑えています。

カメラのレンズに付いた雨滴等を、高圧空気で吹き飛ばすリヤビューカメラブロワー。
ギヤをリバースに入れた状態でリヤワイパーを作動させると1.5 秒間作動します。
※吹き出し時に作動音がします。※レンズの汚れの種類によって充分機能しない場合があります。

□キーレスアクセスアップグレード ¥29,160

□リモコンエンジンスターター ¥72,360

［¥18,000＋ ¥9,000］ H0017VA050

［¥58,000＋ ¥9,000］ H0017VA000

＊エンジンスタート作動範囲は車両標準装備のキーレスアクセスより
狭くなる場合があります。
＊アンサーバック機能はありません。
ドア等の誤解錠を避けるため
車の見える場所からご使用ください。

＊左記キーレスアクセスアップグレード機能も使用できます。
＊車の見える場所からご使用ください。
●キーレスアクセスアップグレードより作動距離の長いリモコンエンジンスターター。
●専用リモコンはアンサーバック機能があり、始動/停止をメロディ&LEDで確認可。
●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。
●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）。

＊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事もできます（ アンテナセット ¥48,600［¥42,000＋ ¥3,000］H0017FL100を追加）。

［¥33,000＋ ¥6,000］ H0017VA323

◆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。
なおエンジン始動後、車両の車幅灯・尾灯が点灯します。※使用にあたっては、各自治体
の条例等を厳守してください。罰則が適用される場合があります。※一般公道や閉め切った場所でのご使用はおやめください。

□リヤビューカメラブロワー ¥15,120 〈ディーラーOPリヤビューカメラ車用〉
［¥10,000＋ ¥4,000］ H0017VA340

前 進 / 後 退 時ともフロント2 セン サーが 障 害 物を感 知し、狭 い 道の 切り返しや 縦 列 / 並 列 駐 車も安心。
ブザーに加え、ナビ画 面に色とグラフィックの 変 化で 表 示します。

前方の障害物との距離に応じて、マークが緑→黄→赤と変化します。
＊ナビ表示のみ（マルチファンクションディスプレイ表示不可）。
※写真は説明のためすべてのセンサーを表示しています。
※写真はイメージ。ナビにより表示は異なります。

貼付け位置

ドアハンドル 4 点

●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。
●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）。

□リヤビューカメラ ¥42,120 〈ディーラーOPナビ車用〉

ディスプレイコーナーセン サー

写真はすべて他車種

キーレスアクセスアップグレード

ライン赤：距離目安
ライン緑：車幅延長
ライン黄：予想進路

●ステアリング連動ガイドラインで、バック時の予想進路を表示し駐車をサポート
（全ディーラー OP ナビ対応）。
● 車内の人や荷物で後方視界が悪い 時に、後方映像をしっかり表示。

2ドア分［¥2,200＋ ¥1,000］ F0077YA00#
〈 SAAプロテクションフィルム（ドアエッジ）
と共着不可〉

［¥20,000＋ ¥6,000］ H4417VA100

SUBARU の安心を至近 距離まで。アイサイトとの組合せで、安全機能をさらに高めるカメラ& センサー。
リヤビューカメラ

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ります。

［¥10,000＋ ¥4,000］ H2717VA000

〈 GT/GT-S 用 ＊ディスプレイコーナーセンサーと共着不可〉

マルチファンクションディスプレイ表示：フロント/サイドビューモニター（メーカーOP）
ナビ表示：リヤビューカメラ/ディスプレイコーナーセンサー（ディーラーOP）

7 ダークブルー

ドアエッジ4 点

SAA プロテクションフィルム
□ドアハンドル4点 ¥5,940
［¥4,000＋ ¥1,500］ SAA3320020

□ドアエッジ4点 ¥6,048
［¥3,600＋ ¥2,000］ 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 ◆スバル純正保証対象外（ SAA1 年 2 万 km 保証）。
直接 / 間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
【 裏表紙参照】

車体形状にぴったりフィットした
純正ならではのボディカバー。

□ボディカバー ¥28,080

フロントコーナー感知範囲：
最大約60ｃｍ・水平約110°
×垂直約70°

［¥26,000］ M0017VA021
〈システムキャリア車は使用不可〉
＊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。

