
掲載商品の他にも豊富に取揃えていますので、スバル用品ホームページをご覧ください。 www.e-saa.co. jp※SAA（SUBARU AUTO ACCESSORIES）のアイテムはスバル用品（株）が取扱う商品です。
　取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。

見ているだけで楽しい、欲しかったものが見つかる。多彩な個性派アイテム“SAA”。 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。

Chi ld  Seat

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。
●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。●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。●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。

2016.07～

ISO FIX 国際標準化機構（ ISO）準拠の固定方式を採用した、SUBARU専用の ISO FIXチャイルドシート。
サポートレッグ付の最新式ベースシートを採用し、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。

UNIVERSAL 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。
成長したお子様にも対応できるジュニアシートも用意しています。

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。
ISO F IXとユニバーサルが選べ、乳幼児から大きなお子様まで対応します。

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

A C C E S S O R I E S

※ご使用にあたっては取扱説明書をご参照ください。

工具＆タイヤゲージセット ￥3,024
〈全車〉SAA1031200［¥2,800］

プラズマクラスター搭載LEDルームランプ  ￥20,412
〈全車〉SAA3250371［¥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。

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

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）。

消耗品など
一部商品を除く

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。

ISO FIXチャイルドシート（サポートレッグ）
￥84,240
〈全車〉F4107YA400［¥78,000］

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。

ユニバーサルジュニアシート  ¥34,560
〈全車〉 F4107YA350［¥32,000］

乳児用クッション付属

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。

ユニバーサルチャイルドシート  ¥38,880
〈全車〉 F4107YA310［¥36,000］ 

乳児用クッション付属

テザーベルトを使わず、
チャイルドシートをしっかり
装着できるサポートレッグ付ベースシート。
各部のインジケーターロックにより、
確実な装着が可能です。

サポートレッグ
車体側アンカー

PHOTO：イメージ

注文番号：ｂ0111522

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
〒150-8554  東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
スバル部品用品本部 国内部品部（2016.07）

