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ACCESSORIES

SUBARU初のグローバルEV、ソルテラ。

EVならではの新たな価値と、

SUBARUがこれまでに培ってきた価値を併せ持つクルマです。

ソルテラとの期待に満ちたEVライフを送っていただくために、

独自のアクセサリーを充実させました。

このクルマをさらに便利に、さらにスマートに使いこなすアイテムとともに、

新しいカーライフを。
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細部までこだわり抜いたフィッティングの良さと機能性を両立しました。　
■の商品はベースキットでも購入できます［P15］。

EXTERIOR ホイールボルト装着イメージ

ドアバイザー
■モノトーン車用 ¥37,400 ［¥32,000＋□¥2,000］ F0017E1000NA
■2トーン車用 ¥37,400 ［¥32,000＋□¥2,000］ F0017E1100NB

■ナンバープレートベース　¥6,600
［¥3,000×2枚］ J1017CC000×2枚
〈字光式ナンバー使用不可〉
●樹脂製。●1台分は2枚必要。

■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〉
●1台分、封印部除くロックボルト3個、キー、レンチのセット。●マックガード社製。

撮影車はモノトーン車

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。
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普段づかいから休日のアウトドアまで幅広く期待に応える、使い心地の良いアイテムをご用意しました。
■の商品はベースキットでも購入できます［P15］。

■フロアカーペット　¥46,640
［¥42,000＋□¥400］ J5017E1000
●5席分3枚。

カーゴソフトトレーマット
■ET-SS用 ¥24,640 ［¥22,000＋□¥400］ J5017E1100
■ET-HS用 ¥24,640 ［¥22,000＋□¥400］ J5017E1110
●カーゴソフトトレーとシートバックトレーのセット。
●撥水素材（完全防水ではありません）。
●縁高形状により汚れなどがこぼれ落ちるのを抑えます。

■トノカバー　¥28,600
［¥26,000］ 6491042100C0

CARGO & INTERIOR

リヤ フロント撮影車はET-HS

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。
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□充電ケーブルアダプター　¥12,540
［¥11,400］ G90G047070
●100V電源用。
●標準装備充電ケーブル 7.5m、ディーラーOP充電ケーブル 15m共に使用可能。

■充電に関する注意事項：※充電ケーブル、充電ケーブルアダプターは、主に戸建住宅での充電にご利用いただける商品です。
※戸建住宅での充電には、専用コンセントの設置が必要となる場合があります。充電設備の詳細については、以下のURLよりご確認ください。

■充電ケーブルアダプターのご購入に際しての注意事項：
※本商品のプラグ形状は接地極（アース）のある3Pタイプになります。通常の2極コンセントへの接続はできません。   
※コンセントと電源プラグは、必ず直接接続してください。コンセントとの間に分岐/変換アダプター、分岐用コンセント、延長コードなどを使用すると、異常発熱や漏電検知機能が
　働かなくなるなどの原因になりますので、接続しないでください。
※一般的な抜止形100Vコンセントでは、ひんぱんな抜き差し使用による耐久性が十分でない場合があるため、軽負荷電動車両充電用コンセントへ接続してご使用ください。
※100V充電では満充電までに長い時間を要することをご了承願います。また100V電源の電圧が著しく低下している場合、充電が停止する可能性があります。

□充電ケーブル 15m　¥62,810
［¥57,100］ G906042110

□充電ケーブルホルダー　¥4,950
［¥4,500］ G926W42010
〈標準装備充電ケーブル（7.5m）用。15mには使用不可〉

CHARGE

ケーブルは含まれません。

標準装備 7.5m 充電ケーブル
ディーラーOP 15m 充電ケーブル

標準装備充電ケーブルの2倍の長さで安心。
ご自宅から充電スペースが離れているときなどに便利です。

駐車場所を選ばない15mの充電ケーブルや、100V電源用の充電ケーブルアダプターなど、
いつでも不安なくEVライフを愉しめるように、充電に関するアイテムを取り揃えました。

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。

https://www.matabee.com/service/evc/
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10  11

