
RECOMMENDED

■ STIスポーツパーツについてのお問い合わせ／
発売元　スバルテクニカインターナショナル株式会社

営業部　TEL0422-33-7848　受付時間　10：00～17：00（平日）

STIでは、このカタログで紹介した商品のほかにもスポーツパーツ／ウェア、グッズを取り揃えております。最寄りのSUBARU特約店にお問い合わせください。
2022S-LV322(2023.04) 

●仕様、価格、品番については、予告なく変更する場合があります。  ●商品によっては複数のものを同時に装着できない場合があります。  ●商品によってはお届けするまでに若干日数を要する場合があります。 ●STIスポーツ
パーツを装着してJAF公認モータースポーツイベントに参加する場合には、JAF国内競技車両規則の各出場項目をご確認ください。  ●写真は印刷インキ・撮影状況により実際の色とは異なって見えることがあります。  ●詳しくは
SUBARU特約店にお問い合わせください。

※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、㈱SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外になります。

左記のマークのついている商品はSTI保証商品です。保証期間は2016年10月1日以降に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（消耗品など一部商品を除く）。STI指定ショップ並びに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ
（www.sti.jp）のSTIパーツ保証ページをご覧ください。

NBRチャレンジやSUPER-GTマシンを彷彿とさせる、
チェリーレッド塗装を施したドアミラーカバーです。
純正形状（交換タイプ）なので、特別な加工をせず装着できます。

ドアミラーカバー（チェリーレッド）

※1台あたりLH（左側）とRH（右側）が必要です。

● LH（左側）¥9,900 ［￥7,000 +   ￥2,000］  ST91054VR000
● RH（右側）¥9,900 ［￥7,000 +   ￥2,000］  ST91054VR010

テールゲート下部に張り付けるガーニッシュです。
単色の『チェリーレッド』タイプと、
ブラック/チェリーレッド/シルバー3色の
『コンビ』タイプを用意しました。
耐候性に優れた特殊樹脂「ハイボスカル」を
素材に用いています。

テールゲートガーニッシュ
● チェリーレッド   ¥11,440 ［￥8,000 + 　￥2,400］  ST91042VR010
● コンビ             ¥11,990 ［￥8,500 + 　￥2,400］  ST91042VR000

ドアの開閉時に爪などをひっかけることで付くボディのキズや汚れを
防止するだけでなく、ドアハンドル回りをスポーティに演出する
カーボン調ドアハンドルプロテクターです。1台分4枚セットです。

ドアハンドルプロテクター
¥9,240 ［￥6,000 + 　￥2,400］
●ドアハンドルプロテクター（ブラック）  ST91099ST080
●ドアハンドルプロテクター（シルバー）  ST91099ST150

※長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがありますが、
　使用している材質（PVC）の特性で異常ではありません。乾燥すると復元します。

モチュール社との共同開発により生まれたオイルです。
0W-40は低燃費車（0Wエンジンオイル指定車）に対応し、
日常からスポーツ走行まで多目的な用途に優れた性能を発揮します。
5W-40はサーキットでのスポーツ走行まで対応し、
過酷な使用条件において高度なエンジン保護性能、
粘度&酸化安定性能を維持します。

STIパフォーマンスオイル 
● 0W-40   ¥21,120 ［￥16,800 + 　￥2,400］  ST98050Z2000
● 5W-40   ¥25,740 ［￥21,000 + 　￥2,400］  ST98050ST110

＊本商品は6本(6L)で1セットです。

＊写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
＊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。

ラジエーターキャップ 

¥5,060  ［￥3,400+ ￥1,200］  ST45137ST001
＊交換時は各配管部からの水もれに注意し、
　冷却水の始業点検を必ず行ってください。

バッテリーホルダー 

¥11,880 ［￥8,800+ ￥2,000］  
●チェリーレッド ST82182ST000　●シルバー ST82182ST010
＊D型バッテリー対応
＊1:写真はレヴォーグへの装着イメージです。

バルブキャップセット

¥4,290 ［￥3,900］ 
●ブラック    ST28102Z2000
●シルバー　ST28102ST030
＊1台分４個セット。アルミ削り出し。
＊アルマイト処理

For Wheels

プッシュエンジンスイッチ 

¥19,140 ［￥15,000+ ￥2,400］  
ST83031ST051
＊キーレスアクセス&プッシュスタート装着車用

Others

セキュリティホイールナットセット

¥36,300（工賃別） ［￥33,000+ 工賃別］  
ST28170ST060
工賃は販売店にお問い合わせください。
＊ガンメタ色、1台分ラグナット16個、
　ロックナット4個セット。
　専用工具2個入り。

＊1

パフォーマンスオイルフィルター

¥5,170 ［￥3,500+ ￥1,200］  
ST15208ST010
＊チェリーレッド塗装、STIロゴ入り。

オイルフィラーキャップ 

¥11,880 ［￥8,800+ ￥2,000］  ST15257ZR010
＊1.8Lモデルには装着できません。
＊ロゴマークの向きが正面を向かない場合がありますが、
　不具合ではございません。
＊ガスケットは同梱しておりません。取り外したフィラーキャップに
　組まれているものをご使用ください。ガスケットを新品で用意の際は、
　必ず装着車種の純正部品をご用意ください。