ユニークなオリジナルグッズが続々登場！ www.subaruonline.jpSUBARUオンラインショップ

オンラインショップ会員募集中！ 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！

パンク応急補修キット  ￥10,800
〈全車〉SAA2130000［¥10,000］

www.subaru.jp/accessory



FunctionMust Item

4-5

2-3

クルマへのこだわりは人それぞれ。こだわらないのもクール。

誰よりも、クルマにこだわってきたSUBARUが、
こだわらないカーライフの軽やかな楽しさを、しっかりアシストするために。

豊かな経験からの細やかな気くばりと、クルマに付けるものとして譲れない信頼感を、

しっかり注ぎこんだ純正アクセサリー。

あなたとプレオ プラスに必要なものは、安心しておまかせください。

あまりクルマに詳しくないけど、
まず、何を揃えればいいの？

新しいカーライフのスタートも安心。
必要なものが、おまかせで
リーズナブルに揃います。

6-7

クルマって、
どう使いこなせばいいのかな？

プレオ  プラスとの毎日は、
ちょっとした工夫で、

ぐっと快適便利になります。

Drive Assist

8-9

毎日のことだから、
安心して使いたいよね・・・

安心して、心おきなく楽しむために。
信頼の純正ドライブアシスト用品は、

プレオ  プラスの良識です。

Good Looking

10 -11

どこに出かけても違和感のない、
軽のオシャレって？

スタイリングからインテリアまで。
バランスのいい純正デザインで、

あなたのプレオ プラスが完成します。

こだわらなくても
使えるクルマに、
こだわりました。

PHOTO：G スマートアシスト エアロベースキット、ルーフスポイラー、サイドドアモール（メッキ）、フォグランプキット装着車



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。2トーン車は車体下部のカラーに対応。）

● ● ● ● ● ● ● ¥131,760 → ¥119,880 P0047K4210## P0047K4211## P0047K4212## ［¥97,000＋　¥14,000］

● ●

●

● ● ● ● ¥51,300 → ¥46,980 P0047K4000## P0047K4001## P0047K4002## ［¥37,000＋　¥6,500］

P0000K0000## P0000K0000##

ベースキット

エアロベースキット 

ナンバープレート
ベース（2枚）

ナンバープレート
ロック ドアバイザー フロア

カーペット

スプラッシュボード

フロント&リヤ リヤ
フロントバンパー
スカート

サイドアンダー
スカートプレオ プラス

2WD寒冷地仕様 4WD

品　　番
税抜き価格内訳単品合計価格 → キット価格

4-5

新しいカーライフのスタートも安心。
必要なものが、おまかせでお得に揃います。

Navi

カーペットからエクステリアまで、カーライフに欠かせないものがスタイリッシュ&リーズナブルに揃います。Base kit

Mus t  I t em

ナンバープレートロック　￥3,780
〈全車〉J1077YA001［¥3,500］
＊字光式ナンバーと共着不可。 

ドアバイザー　￥11,880
〈全車〉F0047K4000［¥8,000＋　￥3,000］ ＊前後4枚

雨の日でも窓を少し開けて、こもりがちなクルマの空気をサッと入れ替え。
快適な室内を保ちます。

Stylish
どこに出かけても違和感のない、
スマートな純正デザイン。
軽スタイリングのマストアイテム。

ルーフスポイラー ￥39,420

P11

P11

フォグランプキット ￥30,240

P11

P11

フロントバンパースカート  ￥32,940

サイドアンダースカート  ￥56,160
〈全車〉E26 48K 4 0 0 0 # #［¥ 47,0 0 0＋　￥5 ,0 0 0］
＊スプラッシュボード（フロント&リヤ）と共着不可。

〈全車〉E 2 4 4 7K 4 10 0 # #［¥ 2 6 , 0 0 0＋　￥4 , 5 0 0］

〈全車〉J1047K4000##［¥12,000＋　￥3,000］
＊前後４枚。 ＊サイドアンダースカートと共着不可。

〈全車〉J1047K4004##［¥6,000＋　￥1,000］
＊後2枚。

スプラッシュボードリヤ　￥7,560

走行中のタイヤの泥はねを抑え、自分の
クルマを汚さないだけでなく、歩行者や後ろ
のクルマにも迷惑を掛けにくいクルマの
エチケットです。

スプラッシュボード　￥16,200

ナンバープレートベース　￥2,160
〈全車〉J1047K1300［¥2,000］ ＊1枚
＊字光式ナンバーと共着不可。

フロアカーペット　￥15,120
〈全車〉 J5047K4100（寒冷地仕様は J5047K4110、

4WDは J5047K4120）［￥13,500＋　￥500］
＊他のマット類と共着不可。 ＊3枚（4WD用は4枚）。

渋滞にはまらない効率的なナビゲートで、燃費のいいプレオ  プラスがますますエコに。
地デジ、DVD、スマートフォン連携、リヤビューカメラ※対応も安心です。

〈全車〉E7247K4000##［¥32,000＋　¥4 ,500］
＊2トーン車のカラーコード（##）はボディ同色を選択してください。

〈全車〉H4548K 4110［¥ 22 ,0 0 0＋　¥ 6 ,0 0 0］＊H8・12 V / 35 Wハロゲンフォグランプ
＊SUBARU純正保証は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
  （バルブ部は消耗品のため対象外）。PHOTO左：G スマートアシスト ベースキット、ルーフスポイラー装着車／PHOTO右：G スマートアシスト エアロベースキット、ルーフスポイラー、フォグランプキット装着車PHOTO左：G スマートアシスト ベースキット、ルーフスポイラー装着車／PHOTO右：G スマートアシスト エアロベースキット、ルーフスポイラー、フォグランプキット装着車

※リヤビューカメラはオプション【p8】。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。

ナンバーのエッジを優しくガードし、スタイリングのアクセントにもなります。
マックガード社製ロックボルト４個、キー、レンチをセットにした
盗難防止ボルトも用意しています。