□ディスプレイコーナーセンサー（フロント2センサー）

¥45,360

〈ディーラーOP ナビ車用 ＊パワーコンセント、
フェンダーコントロールと共着不可〉
※使用後一時的にナビの現在位置がずれる事があります（ビルトインナビ除く）。
※ヘッドランプウォッシャー作動時にコーナーセンサーが反応する場合があります。

［¥35,000＋ ¥7,000］ H4817VA45#

※グレードによりセンサー取付位置は異なります。

センサーは5 色から選べます（ボディ同色ではありません）。

ブラック

シルバー

レッド

ブル ー

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。
セキュリティインパクトセンサーや超音波セキュリティの
警告音としても使用します。

□セキュリティインパクトセンサー
センサー色番号（品番末尾＃）
：推奨ボディ色。

ホワイト

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。

⓪ホワイト ：クリスタルホワイト・パー ル
❶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、
ストームグレー・メタリック
❷シルバー：アイスシルバー・メタリック
❸レッド ：ピュアレッド
❹ブルー ：ラピスブルー・パー ル、WR ブルー・パー ル

※画面はハメコミ合成イメージです。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、接続するナビや車種/共着オプションにより異なります。※高圧洗車機によるカメラ/センサー部への噴射等はしないでください。泥等で汚れた場合は拭いてくださ
い。※カメラ/センサーの映写/感知範囲は限られています。必ず前後左右を目視確認してください。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。※カメラ/センサー類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。

¥17,280
［¥12,000＋ ¥4,000］ H0017VA100

□SUBARUホーン ¥10,800
［¥6,000＋ ¥4,000］ H3717VA020

ドア開閉等による室内の空気の流れを
超音波レーダーで感知し、車両のホーン & ハザードで警告します。

□超音波セキュリティ ¥27,000
［¥15,000＋ ¥10,000］ H0017VA110
〈セキュリティインパクトセンサー装着車用〉

MOVIE

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

リヤビューカメラブロワー
ドアミラーオートシステム
セキュリティインパクトセンサー
SUBARUホーン

単独使用

ナビ連動 ケンウッド 彩速ナビへの接続が必要。

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

前 後 方 録画や Wi-Fi にも対応するアイサイト適合ドライブレコーダー。※ナビ接続には対応していません。
W i - F i 接 続 で すぐ見ら れる 、
i P h o n e /A n d r o i d ビュアー 。