DRIVE SUPPORT

□プラスサポート用アクセスキー　¥18,040 ［¥14,000＋□¥2,400］ 8990E42040

乗る人すべてが大切だから。運転へのさまざまな不安を取り除く、プラスサポート用アクセスキーとドライブレコーダーをご用意しました。

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。

専用キーでドアを解錠するだけで、「プラスサポート（急アクセル時加速抑制）」を始動。
障害物がないシーンでも、ペダル踏み間違い時に加速を抑制。

●EVシステムを始動すると、メーターにプラスサポート始動を示す表示が出たあと、インジケーターが点灯し、プラスサポートであることを知らせます。
※以下のような時には、プラスサポートにならないことがあります。
■登録済みの標準アクセスキーが車両の近くにあるとき　■通常モードで使用したあと、ドアロックしなかったとき
※必ずプラスサポート用アクセスキーのみが車両の近くおよび車内にある状態でご使用ください。
プラスサポートにならないときはプラスサポート用アクセスキーで一度ドアロック後、
再度プラスサポート用アクセスキーのみを持った状態でアンロックを行ってください。

□ドライブレコーダー　¥41,646 
［¥28,000＋□¥9,600］ H0013E1300＋クリップ ［¥130×2個］ 6221742050×2個

●スリムなコンパクト設計で視界を妨げない、オールインワンモデル。
●夜間の録画にも配慮したC-MOSセンサー搭載の高感度カメラ。
●高度なHDR技術と調整機能で、光量差の白飛びや黒潰れを軽減。
●映像ノイズや、広角レンズによる画面の歪みを補正。
●フルHD、200万画素の高画質。
●EVシステム始動で、手間なく自動録画。
●付属8GBマイクロSDカード（pSLC規格）で最大約150分録画。
＊PCビュアーの使用にはWindows PCが必要。
＊ナビや車載モニター等での表示/再生不可（Wi-Fi/SD/マイクロSD対応ナビも不可）。
＊録音OFFにも設定可能。
＊衝撃検知機能はありません（駐車中の衝撃検知録画機能もありません）。
＊GPS情報は使用できません。
＊助手席側のフロントガラス上部に装着。

□HDMI入力端子　¥29,040
［¥10,000＋□¥16,400］ H0018E1000

●フロアコンソール下スペースに装着する外部入力端子。

■本体（カメラ一体型）：約40×35×85mm 

■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

■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）/
手動録画（本体スイッチで前後20秒間、前12秒/後8秒の映像を保護）

■プラスサポート用アクセスキーの注意事項：※急アクセル時加速抑制機能は自動で停止する機能ではありません。必ず運転者がブレーキペダルを踏んで停止してください。ブレーキを制御するシステムではありません。※アクセルを速く強く踏み込むような運転をした時に、意図せずシステムが作動することがあります。
※プラスサポート用アクセスキーと標準アクセスキーを同時に携帯せず、目的にあった1種類のキーのみを携帯してください。両方のキーが近くにあると、プラスサポート用アクセスキーを判定できず、プラスサポートにならない可能性があります。また始動時はメーター等でモードの表示を必ずご確認ください。※本製品にメカニカルキーは付属していません。
標準アクセスキーに付属のメカニカルキーを本製品に差し替えてご使用ください。※メカニカルキーがない状態では、電子キーの電池が切れた時にドアロックを解除できなくなります。メカニカルキーは追加で購入していただくことも可能です。お買い上げの販売店にお問い合わせください。※自車速度約30km/h以下で作動します。※前進および後退時に作動します。
※植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植え込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。

■ドライブレコーダーの注意事項：※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。
※夜間はナビ画面が、昼間は太陽光を反射した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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前方録画のみ

■急アクセル時 加速抑制作動時

■右左折時や車線変更時

※方向指示器を操作しないで右左折や車線変更をしたり、ブレーキを踏まない状態から発進するとシステムが作動することがあります。
その場合でも、一度アクセルを離してゆっくり踏みなおすと加速が可能です。