丈夫で汚れにくいカーペット。
運転席はヒールパッドとズレにくい
固定フック付で、ペダル操作も安心です。

A0 ホワイト W2 スカイブルー E3 コットンアイボリーA4 パール・ホワイトⅢ B0 ブライトシルバー・メタリック D8 プラムブラウンクリスタル・マイカ C0 ブラック・マイカメタリック E7 ライトローズ・
マイカメタリック D0 シャイニングレッド



6-7

プレオプラスとの毎日は、
ちょっとした工夫で、
ぐっと快適便利になります。

Func t i on

停めてたクルマの中って、夏は暑いし冬は寒いし・・・

直射日光対策は、お肌のためだけじゃない・・・

クルマの匂いって、
自分じゃ気づかないよね・・・

靴や荷物が、濡れたり汚れていても、気がねなく使いたい・・

軽って、カーゴもキャビンの一部だし・・・

リモコンエンジンスターター  ¥75,600
（キーレスアクセス車は ¥76,680）

エアクリーンフィルター　￥4,752
〈全車〉G3045K1000［¥3,900＋　￥500］
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

IRカットスクリーン（クリア/スモーク） ￥24,840
〈全車＊1台分：リヤドア左右・リヤクォーター左右・リヤゲート（2分割）〉
クリア：F5047K4010、スモーク：F5047K4000［￥14,000＋　￥9,000］　

プライバシーカバー　￥14,040
〈全車〉F5547K4000［¥9,000＋　 ¥4,000］
＊プライバシーカバーの上に物を載せたり、もたれかかったりしないでください。

ラゲッジマット　￥6,696
〈全車〉J5047K4200［¥6,200］

ラゲッジトレーマット　￥8,640
〈全車〉J5047K4400［¥8,000］
＊樹脂製

シートアンダートレー　￥7,128
〈サイドエアバッグ車を除く〉08262K2006［¥3,600＋　¥3,000］
●助手席下に装着。
●ハイヒールやブーツなど背の高い靴は収納できません。
＊内寸：縦325×横265×深さ50mm
＊SUBARU純正保証は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。

トレーマット　￥11,340
〈全車〉J5047K4000
（寒冷地仕様は J5047K4010、4WDは J5047K4020）
［¥10,000＋　¥500］　＊樹脂製

水がこぼれにくいトレー形状の防水マットは、
フロア形状にぴったりの純正デザインで、キャビンからカーゴまで漏らさずカバー。
濡れた靴などもしまっておける、シートアンダートレーも用意しました。

＊エンジンの始動/停止をメロディとLEDで確認可。
＊暖機時間は10分、20分から選択可。
※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。
※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。
※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。

あらかじめエンジン&エアコンをかけておき、
乗車時には快適温度に。

〈リモコンドアロックまたはキーレスアクセス車〉H0047K4300［¥60,000＋　¥10,000］
（キーレスアクセス車は H0047K4200）［¥60,000＋　¥11,000］

キャビンと同じ柄で揃えられる、カーゴルームのカーペット。 荷物のプライバシー保護や盗難抑止にも効果的。

ジリジリする日射を抑え、
紫外線や赤外線を効果的にカット。

標準装備のクリーンフィルターと交換。
走行条件にもよりますが、
1年ごとの交換をおすすめします。

灰皿　￥2,700
〈全車〉F6017AG000［¥2,500］
＊カップホルダー用

純正らしく、こまやかな配慮がうれしい・・・

PHOTO：他車種

PHOTO：他車種
PHOTO：G スマートアシスト ベースキット、リモコンエンジンスターター装着車

パワーコンセント ￥26,784
〈全車〉 H6747K4000［¥19,800＋　¥5,000］
＊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ます。
＊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。

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。

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。

貼付位置



取付前 取付後

PHOTO：プレオ

※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、接続するナビ等や車種/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。 ※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。 8-9