リヤビューカメラ車 は 、
走 行 中 の 後 方 録 画 にも 対 応 。

ウィンドウガラス
撥水コートイメージ

※適応機種は

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

撮影車は他車種
※タイヤ等は商品に
含まれません。

Wi-Fi
イメージ画像

※撮影車は他車種（アングルや車体映り込みは車種により異なります）。

ドライブレコーダー

アイサイトのステレオカメラと
ドライバー の 視 界 を妨げ ない、超 小型 別 体カメラ。

ウィンターブレード
□運転席 ¥6,480 ［¥6,000］ H6577AJ000

単独使用

□助手席 ¥2,592 ［¥2,400］ H6577YA002

＋ 別売品
□前方録画 ¥49,680●

□前後方録画 ¥50,760〈前後方録画はディーラー OPリヤビューカメラ車のみ装着可〉
前後方録画のみ注文

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。

□リヤ ￥2,700 ［¥2,500］ H6577T1100
＊消耗品のため保証対象外。

本体［¥38,000＋ ¥8,000］ H0013FL100
ドライブレコーダー用リヤカメラケーブル
H0013FL103
¥1,080［¥1,000］

⊕別売品【下記】
ナビ/オーディオ無車のみ車両1台に1点注文

▲ETC接続コードD
H0077YA190
¥2,160［¥2,000］

●本体 microSD 録画済みデータを、Wi-Fi対応スマートフォンでコードレス再生（録画中のWi-Fi再生は不可）。
●ディーラー OPリヤビューカメラ車【ナビカタログ】は前後方同時録画にも対応（前後方同時再生は不可。
後方映像は左右反転でガイドラインも録画されます）。
●駐車時の衝撃を検知し前方録画（約4 秒後から約 60 秒間）。
● Googleマップ連動ビュアーは Windows PC用（Google Earthにも対応）、iPhone用、Android用を無料
ダウンロード可。Windows PCとmicroSD対応 Androidスマートフォンはビュアーを使わず映像のみ再生も可。
●各ビュアーには、Gセンサー推移データ等に基づく運転評価
「ドライビングレポート」機能付き。
●細部まで鮮明な録画と、美しい映像。1920×1080フルHD 画質（長時間録画モードは640x360。後方録画は
アナログ映像）。
●改良型スーパーキャパシタ電源バックアップにより、車両からの電源が断たれても最大約 5 秒の録画が可能。
＊ナビや車 載モニター 等での 表 示 / 再生不可（ Wi-Fi/SD/microSD 対応ナビも不可）。
＊車内録音（OFF スイッチ付/ 明瞭な音声記録は不可）。
＊本体はグローブボックス内、カメラはルームミラー前方のフロントウインドゥに装着。

ケンウッド 彩速ナビ 専用。
300 万画素アイサイト適合ドライブレコーダー。

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

※Wi-Fi接続、スマートフォンビュアー、リヤビューカメラ録画には対応していません。

レヴォーグはフロントガラス運転席側上部に装着。

□ドライブレコーダー ケンウッドナビ用

ナビ連動

¥42,120〈ディーラーOPケンウッド 彩速ナビ車用〉

［¥32,000＋ ¥7,000］ H0019FL150

●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。

□18インチ ¥29,160 ［¥27,000］ B3177AG000

＊225/45R18 タイヤ用。

□17インチ ¥34,560 ［¥32,000］ B3177YC000

＊215/50R17 タイヤ用。

＊アイサイトver.3 対応ウインドゥガラス撥水コートを施工した上での装着と
なります（単独使用不可）。施工料金等は販売店にお問い合わせください。

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。
【裏表紙参照】

＊ケ－ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。
＊消耗品のため保証対象外。
※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。

2ステップの簡単操作で、消火箇所も汚さない
CO2簡易消火具。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も一体化され、
緊急脱出までサポートします。
車内の決まった場所にセットし、いざという時に
素早く取り出せる専用ホルダー付。

¥31,320

□消棒RESCUE

B3118VA210

（簡易消火具／ホルダー付）

＊スペアタイヤT145/70D17用
（タイヤ本体は含まれません。
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、
ボックスサブトランク、
ジャッキホルダー、
ホルダーアッセンブ
リー、
タイヤホルダー、エアーバルブ、
プレッシャーラベルのキット。

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

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

＊

［¥25,000＋ ¥4,000］

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

撮影車は他車種
● スマートリヤビューミラー装着車：カメラは助手席側
● スマートリヤビューミラー非装着車：カメラは運転席側

□助手席 ¥1,426（工賃別）［¥1,320］ SAA30250UE

スプリングチェーン

□スペアホイールキット

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

＊

カーゴフロア下にスペアタイヤを
収納できます。

▲ETC接続コードD は、ETCキット H0014AJ210用とあわせ車両1台に1点注文。

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

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

¥6,480
［¥5,500＋ ¥500］ M0077YA050

事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。
エマージェンシーサポートキットは車外脱出やバッテリー接続、牽引にも配慮。

■ ■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
■エマージェンシーサポートキット構成品
■セーフティサポートキット構成品

□SAA エマージェンシーサポートキット ¥19,224
［¥17,800］ SAA1020010

□SAA セーフティサポートキット ¥6,264
［¥5,800］ SAA1020005

写真はエマージェンシーサポートキット

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

高耐久 pSLC規格 microSD 8GBカードとSDカードアダプター付属。別売8GB/16GBカードも同規格でご用意しています。
オプション
＊走行中のドライブレコーダー再生はできません。
＊動画アングルは車種により異なります。
＊写真の PC ビュアーの使用には Windows PC が必要。
＊車内録音（ OFF スイッチ付 / 明瞭な音声記録は不可）。