＊写真はLH(左側)装着イメージです。

＊写真はイメージです。

0W-40 5W-40

最新の適合等については必ずSTIのホームページをご確認ください。 ▶ www.sti.jp



※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、㈱SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外になります。

左記のマークのついている商品はSTI保証商品です。保証期間は2016年10月1日以降に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（消耗品など一部商品を除く）。STI指定ショップ並びに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ
（www.sti.jp）のSTIパーツ保証ページをご覧ください。

レヴォーグにひとつ上のパフォーマンスを。

「疲れない」「運転が上手くなる」「もっと愉しくなる」。レヴォーグに乗る人の、すべての想いを叶えるSTI。

風を味方にする 緊張から解放される気持ちが通じ合う

■フロントアンダースポイラー※　❷スカートリップ　■サイドアンダースポイラー※
■リヤサイドアンダースポイラー※　■リヤアンダースポイラー※　
❻ルーフエンドスポイラー

エアロダイナミクスパーツ
AERODYNAMICS

❶パフォーマンスマフラー
レスポンスパーツ
RESPONSE

■フレキシブルタワーバー　■フレキシブルドロースティフナーフロント
■フレキシブルドロースティフナーリヤ　❹ラテラルリンクセット　❺アルミホイール　
❻ドリルドディスクローター

ハンドリングパーツ
HANDLING

※SUBARU純正アクセサリーです。
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パフォーマンスを極める
2つのパッケージ ※詳しくはLEVORGアクセサリーカタログをご覧ください。
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STIエアロパッケージ（■/■/■/■）＆ STIコンプリートキット（■/■/■）1 1 2 33 4 5

次元を超える確かなハンドリングと乗り心地を両立HANDLING

最新の適合等については必ずSTIのホームページをご確認ください。 ▶ www.sti.jp

¥36,960 ［￥30,000 + ￥3,600］  ST20502VR010
■ フレキシブルタワーバー 

アルミ製タワーバーを分割しリンクボールを入れた
ストラットタワーバーです。
シャシーのしなりを有効に利用し路面のギャップなどの
外圧を適度にいなすため、乗り心地を損なわず、
コーナーリング時にはしっかりと踏ん張り、
操舵初期の常用域から限界までの
ハンドリング向上を実現します。

¥34,760 ［￥28,000 + ￥3,600］  ST20118VR000
■ フレキシブルドロースティフナーフロント 

車体とクロスメンバーの間に設置する
STI独自のスポーツパーツで、
適度なテンションをかけることで走行中の
シャシーのしなりを補正し、
機敏な初期操舵としなやかな乗り心地を両立させます。
四輪の路面接地性を高めることでコーナーリング中の
走行安定性が増し、素直なステアリング操舵感を
実現します。

シルバー

マットガンブラック

アイサイト、
アイサイトXに対応

●ドリルドディスクローター （F）  
¥31,900 ／枚 ［￥25,000 + ￥4,000］／枚  ST26300VR000
●ドリルドディスクローター （R） 
¥25,300 ／枚 ［￥20,000 + ￥3,000］／枚  ST26700VV000
※1台あたりフロント2枚、リヤ2枚必要です。

■ ドリルドディスクローター

フロント リヤ

¥59,840 ／本 ［￥50,000 + ￥4,400］／本
●シルバー：ST28100VV300
●ガンメタリック：ST28100VV310
●ブラック：ST28100VV330
※1台あたり4本必要です。

■ 19インチアルミホイール 

一般的な製造方法である鋳造をベースに
リム面の「スピニング工法」を用いて成形したアルミホイール。
19インチ×8.0J　インセット53　PCD114.3　
推奨装着タイヤサイズ 225/40R19 89W　センターキャップ、エアバルブ付き。

ガンメタリック

シルバー

ブラック

●ダイヤモンドブラック : ST28100VV401　●ガンメタリック : ST28100VV411

■ STIパフォーマンスホイール
   （RAYS製・鍛造18インチ）

RAYSとの共同開発により、
スバル車の特性に合わせた剛性チューニングを施した
鍛造アルミホイール（STI Performanceロゴ刻印入り）。
鍛造ホイールは、地金素材に高圧をかけて成形を行うことで、
軽量で剛性の高いホイールが製造可能で、
ハンドリングに対する応答性に高い性能を発揮します。
18インチ×8.0J インセット53 PCD114.3　推奨装着タイヤサイズ 225/45R18 89Y　
センターキャップ、エアバルブ付き。