安心して、心おきなく楽しむために。
信頼の純正ドライブアシスト用品は、
プレオ  プラスの良識です。

Dr ive  As s i s t

駐車と乗り降りがラクだと、
フットワークも軽くなる・・・

万一に備えれば、毎日が安心・・・

クルマって、停めてる時間の方が長いよね・・・

たまにしか降らなくても雪は雪だから、ふだんの邪魔にならない備えを・・・

ウィンターブレード 
運転席 ￥3,240／助手席 ￥2,376／リヤ ￥2,484 〈全車〉B3177K3000［￥20,000］

＊ポリウレタンエラストマー製。 ＊155/65R14タイヤ用
※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。
※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。

〈全車（リヤはリヤワイパー装着車のみ）〉運転席：H6552T1001［¥3,000］、
助手席：H6552T1011［¥2,200］、リヤ：H6577F1100［¥2,300］
＊消耗品のためSUBARU純正保証はありません。

エコメッシュ・ティーロックチェーン ¥21,600

〈全車〉 J2747K3000
（ヒーテッドドアミラー付車は J2747K3010）
［¥12,000＋　￥1,000］
＊ホルダー部から交換取付

親水ドアミラー ￥14,040

ホイールロックセット　￥7,560ボディカバー　￥15,120
〈アルミホイール車〉B3277YA005［¥6,000＋　￥1,000］〈全車〉M0047K4000［¥14,000］

＊フェンダーコントロール、アンテナは収納してご使用ください。
＊（財）日本防炎協会認定。
＊SUBARU純正保証は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。

PHOTO：他車種

炭酸ガスボンベ

ガラス破砕先端部

シートベルトカッター

簡易消火具
粉末、泡などの消火剤を
使っていないので清掃も
容易です。

ホルダー

消棒RESCUE
（簡易消火具/ホルダー付）　
￥6,480
〈全車〉M0077YA050
［￥5,500＋　¥500］

フェンダーコントロール (マニュアル)　￥12,960
〈全車〉H4447K4001［¥9,000＋　¥3,000］

コーナーセンサーリヤ　￥36,720
H4842K4050［￥28,000＋　￥6,000］

接近距離
約60～40cm
約40～20cm
約20cm以下

ブザー音
ピッピッピッ
ピピピ

ピー（連続音）

イグニッションキー照明　￥8,640
〈キーレスアクセス車を除く〉
H7047K4000［¥5,000＋　￥3,000］
＊ブルーLED ＊ルームランプ連動オフディレイ

センターコンソールイルミネーション  ￥8,100
〈全車〉H2047K4000［¥4,500＋　¥3,000］
＊ブルーLED ＊スモールランプ連動

ドアハンドルイルミネーション ￥12,420
〈全車〉H2047K4020［¥7,500＋　¥4,000］
＊ブルーLED ＊イグニッション連動オフディレイ 
＊ドア左右セット（1台分は2セット必要）

フットランプ ￥17,280
〈全車〉H7047K4100［¥12,000＋　¥4,000］
＊ブルーLED ＊ルームランプ連動オフディレイ（光度大）＋
スモールランプ連動（光度小）

リヤビューカメラ（C-MOS） ￥28,080（クラリオンナビは ￥30,240）
〈ディーラーOPナビ、ディスプレイオーディオ装着車〉
 H0047K3500［¥17,000＋　￥5,000］＋カメラカバー  H0047K3501##［￥3,000＋　￥1,000］
 （クラリオンナビは カメラ接続ケーブル SAA3220113［￥2,000］が必要です）