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

■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

高画質 300 万画素。お手頃なアイサイト適合 SA Aドライブレコーダー。

SAA ◆スバル純正保証対象外（ SAA3 年 6 万 km 保証）。

直接 / 間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
【裏表紙参照】

※Wi-Fi接続、スマートフォンビュアー、リヤビューカメラ録画には対応していません。

□SAAドライブレコーダー

レヴォーグは
フロントガラス運転席側
上部に装着。
＊動画アングルは車種により異なります。
＊写真の PC ビュアーの使用には Windows PC が必要。
＊車内録音（ OFF スイッチ付 / 明瞭な音声記録は不可）。

● 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。

単独使用

＋ 別売品
¥37,800 ●

本体［¥28,000＋ ¥7,000］ SAA3060350
⊕別売品：ナビ/オーディオ無車のみ必要 ETC接続コードD ¥2,160
［¥2,000］ H0077YA190
＊microSDカード（8GB/常時記録約100 分 ※MLC 規格）とSDカードアダプター付属。＊この商品はSAA3 年 6万㎞保証です。

別売microSDカードは高耐久pSLC規格となります。
オプション

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

■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

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。

シートベルトで固定できるユニバーサルタイプ。体重18kgぐらいまで使えるクッション
付属チャイルドシートと、15～36kgぐらいまで使えるジュニアシートを用意しています。

□ユニバーサル チャイルドシート

□ユニバーサル ジュニアシート

□ISOFIX チャイルドシート ¥84,240

¥38,880

¥34,560

［¥78,000］ F4107YA400

［¥36,000］ F4107YA310

［¥32,000］ F4107YA350

〈パートナーズカバーと同時使用不可〉

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

MOVIE
ISOFIX チャイルドシート

DRIVE ASSIST & BASE KIT

Carlife Comfort
□SAA 面発光LEDバルブ

（スポットランプ用）
¥9,461（工賃別）

左右［¥4,380×2点
（工賃別）
］

SAA3050278×2点

＊バルブのみ交換。

写真はイメージ

オレンジ

SAA 車載用プラズマクラスターイオン発生機

□SAA プラズマクラスター搭載
LEDルームランプ ¥20,412
［¥17,400＋ ¥1,500］ SAA3250373
〈サンルーフ車除く。面発光ＬＥＤバルブ
（ルームランプ用）、
リヤエンターテイメント
と共着不可〉
＊ルームランプごと交換。
※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。

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

□ブラック オープン価格
SAA3250344BK
□イオンブルー オープン価格 SAA3250344IL
SAA3250344WT
□ホワイト オープン価格
＊価格は販売店にお問い合わせください。
＊車両アクセサリーソケット（シガーライター）
とUSB 電源に対応。
＊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。
※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。

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

Base kit

SAA 17インチアルミホイール

グレー

SAA シートバックポケット
（□オレンジ／□グレー）¥5,940
オレンジ
SAA1031510
（ティッシュボックス付）
［¥5,500］
グレー
SAA1031550
（脱着式ショッピングバッグ付）

□SAA 面発光LEDバルブ

（ルームランプ用）
¥9,461（工賃別）

ブラック &
切削光輝

シルバー

□SAAクリーンエアフィルター プレミアム

¥7,560（工賃別）

（工賃別）
］
左右［¥4,380×2点

SAA3050278×2点

〈18インチホイール標準装備車は215/50R17タイヤが別途必要〉

□シルバー ¥110,160

〈リヤエンターテイメント、
プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可〉
＊バルブのみ交換。

4輪分セット［¥88,000＋ ¥14,000］ SAA3102610

［¥7,000
（工賃別）］ SAA333005P
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。
【裏表紙参照】

SAA インテリアLEDセット ¥19,764

□ブラック&切削光輝 ¥120,960

［上記2点のセット］

4輪分セット［¥98,000＋ ¥14,000］ SAA3102710

［¥17,300＋ ¥1,000］ SAA3050297

＊215/50R17タイヤ用（7J＋55）＊タイヤ脱着料金込。センターキャップ、エアバルブ付。

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

※助手席背面に装着（撮影車は他車種）。
※安全のため、硬い物や尖った物の収納は避けてください。
※撮影小物は商品に含まれません。

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。
【 裏表紙参照】

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

洗 練 され た G T ツアラー・ライフへ 。スタイリッシュな 基 本 アイテム 。

写真はイメージです。レヴォーグ GT-S 装着アクセサリー：ベースキット〔カラードナンバープレートベース& ロック、ホイールロック、エアロスプラッシュ、
ドアバイザー〕、エアロパッケージ〔フロントバンパースカート、
リヤアンダーディフューザー〕、
ルーフ＆ウエストスポイラー、サイドストレーキ、ボディサイドモールディング、
ドアミラーカバー、シャークフィンアンテナ、アルミホイール 18 インチ 切削光輝。