■一時停止位置や信号待ちからの発進時 ■急な坂道での発進や加速時

ウインカー作動中・解除直後
約2秒間は加速できます。

ブレーキ作動中・解除直後
約2秒間は加速できます。

急な坂道では
通常通り加速できます。

加速を抑制 アクセルを踏み間違えて加速

装着位置

HDMIケーブル装着イメージ
（ケーブルは商品には含まれません）

クリープ走行
※ブレーキなし

メーター表示裏側表側

インジケーター表示

■加速抑制機能なしの場合

プラスサポートで運転中でも加速が必要なシーンでは加速が可能です。

マイクロSDカード 8GB（最大約150分録画）　¥6,600［¥6,000］ H0013E1350オプション

※Windows PCビュアー対応。※ナビ接続には非対応。
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●高度なHDR技術と調整機能で、光量差の白飛びや黒潰れを軽減。
●映像ノイズや、広角レンズによる画面の歪みを補正。
●フルHD、200万画素の高画質。
●EVシステム始動で、手間なく自動録画。
●付属8GBマイクロSDカード（pSLC規格）で最大約150分録画。
＊PCビュアーの使用にはWindows PCが必要。
＊ナビや車載モニター等での表示/再生不可（Wi-Fi/SD/マイクロSD対応ナビも不可）。
＊録音OFFにも設定可能。
＊衝撃検知機能はありません（駐車中の衝撃検知録画機能もありません）。
＊GPS情報は使用できません。
＊助手席側のフロントガラス上部に装着。

□HDMI入力端子　¥29,040
［¥10,000＋□¥16,400］ H0018E1000

●フロアコンソール下スペースに装着する外部入力端子。

■本体（カメラ一体型）：約40×35×85mm 

■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

■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）/
手動録画（本体スイッチで前後20秒間、前12秒/後8秒の映像を保護）

■プラスサポート用アクセスキーの注意事項：※急アクセル時加速抑制機能は自動で停止する機能ではありません。必ず運転者がブレーキペダルを踏んで停止してください。ブレーキを制御するシステムではありません。※アクセルを速く強く踏み込むような運転をした時に、意図せずシステムが作動することがあります。
※プラスサポート用アクセスキーと標準アクセスキーを同時に携帯せず、目的にあった1種類のキーのみを携帯してください。両方のキーが近くにあると、プラスサポート用アクセスキーを判定できず、プラスサポートにならない可能性があります。また始動時はメーター等でモードの表示を必ずご確認ください。※本製品にメカニカルキーは付属していません。
標準アクセスキーに付属のメカニカルキーを本製品に差し替えてご使用ください。※メカニカルキーがない状態では、電子キーの電池が切れた時にドアロックを解除できなくなります。メカニカルキーは追加で購入していただくことも可能です。お買い上げの販売店にお問い合わせください。※自車速度約30km/h以下で作動します。※前進および後退時に作動します。
※植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植え込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。

■ドライブレコーダーの注意事項：※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。
※夜間はナビ画面が、昼間は太陽光を反射した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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前方録画のみ

■急アクセル時 加速抑制作動時

■右左折時や車線変更時

※方向指示器を操作しないで右左折や車線変更をしたり、ブレーキを踏まない状態から発進するとシステムが作動することがあります。
その場合でも、一度アクセルを離してゆっくり踏みなおすと加速が可能です。

■一時停止位置や信号待ちからの発進時 ■急な坂道での発進や加速時

ウインカー作動中・解除直後
約2秒間は加速できます。

ブレーキ作動中・解除直後
約2秒間は加速できます。

急な坂道では
通常通り加速できます。

加速を抑制 アクセルを踏み間違えて加速

装着位置

HDMIケーブル装着イメージ
（ケーブルは商品には含まれません）

クリープ走行
※ブレーキなし

メーター表示裏側表側

インジケーター表示

■加速抑制機能なしの場合

プラスサポートで運転中でも加速が必要なシーンでは加速が可能です。

マイクロSDカード 8GB（最大約150分録画）　¥6,600［¥6,000］ H0013E1350オプション

※Windows PCビュアー対応。※ナビ接続には非対応。



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。

CARLIFE SUPPORT

□ジャッキ&レンチキット　¥7,920
［¥7,200］ 0910542040
●ジャッキ、ハンドル、ソケット、ガイドピン、レンチと、ジャッキの収納に必要なブラケット（キャリア・ナット）のセット。