A

CB

縦列駐車などで、左前方の障害物との
距離がつかみやすい定番のポール。
手動伸縮式で、見やすい高さに調整できます。
スモールランプ連動のブルーLED付。

ドア開閉やライト点灯等と連動して
キャビンを照らし、夜の乗降や
小物の出し入れをサポートします。

乗降時に、ボディやとなりのクルマを
さりげなくガードします。

常備しておけば、突然の雪や
チェーン規制にも安心。
クルマの移動やジャッキアップ無しで着脱できます。

降雪時の作動もスムーズなグラファイトコーティング。
凍結しにくいゴムはフロントガラスにフィットし、
雪もしっかりふき取ります。

雨の日こそ、横や後ろをしっかり確認したいから・・・
ドアミラーの雨滴を膜のように鏡面になじませて、視界を妨げる水滴を目立たなくします。

２ステップで操作できる簡易消火具に、
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と、
ドアウインドゥ破砕用ハンマー機能を装着。
いざというとき心強い３つの機能を、
コンパクトに集約した車載ツールです。

ボディ同色カバー付
（写真は旧タイプ）

バックギヤに入れると、死角になりやすい後方を自動でナビ画面に表示。
画像反転機能によりバックミラー感覚で後方確認できます。

バックギヤに入れると、リヤ左右の障害物への
接近距離をブザー（音量調整可）で知らせます。

＊品番末尾の##にはカラーコード【p5】が入ります。 
※約30万画素C-MOSカメラ。画角：水平約133°／垂直約100°。 ※ステアリング連動ガイドはありません。 
※SUBARU純正ナビ・オーディオ・運転支援カメラの本体保証は、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の
　いずれかを超えるまでとなります（一部別売品を除く）。　

A

B

C

B

※コーナーセンサーの色はブラックのみ。ボディ同色ではありません。

付属の専用キーが無いと外すのが困難な、
マックガード製ホイールロックナット４個セット。

純正ならではの車体ぴったり設計で、
スキマやばたつきも少ないボディカバー。
紫外線を抑え、プライバシーも守ります。

PHOTO中PHOTO中：G スマートアシスト ベースキット、サイドドアモール（メッキ）、フォグランプキット、コーナーセンサーリヤ、リヤビューカメラ、フェンダーコントロール装着車

ドアエッジモール  ￥3,456/ドア2枚分
〈全車〉
ホワイト：F0077YA000、シルバー：～001、ダークシルバー：
～002、ブラック：～003、レッドマイカ：～004、ダークグリー
ン：～005、ブルー：～006、ダークブルー：～007
［￥2,200＋　￥1,000］
＊樹脂製。ボディ同色やメッキではありません。
＊1台分は2セット必要。

ドアハンドルプロテクター
¥7,776/１台分4枚
〈全車〉F0047K4200［¥5,200＋　¥2,000］
＊PVC 製シルバー。ボディ同色ではありません。

サイドシルプレート
￥7,560/前席左右
〈全車〉E1047K4000［¥6,000＋　¥1,000］
＊SUBARUオーナメント付き。 ＊ステンレス製。

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。
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Good Looking

リヤヘッドレスト（左右セット） ￥10,584
〈リヤヘッドレスト非装着車〉F4148K4300［¥9,800］
＊SUBARU純正保証は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。

スタイリングからインテリアまで。
バランスのいい純正デザインで、
あなたのプレオ プラスが完成します。

ハーフカバー　￥5,940
〈全車＊前2席分〉
F4147K4100
（サイドエアバッグ車は F4147K4110）
［¥4,500＋　¥1,000］

フルシートカバー（チェック柄） 
￥22,680
（リヤシートヘッドレスト車は 

¥25,920）
〈全車＊4席分〉
 F4147K4300［¥18,000＋　¥3,000］
（リヤシートヘッドレスト車は 
 F4147K4320、
 うち運転席シートリフター車は 
 F4147K4310
［¥21,000＋　¥3,000］）