フロント

リヤ

カラードナンバープレートベース
（□GT/GT-S用 ／ □STI Sport用） ¥12,960

GT/GT-S用 J1017VA910##
STI Sport用 J1017VA700##

［¥12,000］

〈字光式ナンバー使用不可〉

□ナンバープレートロック ¥3,240

□ホイールロックセット ¥7,560

フロアカーペット
（□GT/GT-S用／□STI Sport用）¥36,180

［¥3,000］ J1077YA003

［¥6,000＋ ¥1,000］ B3277YA000

〈字光式ナンバー使用不可〉

＊４輪分４個&専用キー。
＊マックガード社製。

GT/GT-S用 J5017VA560
［¥33,000＋ ¥500］
STI Sport用 J5017VA550

＊封印部除く３個&専用キー&レンチ。
＊マックガード社製。

LEDアクセサリーライナー
（□GT/GT-S用／□STI Sport用） ¥55,080
本体［¥32,000 GT/GT-S用
＋ ¥6,000］ STI Sport用
フォグカバー GT/GT-S用
［¥13,000］ STI Sport用

〈他のマット類と重ねての使用不可〉

＊樹脂製。＊1台分前後2枚セット。

H4517VA500
H4517VA510
H4517VA507
H4517VA517

STI サイド/リヤサイド

アンダースポイラー装着車

□エアロスプラッシュ ¥35,640

□ドアバイザー ¥18,360

［¥30,000＋ ¥3,000］ J1017VA000##

［¥14,000＋ ¥3,000］ F0017VA000

〈STIサイド/リヤサイドアンダースポイラーと共着不可〉

LEVORG STI Sport

アンダースポイラー装着車

＊装着部地上高がフロント/リヤとも最大約25mm下がります。

D
LE

キット価格

価格内訳

品番

GT/GT-S

¥138,780 ［¥115,000＋ ¥13,500］ P0017VA520##
¥122,580 ［¥103,000＋ ¥10,500］ P0017VA521##
¥103,140 ［ ¥88,000＋ ¥7,500 ］ P0017VA522##

GT/GT-S

¥133,380

¥109,620 ［ ¥91,000＋ ¥10,500 ］ P0017VA523##

STI Sport

¥169,020
¥150,660
¥113,940

¥138,780 ［¥115,000＋ ¥13,500］ P0017VA530##
¥122,580 ［¥103,000＋ ¥10,500］ P0017VA531##
¥103,140 ［ ¥88,000＋ ¥7,500 ］ P0017VA532##

¥133,380

¥109,620 ［ ¥91,000＋ ¥10,500 ］ P0017VA533##

GT/GT-S

STI Sport
STI Sport

STI サイド/リヤサイド

単品合計価格

¥169,020
¥150,660
¥113,940

GT/GT-S

LEVORG GT/GT-S
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ク
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＊フォグカバーはGT/GT-S用は塗装タイプ、STI Sport用は無塗装タイプ。
＊ON/OFFスイッチ付。
※発光色は他の灯火類と異なります。

STI Sport

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）
表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

W6 クリスタルホワイト・パール L1 ストームグレー・メタリック TQ アイスシルバー・メタリック 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