□ユニバーサル チャイルドシート　¥39,600
［¥36,000］ F4107YA310
●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）。

□ISOFIX  チャイルドシート　¥103,400
［¥94,000］ F4107YA410
●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）。

サポートレッグ
写真はISOFIX チャイルドシート
（サポートレッグ使用時）

タイヤチェーン
□235/60R18用　¥44,000 ［¥40,000］ B3117E1000
□235/50R20用　¥44,000 ［¥40,000］ B3117E1100
●合金鋼チェーン。
※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。
※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください。
＊消耗品のため保証対象外。

□ウィンターブレードセット　¥11,220 
［¥10,200］ 8520142060
●運転席用（650mm）、助手席用（400mm）のセット。
＊消耗品のため保証対象外。

□ボディカバー　¥28,600
［¥26,000］ M0017E1000
●ポリエステル製。防炎加工。（財）日本防炎協会認定品。
●ボディカバーをかけたまま左右の充電口を使用できる
開口部付き。

□ドアエッジモール　¥3,740
［¥2,200＋□¥1,200］ F0077YA00#
●樹脂製。●ドア2枚分（1台分は2セット必要）。
※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）。

□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三角停止表示板　¥3,300
［¥3,000］ SAA980900000  
●国家公安委員会認定（TSマーク付）。
●ハードケース付（119×427×48mm）。

□ユニバーサル ジュニアシート　¥35,200
［¥32,000］ F4107YA350
●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。

写真は18インチ用

撮影車は他車種

EVでも変わらない使い勝手を。カーライフを支える定番商品をラインアップ。

ホイールボルトの位置決めをしやすくするガイドピンと、
ボルトの仮締めをしやすくするソケットをキットに組み入れました。

12  13



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。
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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）

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2022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。●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。

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）。

SUBARUオンラインショップ ＊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、ラインアップ等、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。

ユニークなSUBARU/STIオリジナルグッズが続々登場！

https://onlineshop.subaru.jp

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。

ET-SS

ET-HS

モノトーン

2トーン

モノトーン

2トーン

ナンバープレートロック トノカバーフロアカーペット ドアバイザー カーゴソフトトレーマット 通常合計価格 ［価格内訳］品番キット価格

¥109,780

¥122,540

¥147,180

¥122,540

¥147,180

¥109,780

¥122,540

¥147,180

¥122,540

¥147,180

¥98,780

¥110,440

¥132,880

¥110,440

¥132,880

¥98,780

¥110,440

¥132,880

¥110,440

¥132,880

［¥ 89,000＋□¥ 8 0 0 ］ P0017E1000

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1001NA

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1002NA

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1003NB

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1004NB

［¥ 89,000＋□¥ 8 0 0 ］ P0017E1010

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1001NA

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1011NA

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1003NB

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1012NB
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BASE KIT カーライフをサポートする基本アイテムをリーズナブルにご提供するベースキットをご用意しています。

◆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。SAA

撮影車は他車種
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

SAA 撥水ワイパー替えゴム
□運転席 ¥2,134＊ ［¥1,540＋□¥400］ SAA302DW65　□助手席 ¥1,892＊ ［¥1,320＋□¥400］ SAA302DW40　　　　　 

SAA 撥水ウィンターブレード
□運転席 ¥5,500＊ ［¥5,000］ SAA301DW65　□助手席 ¥3,465＊ ［¥3,150］ SAA301DW40　　　　　 
●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。
＊専用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。
※画像は他車種、撥水ワイパー替えゴム装着時のイメージです。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。

□SAA ステアリングロック　¥12,650
［¥11,500］ SAA3230030
●本革にオレンジのステッチがスタイリッシュな、SUBARUロゴのリフレクター付ステアリングロック。
付属キーでワンタッチ着脱できるので普段の乗降時も使いやすく、夜間はもちろん、レジャーやお買い物で長時間クルマを離れる際も安心です。

