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消耗品など
一部商品を除く

※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。

●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2015年6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。●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。

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）。

ユニークなオリジナルグッズが続々登場！

あなたの「あったらいいな」を募集中。SUBARUオンラインショップの新商品アイデア投稿フォームをご利用ください。

www.subaruonline.jpSUBARUオンラインショップ

www.subaru. jp
注文番号：b0111270

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（2015.06）

●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、AndroidTM搭載端末/Android OS 4.4以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。
●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。
●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。
●通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。 ●コンテンツは予告なく終了する場合があります。 
●App StoreはApple Inc.の商標です。 ●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

無料の専用アプリケーション「スバプリ」 を

App Storeまたは、Google Play より検索してダウンロード。

「スバプリ」 アイコンのあるページに端末をかざすと動画などのコンテンツがSTART。

「スバプリ」 を起動。

▲

▲

ス バ プ リ
スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。 

詳しくは  　  h t tp : / /www.subaru . jp/app l i / subappl i / index .html

▲

本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。
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スポーツカーを超えた存在感。プレミアムという言葉では語り尽くせぬ価値。

市販車のひとつの究極とも言えるパフォーマンスを、そして世界が追随する安全思想を、

端正な佇まいに包んで、あなたの生活の一部にする。W R Xと暮らすという贅沢に

ふさわしいアピアランスを、W R Xとともに開発された純正アクセサリーが完成します。

WRX 

appearance
0302

圧倒的な走りを予感させる、端正な佇まい。
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0504

いつでも意のままに操れるAWDハンドリングのように、あらゆる状況/操作にリニアに反応するナビゲーション。

路面の手触りまで伝わるドライビングフィールのように、息づかいまでクリアに再生されるドライビングミュージック。

路面のわずかな変化も捉えるWRXドライバー達の、研ぎ澄まされた感性に応えるために。

最新の純正デバイスが、走りだけではない、ドライバーズ・インターフェイスのすべてを磨きあげます。

WRX 

i n t e r f a c e

それもまた、ドライバーの感性に響くもの。
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■LEDアクセサリーライナー  ■LEDフォグランプ ■トランクリップスポイラー  ■トランクガーニッシュ（メッキ） ■エキゾーストフィニッシャー  ■18インチアルミホイール（ブルー/レッド）【p9】

■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 ■エアロスプラッシュ リヤ ■ドアバイザー（■LEDアクセサリーライナー）【p18-19 ベースキット】 ■STIフロント/サイド/リヤサイド/リヤ アンダースポイラー【P20-21 STIスタイル/パフォーマンスパッケージ】 ■STI 17/18インチアルミホイール【p22】

シルバー ガンメタ ブラック

■ドアミラーカバー   ¥14,926
　（サテンメッキは ¥46,440） ■ドアハンドル（メッキ） ¥35,424

■シャークフィンアンテナ  ¥18,468
　〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車〉

■ボディサイドモールディング  ￥22,680

 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。 プライスシート P02 参照

Photo:WRX S4 EyeSight ベースキット、ドアバイザー、LEDフォグランプ、トランクリップスポイラー、ドアミラーカバー、ドアハンドル（メッキ）、
シャークフィンアンテナ、18インチアルミホイール（レッド）、ボディサイドモールディング、STIパフォーマンスパッケージ装着車

0706

車両同時開発ならではのスペシャルなフィッティング。WRX純正エクステリア。

＊標準装備品の別カラーを選択可。 

EXTERIOR

WRX S4/STI
Accessories
SUBARU GENUINE QUALITY

C M Y B 60
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■LEDアクセサリーライナー  ¥48,600

艶やかな黒の専用フォグカバーとクリアフィンに、4連LEDが映える。
WRX専用にデザインされたアクセサリーライナー。

■LEDフォグランプ ￥43,200

ポジショニングランプ、アクセサリーライナーに加え、
フォグランプもLED化。
フロント周りをLEDでコーディネイトできる。
＊発光色は他のLED灯火類とも異なります。