¥100,540／本 ［￥87,000 + ￥4,400］／本 

●マットガンブラック : ST28100VV470
¥102,740／本 ［￥89,000 + ￥4,400］／本 

※1台あたり4本必要です。

¥62,920 ［￥50,000 + ￥7,200］  ST20250GH000
■ ラテラルリンクセット

ラテラルリンク内側のラバーブッシュをピロボールに変更。
リヤサスペンションがストロークする際の
フリクション低減とキャンバー剛性を向上します。
コーナーリング時のシャープなハンドリングと、
ターンインから立ち上がりまで
リニアなサスペンション特性を実現させます。
※ピロボールブッシュ（2ヶ所×2）圧入済
※装着時には、本商品の他にSUBARU純正部品セルフロックナット（902350022）×6、
　セルフロックナット（902330006）×2、フランジナット（902380019）×2、
　スナップピン(051112001)×2が必要となります。詳細は販売店にご確認ください。
※別途、アライメント作業が必要になります。
　上記の工賃にはアライメント作業は含みません。

ダイヤモンドブラック

ガンメタリック

¥43,120 ［￥32,000 + ￥7,200］  ST20168VR000
■ フレキシブルドロースティフナーリヤ

左右のリヤフレームの後端部（リヤバンパーの内部）に装着し
適度なテンションを掛けることで、シャシーのしなりを補正し、
機敏な初期操舵としなやかな乗り心地を両立させます。
四輪の路面接地性を高めることでコーナーリング中の
走行安定性が増し、素直なステアリング操舵感を実現します。
※装着にはリヤバンパーフェイス等の脱着が必要になります。

＊左はノベルティーのステッカーです。

冷却性能向上と熱容量アップを実現したブレーキローターです。
ディスク面に冷却口をドリル加工し、内部をスパイラルベーン化
することにより、標準ブレーキローターに対し熱容量が約4%
向上。あらゆる条件下で安定した制動力を確保します。
※本商品は左右共通です。装着時のドリル穴の向きが左右で異なりますが、
　性能には影響ありません。
※ブレーキパッドは標準装備品をご使用ください。
※装着時には、本商品の他にフロントはSUBARU純正部品ボルト（901260025）×4、 
　リヤはSUBARU純正部品ボルト（901260024）×4が必要となります。 
　詳細は販売店にご確認ください。

＊写真は1.8Lモデルです。



安定感あふれるスムースな走りで、ロングツーリングも快適にAERODYNAMICS
STI  AERODYNAMICS  PARTS SUBARU純正アクセサリーです。写真はブラックを装着しています。

チェリーレッドもございます。LEVORGアクセサリーカタログをご覧ください。

＊写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
＊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。

最新の適合等については必ずSTIのホームページをご確認ください。 ▶ www.sti.jp

■ パフォーマンスマフラー

排気音のサウンドチューニングにこだわったマフラーです。
重量を標準車比で約3.5㎏の軽量化を行い、
STI独自のチューニングにより、パワーユニットおよび
エキゾーストシステムへの影響のない安全かつ安心な構造を採用しています。
アクセル操作に対するエンジンレスポンスが鋭敏になることで、
ドライバーと車両の一体感を提供します。

レスポンスの良い加速で、ストレスのない快適な走りをRESPONSE

フロントアンダースポイラー ルーフエンドスポイラーサイドアンダースポイラー リヤサイドアンダースポイラー／リヤアンダースポイラー

エアロダイナミクスに求められる機能はどのような環境下においても車体を安定させ、矢のような直進性と

ドライバーの意思に忠実なハンドリング応答性を生み出すこと。

STIエアロパーツはモータースポーツで培った「風を味方にする」技術をフルに投入し、

フロントパートから積極的に取り込んだ走行風を整えた形でアンダーパネルやボディ側面へと誘導し、

ディフューザー形状のリヤパートでスマートに流していくことで実現しています。

本商品は、お届けにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※STI実験データに基づく数値
※別途SUBARU純正部品、ガスケット（44011SG010）×2、セルフロックナット（902330011）×4が必要となります。
　詳細は販売店にご確認ください。
※保安基準適合および第1種後付消音器性能確認済（国土交通省交換用マフラー事前認証制度認定品）

※フロントアンダースポイラーとの共着が必須。

■ スカートリップ 

STIフロントアンダースポイラー下面に装着する、
プロテクター機能を併せ持つエアロパーツ。
前方から取り入れた走行風を車体フロアで整流し操縦安定性を生成させる空力設計に対応しつつ、
デザインマッチングも考慮し、左右2分割タイプとしました。

●スカートリップ (ブラック) ¥11,880 ［￥6,000 + ￥4,800］  ST96020ST080
●スカートリップ（チェリーレッド） ¥14,080 ［￥8,000 + ￥4,800］  ST96020ST090

スカートリップ (ブラック) スカートリップ（チェリーレッド）

●1.8Lモデル用 ¥174,460 ［￥149,000 + ￥9,600］  ST44300VR000
●2.4Lモデル用 ¥179,960 ［￥154,000 + ￥9,600］  ST44300VR040

＊写真は1.8Lモデル用です。