T2 ピュアレッド

E2 ラピスブルー・パー ル

E4 WR ブルー・パー ル

22
23

G Tツアラーという、S U B A R Uだけの走りの才 能 へ 。

ワークスファクトリーが鍛えた地を這う翼。
STI スタイルパッケージ

1 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 4

単品合計価格 ¥203,040 ▶パッケージ価格
＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

¥184,680

［￥152,000 GT/GT-S用 P0017VA560
＋ ￥19,000］ STI Sport用 P0017VA461

路面を捉える、強くしなやかな脚。
STI パフォーマンスパッケージ

1 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 4 ＋ 5 ＋ 6 ＋ 7

単品合計価格（特典エンブレム含まず）¥307,800 ▶パッケージ価格（特典エンブレム含む）

STIスタイルパッケージ GT/GT-S用 P0017VA560
［￥152,000＋ ￥19,000］ STI Sport用 P0017VA461
コンプリートキット［¥80,000＋ ￥13,000］ STPKG00VV040

STIパフォーマンスパッケージ特典

◆ STI Performanceエンブレム
＊共着不可品、
注意事項等は
非売品（工賃¥3,240［
） ¥3,000］
各構成品の欄を参照。
＊サイド× 、
リヤ× 。

1

2

STIフロントアンダースポイラー
¥48,600【p26】

STIサイドアンダースポイラー
¥68,040【p26】

3

¥285,120

2

1

4

STIリヤサイドアンダースポイラー STIリヤアンダースポイラー
¥39,960【p26】
¥46,440【p26】

5
◆STIフレキシブルタワーバー ¥35,640【p27】

6
◆STIフレキシブル
ドロースティフナー

¥33,480【p27】

7
◆STIフレキシブル
サポートサブフレームリヤ

¥35,640【p27】

エアロパッケージもご用意しています【 P6-7 】
写真はイメージです。レヴォーグ STI Sport 装着アクセサリー：ベースキット〔 LED アクセサリーライナー、カラードナンバープレートベース& ロック、ホイールロック、
ドアバイザー〕、
ドアミラーカバー、シャークフィンアンテナ。
STIパフォーマンスパッケージ〔フロント/サイド/リヤサイドアンダースポイラー、STI Performanceエンブレム〕、STIスカートリップ、フロントグリル、ルーフスポイラー、ボディサイドモールディング、

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

S U B A R U の ワ ー ク ス フ ァ クトリ ー か ら 、
もう ひ と つ の 安 心 と 愉 し さ 。
─ S T I ス ポ ーツパ ーツ
シンメトリカル AWD やアイサイトなど、世 界 をリード する安 全 思 想 が ある。
そして国 内 外 の モ ータースポーツ最 前 線で、

SUBARU の 走りを鍛 え 続 けるワークス 活 動が ある。
高 速 周回 路、氷雪 のテストコース、風 洞 実 験、車 両 同 時 開 発 など、
ワークスファクトリーならではのアプ ローチが 完 成した、
特 別なフィッティングとトータルバランス。
それは 極 限 の 状 況で 鍛 えた 走りを、
誰もが 安心して愉しめるという、特 別なクオリティだ。

前輪の左右ストラットを結ぶタワーバーは、中央を関節のようにリンクボールでジョイントされ、横
剛性を高めつつ縦方向の突き上げをしなやかに吸収。ボディ下部を斜交いのように結ぶドロース
ティフナーは、内蔵スプリングであらかじめ引き締めテンションを掛けておく事で、S 字やレーンチェ
リヤ側のボ
ンジで G の向きが急変した瞬間に、ボディの剛性感が抜けるヒステリシスを抑止する。
ディ／クロスメンバー間にも、サポートサブフレームが装着可能。過敏でもダルでもない、
リニアな
操舵としなやかな路面追従を、前後輪トータルで実現している。装着して最初の交差点を曲がった
だけで、ただ硬いだけではない、最も進化したボディ剛性コントロールを体感できるだろう。

STI フロントアンダースポイラー（■GT/GT-S用 ／ ■STI Sport用） ¥48,600
［¥39,000＋ ¥6,000］

GT/GT-S用 SG517VA040
STI Sport用 SG517VA020

■STI フレキシブルタワーバー ¥35,640 ◆

写真は他車種

［¥30,000＋ ¥3,000］ ST20502VV030

STI スカートリップ ◆〈STI フロントアンダースポイラー装着車用〉
■ ブラック ¥15,120

【パッケージでも購入可▶p24】
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。

［¥10,000＋ ¥4,000］ ST960204S292

【パッケージでも購入可▶p24】
〈フロントバンパースカートと共着不可〉＊装着部地上高が最大約 30mm 下がります。＊スバル純正保証対象。

下回り全周にレイアウトされたアンダースポイラーと、
フロントの保護も兼ねたスカートリップが、
車 体下面 の 負 圧を 維 持しダウンフォースを向 上。そ の 地を 這うような エアロスタビリティは、
ハイウェイからセカンダリーロードまで、GT ツアラーの多彩なステージで実 感できる。