■18インチアルミホイール（ブルー／レッド）
　￥144,720／4本  〈S4〉

青または赤の真円ラインが、
ひと味違うWRXを演出。
有機的なラインのユーロテイスト大径ホイール。

■エキゾーストフィニッシャー  ¥33,480 

4本出しマフラーの光沢を引き立てる、
ステンレスフィニッシャー。

■トランクリップスポイラー  ¥59,400 
　〈他のトランクスポイラー類と共着不可〉

■トランクガーニッシュ（メッキ） ¥16,200  

プレミアムスポーツセダンにふさわしい
端正なリヤビューを完成させる、純正スポイラー&ガーニッシュ。

 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。 プライスシート P02 参照 0908

designed for WRX EXTERIOR
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 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。 プライスシート P03 参照

■STIシフトノブ（CVT）  ¥24,840〈S4〉

究極の走りをCVTで操る歓び。
グリップ部にパンチングレザーを配した2種類の本革による、
吸いつくような手触りと確かなグリップ感が魅力。

■カーボン調パネル  
　コンソール／前後ドア【p11】
＊写真はコンソール

■カーボン調パネル  
　コンソール  ¥21,600／前後ドア ¥27,000
　パネルキット   コンソール＋前後ドア ¥42,120
　〈コンソールとキットはS4〉

標準インパネと同じカーボングラフィックでキャビンを統一。
WRX専用ビルトインSDナビのフロントパネルともコーディネイトしている。
＊写真は前後ドア

■サイドシルプレート  ¥17,280 

仕立てのいいジャケットの裏地のように、ドアを開けると現れるステンレスの質感とSUBARUの刻印。
乗降時にさりげなくボディを守る前後席プレート。

1110

■ピアノブラック調パネル  
　インパネ ¥20,520／コンソール  ¥21,600／前後ドア ¥27,000
　パネルキット   インパネ＋コンソール＋前後ドア ¥63,720／
　コンソール＋前後ドア ¥42,120
　  〈コンソールとキットはS4〉

艶やかな光沢を湛えた漆黒のアピアランスが、WRXインテリアの印象を変える。
コクピット&キャビンのピアノブラック調パネル。 
＊写真はインパネ

INTERIORtailored by SUBARU
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 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。★印の用品をどれか1つでも装着する場合、装着個数を問わず、 のれんわけハーネスⅤ（ディーラーOPナビ取付キットには同梱）¥2,160が車両1台につき1個必要。 プライスシート P03 参照

■ピアノブラック調パネル コンソール【p10】■ピアノブラック調パネル  前後ドア【p10】

■STIシフトノブ（CV T）【p10】 ■STIシフトノブ（6MT）（アルミ&本革 /ジュラコン）【p22】

■パワーコンセント  ￥25,920
〈STIはセンターコンソールイルミネーションと共着不可〉

■シガーライターキット  ￥4,320

■センターコンソールトレー  ￥5,400 ■クリーンボックス ￥9,720

■トランクマット  ￥11,880

■フロアカーペット（S4/STI）
　【p19ベースキット】

■センターコンソールイルミネーション ¥23,220★ 〈STIはパワーコンセントと共着不可〉■フットランプ（ブルー/アンバー・前後席４ヵ所） ¥24,840★

走りに集中できる、洗練された操作系とユーティリティ。

心地よい疲れを癒す、ゆき届いたホスピタリティ。

SUBARUが仕立てた純正インテリアが、

あなたの生活にWRXをフィッティングします。

1312

圧倒的なパフォーマンスを、心地よく身にまとう。 WRX純正インテリア。

写真はS4
（STIは左右センターに装着）。

ドアを開けると明るいブルー、
走行中は穏やかなアンバーで点灯するLEDランプ。

ドリンクホルダーと
コンソールボックスを照らすブルーLED。

■オールウェザーシートカバー フロント1脚分 ¥13,500/リヤ ¥18,360、■パートナーズカバー ¥20,520 もご用意しています。

■エアコンフィルター ￥4,104
　（抗アレルゲンは ￥7,344）  （工賃別）
標準装備タイプのほか抗アレルゲンタイプも用意。
1年または12,000kmごとの交換をおすすめします。