チェックタイプパネル
インパネ　￥15,120
〈オートエアコン車除く〉J1347K4303［¥13,000＋　¥1,000］

シフトパネル　￥15,120
〈オートエアコン車除く〉J1347K4313［¥13,000＋　¥1,000］

ドア　￥22,140
〈全車〉J1347K4432
（電動格納ドアミラー車は J1347K4431）［¥19,000＋　¥1,500］
＊フロント左右セット

ピアノブラックパネル
インパネ　￥15,120
〈オートエアコン車除く〉J1347K4302［¥13,000＋　¥1,000］

シフトパネル　￥15,120
〈全車〉J1347K4312（オートエアコン車は J1347K4322）［¥13,000＋　¥1,000］

ドア　￥22,140
〈全車〉J1347K4422
（電動格納ドアミラー車は J1347K4421）［¥19,000＋　¥1,500］
＊フロント左右セット

ウッドタイプパネル
インパネ　￥15,120
〈オートエアコン車除く〉J1347K4301［¥13,000＋　¥1,000］

シフトパネル　￥15,120
〈オートエアコン車除く〉J1347K4311［¥13,000＋　¥1,000］

ドア　￥22,140
〈全車〉J1347K4412
（電動格納ドアミラー車は J1347K4411）［¥19,000＋　¥1,500］
＊フロント左右セット

いつも、自分のお気に入りのインテリアと過ごせる。キャビンの印象を大きく変えるパネル&イルミ。

シートの保護にもなる、乗る人のための身だしなみ。リヤヘッドレスト&カバーも用意しています。

専用のリヤヘッドレスト用カバー（左右セット）もご用意しています。
チェック柄/アイボリー ￥3,240 F4147K4220/210［¥3,000］
本革調 ￥3,888 F4147K4430［¥3,600］

リヤゲートハンドルガーニッシュ（メッキ）
￥6,264
〈全車〉J1047K4050（キーレスアクセス車は J1047K4040）
［¥4,800＋　¥1,000］

シフトゲートイルミネーション
（Ａ：星／Ｂ：チェックブルー／Ｃ：チェックアンバー）
￥11,880
〈全車〉H2047K4010/011/012［¥9,000＋　¥2,000］
＊スモールランプ連動

どこに出かけても違和感のない、スマートな純正デザイン。行動範囲も広がるエクステリアです。

PHOTO：チェック柄

A B C

写真は撮影用に点灯しています。 ＊各パネルは交換タイプ。

フォグランプキット　￥30,240
〈全車〉H4548K4110［¥22,000＋　¥6,000］
＊H8・12V/35Wハロゲンフォグランプ
＊SUBARU純正保証は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（バルブ部は消耗品のため対象外）。

リヤゲートガーニッシュ（メッキ）　
￥22,140
〈全車〉J1047K4030［¥19,000＋　¥1,500］

サイドドアモール（メッキ）  ￥33,480
〈全車〉J1047K4020［¥28,000＋　￥3,000］

フロントバンパースカート　
￥32,940
〈全車〉E2447K4100##［¥26,000＋　￥4,500］
＊エアロベースキットでも購入できます【p5】

サイドアンダースカート　
￥56,160
〈全車〉E2648K4000##［¥47,000＋　￥5,000］
＊スプラッシュボード（フロント&リヤ）と共着不可。
＊エアロベースキットでも購入できます【p5】

ルーフスポイラー　￥39,420
〈全車〉E7247K4000##［¥32,000＋　¥4,500］
＊2トーン車のカラーコード（##）はボディ同色を
  選択してください。

P5 P5 P5 P5

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。

PHOTO：G スマPHOTO：G スマートアシスト エアロベースキット、ルーフスポイラー、フォグランプキット装着車

フルシートカバー（アイボリー） 
￥29,160
（リヤシートヘッドレスト車は 

¥32,400）
〈全車＊4席分〉
 F4147K4000［¥24,000＋　¥3,000］
（リヤシートヘッドレスト車は 
 F4147K4020、
 うち運転席シートリフター車は 
 F4147K4010
［¥27,000＋　¥3,000］）

フルシートカバー（本革調） 
¥48,600 
（リヤシートヘッドレスト車は 

¥51,840）
〈全車＊4席分〉
 F4147K4400［¥42,000＋　¥3,000］
（リヤシートヘッドレスト車は 
 F4147K4420、
 うち運転席シートリフター車は 
 F4147K4410
［¥45,000＋　¥3,000］）