直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
【裏表紙参照】

■ チェリーレッド ¥18,360
［¥13,000＋ ¥4,000］ ST96020ST010
＊装着部地上高が最大約20mm（フロントアンダースポイラーとあわせ約50mm）
下がります。
◆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。

写真はイメージです。

■STI サイドアンダースポイラー ¥68,040

■STI リヤサイドアンダースポイラー ¥39,960

■STI リヤアンダースポイラー ¥46,440

■STIフレキシブルドロースティフナー ¥33,480 ◆

［¥55,000＋ ¥8,000］ SG517VA110

［¥35,000＋ ¥2,000］ SG517VA500

［¥40,000＋ ¥3,000］ SG517VA360

［¥28,000＋ ¥3,000］ ST20118VV000

［¥29,000＋ ¥4,000］ ST20157VV000

【パッケージでも購入可▶p24】

【パッケージでも購入可▶p24】

【パッケージでも購入可▶p24】

【パッケージでも購入可▶p24】

【パッケージでも購入可▶p24】

〈エアロスプラッシュ、サイドストレーキと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約 20mm 下がります。＊スバル純正保証対象。

〈エアロスプラッシュと共着不可〉

〈リヤアンダーディフューザーと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約 30mm 下がります。＊スバル純正保証対象。

＊装着部地上高が最大約13mm下がります。＊スバル純正保証対象。

◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。

■STIフレキシブルサポートサブフレームリヤ ¥35,640 ◆

◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。

直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
【裏表紙参照】

直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
【裏表紙参照】

■STI シフトノブ CVT

■STI アルミホイール 17インチ ¥183,600

¥24,840

〈全車用 ＊18インチホイール標準装備車は215/50R17タイヤが別途必要〉

［¥22,000＋ ¥1,000］

シルバー SG217VA200×4点
17インチ 7.0J＋55
（215/50R17タイヤ用）
ガンメタ SG217VA210×4点
× 4点 ブラック SG217VA220×4点
［¥39,000＋ ¥3,500］

SG117SG101
＊スバル純正保証対象。

■STI アルミホイール 18インチ ¥196,560
〈18インチホイール標準装備車用〉

■STIプッシュエンジンスイッチ
¥16,200（工賃別）◆
［ ¥15,000（工賃別）］ ST83031ST040
◆スバル純正保証対象外（STI 1年2万km保証）。
直接/間接的に起因する不具合は車両保証対象外。
【裏表紙参照】

シルバー SG217VA100×4点
18インチ 7.5J＋55
（225/45R18タイヤ用）
ガンメタ SG217VA110×4点
× 4点 ブラック SG217VA120×4点
［¥42,000＋ ¥3,500］

■STI ペダルパッドセット CVT ¥17,280
［¥13,000＋ ¥3,000］ SG317FG000
〈アルミパッド付スポーツペダル車を除く〉
＊スバル純正保証対象。

◆印は SUBARU 純正保証対象外の STI パーツです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、
（ 株）SUBARU の車両クレームと車両保証の対象外となります。
◆印は STI 独自の保証となります（消耗品など一部商品を除く）。保証期間は、2016 年 10 月以降に STI 指定ショップでの取付け後、1 年間か走行 2 万 km のいずれかを超えるまでとなります。
STI 指定ショップならびに保証対象商品・保証内容等は STI ホームページ（ www.sti.jp ）のスポーツパーツ保証ページをご覧ください。

シルバー

ガンメタ

ブラック

※品番は1輪分のため1台4輪分は4点注文してください。
＊タイヤ脱着料金込。
センターキャップ、エアバルブ付。
＊スバル純正保証対象。

表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税 8%を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