4
（工賃別）
イプも用意。
すめします

■トレーマットセット 
　￥14,580
前後席フロアにぴったりフィットする
純正設計の5枚セットで、
効果的に水漏れを抑えます。
＊他のマット類と重ねての使用は不可。

INTERIOR
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■パナソニック ビルトインSDナビ  ¥264,816

目線移動を抑えつつ、前方視界も遮らない、

車両同時開発ならではの視認性を備えたマルチファンクションディスプレイに、

分岐直前案内やITSスポット情報まで、いま欲しい情報だけを抽出表示できる、

WR X専用パナソニック ビルトインSDナビ。

フラッシュメモリードライブの素早いレスポンス、

運転中のブラインド操作にも対応するタブレット感覚のタッチパネル、

そしてWR Xのステアリング/インパネに形状・質感をフィットさせた、

AVリモコン/カーボン調フロントパネルの操作性も、

唯一の専用ナビのアドバンテージです。

※一部機能はオプション。

 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。※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。 プライスシート P04 参照

詳しくはナビ&オーディオカタログをご覧ください。

www.subaru.jp/accessory/sound/index.htmlSUBARU  PREMIUM SOUND

1514

情報抽出、目線移動、操作性―スポーツカーの計器としてデザインされた唯一の専用ナビ。

■SonicDesign スピーカーセット
　フロント（2スピーカー＋2ツィーター） ¥69,768＊

　リヤ（2スピーカー）¥49,680
　フロント＆リヤ（4スピーカー＋2ツィーター） ¥119,448＊

　〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車〉
　＊WRX STIは タッピングスクリュー 4個 計￥130が別途必要。

■carrozzeriaスピーカーセット フロント ¥54,540＊

　〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車〉
　＊WRX STIは タッピングスクリュー 4個 計￥130が別途必要。

■DIATONEスピーカーセット（G50） フロント ¥174,960／リヤ ¥93,420
　〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車〉

■DIATONEスピーカーセット（G20） フロント ¥70,200／リヤ ¥45,684 
　〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車〉

クルマのキャビン容積に対してサイズを最適化されたマイクロスピーカーを、車両専用設計の独立エンクロージャーに封じ込め、

ドアパネルの共振や音漏れを抑止。従来のデッドニングとは発想の違う構造が、小口径・低慣性コーンのリニアなレスポンスとともに、

かつてなくクリアな響きを実現しました。振動を封じ込め、純粋に、音だけを放つ。カースピーカーだから実現できたクリアサウンドが、

ボーカルの息づかいからギターの弦のこすれまで、今まで埋もれていたすべての音をキャビンに解き放ちます。

振動を封じ込め、純粋に、音だけを放つ。
カースピーカーだけのクリアサウンド。

耳の高さに近く、指向性にも優れたツィーターが、中音域までカバーすることで、

ヴォーカルをはじめ、音楽のコアであるミッドレンジの音像を、より明確に定位。

そして、ハイブリッド高比重メタル素材で共振を制御するインナーバッフルでマウントされた、

17cmウーファーの淀みない低音。

素材・形状からクロスオーバー設定にまで貫かれた「Open&Smooth」コンセプトが、

セパレートスピーカーならではの際立ったハイ&ローはそのままに、

クルマという厳しい音環境のなかで埋もれていた「音の中心」を、

鮮やかにキャビンに描き出します。

人の声が、音の中心が甦る。
鮮やかに像を結ぶミッドレンジ。

金属より硬く軽いカーボンナノチューブの極細繊維を、まるで紙漉きのように、特殊樹脂に漉きこむ事で、

最新金属コーンの伝播速度と、伝統的な紙コーンの減衰特性をともに獲得。

鋭くレスポンスする高音と、減衰の効いた歯切れのいい低音。そのワイドな適応レンジと、樹脂成型ならではの形状最適化が、

ツィーターとスピーカーの素材統一による、全域にわたる音の統一感も実現しました。

リアルな再生という言葉では語りきれない、高度にバランスされた超広域ナチュラルトーンが、

その曲に託された空気感そして世界観をリアルに再現します。

その超広域ナチュラルトーンを可能にしたのは、カーボンナノチューブ。

WRX LIFEWRX LIFE
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※ビルトインSDナビ以外のナビに、ディスプレイコーナーセンサーとリヤビューカメラを同時接続する場合、接近距離表示の視認性確保のため、ガイドライン表示は消しての使用となります。