□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。

□ウルトラグラスコーティング T-Fine
●ユーザーメンテナンスキット付のスタンダードグラスコーティング。

□SUBARU Ｗダイヤモンド KeePer
●高密度ガラス被膜2層＋シミを防ぐレジン被膜。
洗車だけでノーメンテナンス光沢５年保証
（ヘッドランプ/ホイールは1年保証）のプレミアムグラスコーティング。

アウトドアやロングユースにも安心。 新車のうちにしっかりボディコート。 ▶品番・価格等は販売店にお問い合わせください（販売店施工）。

◆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。［P15参照］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。［P15参照］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。［P15参照］SAA

ナンバープレートベース ［P05］ ナンバープレートロック ［P05］ フロアカーペット ［P07］ トノカバー［P07］ ドアバイザー ［P05］ カーゴソフトトレーマット ［P07］
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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）

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2022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。●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。

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）。

SUBARUオンラインショップ ＊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、ラインアップ等、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。

ユニークなSUBARU/STIオリジナルグッズが続々登場！

https://onlineshop.subaru.jp

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。

ET-SS

ET-HS

モノトーン

2トーン

モノトーン

2トーン

ナンバープレートロック トノカバーフロアカーペット ドアバイザー カーゴソフトトレーマット 通常合計価格 ［価格内訳］品番キット価格

¥109,780

¥122,540

¥147,180

¥122,540

¥147,180

¥109,780

¥122,540

¥147,180

¥122,540

¥147,180

¥98,780

¥110,440

¥132,880

¥110,440

¥132,880

¥98,780

¥110,440

¥132,880

¥110,440

¥132,880

［¥ 89,000＋□¥ 8 0 0 ］ P0017E1000

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1001NA

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1002NA

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1003NB

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1004NB

［¥ 89,000＋□¥ 8 0 0 ］ P0017E1010

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1001NA

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1011NA

［¥ 98,000＋□¥2,400 ］ P0017E1003NB

［¥118,000＋□¥2,800 ］ P0017E1012NB
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BASE KIT カーライフをサポートする基本アイテムをリーズナブルにご提供するベースキットをご用意しています。

◆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。SAA

撮影車は他車種
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

SAA 撥水ワイパー替えゴム
□運転席 ¥2,134＊ ［¥1,540＋□¥400］ SAA302DW65　□助手席 ¥1,892＊ ［¥1,320＋□¥400］ SAA302DW40　　　　　 

SAA 撥水ウィンターブレード
□運転席 ¥5,500＊ ［¥5,000］ SAA301DW65　□助手席 ¥3,465＊ ［¥3,150］ SAA301DW40　　　　　 
●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。
＊専用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。
※画像は他車種、撥水ワイパー替えゴム装着時のイメージです。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。

□SAA ステアリングロック　¥12,650
［¥11,500］ SAA3230030
●本革にオレンジのステッチがスタイリッシュな、SUBARUロゴのリフレクター付ステアリングロック。
付属キーでワンタッチ着脱できるので普段の乗降時も使いやすく、夜間はもちろん、レジャーやお買い物で長時間クルマを離れる際も安心です。

□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。

□ウルトラグラスコーティング T-Fine
●ユーザーメンテナンスキット付のスタンダードグラスコーティング。

□SUBARU Ｗダイヤモンド KeePer
●高密度ガラス被膜2層＋シミを防ぐレジン被膜。
洗車だけでノーメンテナンス光沢５年保証
（ヘッドランプ/ホイールは1年保証）のプレミアムグラスコーティング。

アウトドアやロングユースにも安心。 新車のうちにしっかりボディコート。 ▶品番・価格等は販売店にお問い合わせください（販売店施工）。

◆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。［P15参照］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。［P15参照］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。［P15参照］SAA

ナンバープレートベース ［P05］ ナンバープレートロック ［P05］ フロアカーペット ［P07］ トノカバー［P07］ ドアバイザー ［P05］ カーゴソフトトレーマット ［P07］
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www.subaru.jp

〒150-8554 　東京都渋谷区恵比寿1-20-8　エビススバルビル
（2022.10）

2022.10～