■ドアエッジモール  ￥3,456
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（ホワイト、シルバー、ダークシルバー、
  ブラック、レッドマイカ、ダークグリーン、ブルー、ダークブルー）。

■消棒RESCUE（簡易消火具／ホルダー付） 
　￥6,480
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。

■ウインターブレード  運転席 ￥6,480／
　 助手席 ￥2,592／リヤ ￥5,400
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。

■スプリングチェーン
　S4 ¥29,160／STI ¥37,476
＊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。
＊ケ－ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。

■ホイールロックセット 
　￥7,560
目を引く大径ホイールもしっかり守る、
マックガード社製防犯ナット。
【p18-19 ベースキットに含まれます】

■ISO FIXチャイルドシート  ￥84,240

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。

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。

■ユニバーサルチャイルドシート／
　ジュニアシート  
　￥38,880／￥34,560

■キーレスアクセスアップグレード  ￥31,104
　〈S4〉 ＊アクセスキーは標準装備品を使用。

 

標準装備のアクセスキーで、クルマの外からエンジン&エアコンを
始動。いつでも快適に乗車できる近距離エンジンスターター。
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  ¥74,520
　〈S4〉

 

外に停めてあるクルマのエンジン&エアコンをリモコンで始動して
おけば、炎天下や寒空でも乗車時には快適温度に。始動/停止はメロ
ディとLEDで確認でき、暖気時間は10分、20分から選択できます。

■セキュリティインパクトセンサー  ￥17,280
車体の振動・衝撃を感知し、ホーンとウインカーで警告します。 ■ボディカバー（ノーマル用/大型リヤスポイラー用）  ￥28,080

大型リヤスポイラー用も用意。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。 
＊ポリエステル製。 ＊トランクリップスポイラー装着車はノーマル用を使用。

写真はシルバー

■SUBARUホーン  ￥10,800
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。

1716

世界をリードする安全思想が、さらにバージョンアップする。

 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。※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。 プライスシート P04-05 参照

■パナソニック ビルトインSDナビ（WRX）
  ¥264,816
「次の分岐をどちらに曲がるのか」のような、今この瞬間に
欲しい情報だけを、マルチファンクションディスプレイ専用に
開発されたグラフィックで抽出表示。分岐/合流、IC/PA/SA、
速度規制などのリアルタイム情報が、最低限の目線移動で
瞬時に把握できます。
WRXのインパネと同じカーボン調のフロントパネルを採用し、
ITSなど最新インフラにも対応します。

＊ディーラーOP ナビ/ オーディオ非装着車は ETC 接続コードA ¥2,160 が別途必要。 ＊ナビやマルチファンクションディスプレイとの接続はで
きません。 ＊手動記録はできません（常時記録／イベント記録から追ってパソコン等で抜粋保存は可）。 ※GoogleマップおよびGoogle Earth 
は、Google Inc. の商標または登録商標です。

■パナソニック ITS車載器キット（DSRC）
 ￥47,304
〈ディーラーOPのパナソニック／ケンウッドナビ装着車〉

高速道など全国1,600ヵ所におよぶ ITSスポット通過時に、
進行方向の直前～長距離情報を選択的に大量取得。首都高
ブラインドコーナー先の落下物から、「中央道と第二東名の
どちらが早いか」といった遠方の渋滞情報まで、ナビゲートに
活用できます。ナビ連動ETC機能もスマートにインクルード
され、ビルトインSDナビと組み合わせれば、
ETCゲート直前情報などのマルチファンク
ションディスプレイ抽出表示も可能です。
＊カロッツェリア／DIATONEナビ用はナビ＆オーディオ
  カタログをご覧ください。

■ディスプレイコーナーセンサー  ￥78,840＊
〈アドバンスドセイフティパッケージ車はディーラーOPナビ装着車のみ〉

前後6つのセンサーが、周囲の障害物をしっかり感知。ブザーに
加え、マルチファンクションディスプレイ（アドバンスドセイフティ
パッケージ車はナビ）にわかりやすくグラフィック表示します。
＊アドバンスドセイフティパッケージ車は ナビ接続キット￥3,240 が、リヤビューカメラ
  同時接続時はさらにリヤビューカメラ変換ケーブル ¥3,240 が別途必要。
＊DIATONEナビにディスプレイコーナーセンサー
  （アドバンスドセイフティパッケージ車のみ）、リヤビューカメラ、
  およびそれらを同時接続する場合、
  カメラ接続ケーブル ¥1,620 が別途計1本必要。
※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SDナビ除く）。

センサー本体は5 色から選べます（ボディ同色ではありませ
ん）。お手頃なフロント2 センサー、リヤ2 センサー、4コーナー
センサー、バック4センサーもご用意しています。詳しくはナビ
&オーディオカタログをご覧ください。

■リヤビューカメラ（C-MOS） ￥34,560＊

〈ディーラーOPナビ装着車〉

バックギアに入れると、後方をナビ画面に表示。画像反転機能で
バックミラー感覚の後方確認ができます。
＊DIATONEナビにディスプレイコーナーセンサー
  （アドバンスドセイフティパッケージ車のみ）、リヤビューカメラ、
  およびそれらを同時接続する場合、
  カメラ接続ケーブル ¥1,620 が別途計1本必要。

■ドアミラーオートシステム  ￥15,120
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。

乗降シーン動画をご覧ください。

センサーは
マルチファンクション
ディスプレイに、
カメラはナビに接続

センサー／カメラともナビに接続。
■アドバンスドセイフティ
　パッケージの
　サイドビューモニター
　（写真のマルチファンクション
　ディスプレイ画面）との
　同時チェックも可能です。

▲センサー＆カメラ共着（後退）時（各センサーへの接近距離を数値のみ表示）

◀センサー単独装着時
◀センサー＆カメラ共着（前進）時

カメラ単独装着時▶

ディスプレイコーナーセンサー＆リヤビューカメラ
（アドバンスドセイフティパッケージ車）

ディスプレイコーナーセンサー＆リヤビューカメラ
（アドバンスドセイフティパッケージ非装着車）ITSスポット対応（DSRC）ツインディスプレイ・ナビゲーション

GPS内蔵＆Googleマップ/
Google Earth対応だから、
場所や走行軌跡も
パソコンでしっかり確認。

MP4のmicroSDビデオだから、
スマホで観たり
SNS/動画サイトへの
アップもかんたん。

■ドライブレコーダー ¥54,864＊

3つの前方カメラを持つアドバンスドセイフティパッケージ車にも
装着できる小型カメラ別体式。耐久性が高いうえ夜間や逆光にも
強く、LEDの信号機やテールランプもより正確に捉えます。万一
の事故映像だけでなく、ワインディングで車載カメラ感覚で使っ
たり、カメラが間に合わない通りすがりのレア映像も押えられ、
SNS や動画サイト などへのアップも容易です。

撮影車はレヴォーグ

サポートレッグ付ISO FIXチャイルドシートの
着脱動画をご覧ください。

ノーマルのホーンサウンドと比較できます。

2画面ナビのシミュレーション動画をご覧ください。

警報作動シーンをご覧ください。

CHILD SEAT

WRX LIFE
ページ全体を写してください。
（コンテンツ映像はレヴォーグで撮影）
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 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。 プライスシート P06 参照 1918

マストアイテムがスタイリッシュに揃う。W R X純正ベースキット。

Photo:左／WRX S4 EyeSight ベースキット、トランクリップスポイラー、トランクガーニッシュ（メッキ）、エキゾーストフィニッシャー、ドアミラーカバー、ドアハンドル（メッキ）、
シャークフィンアンテナ、ボディサイドモールディング、18インチアルミホイール（レッド）、STIサイドスポイラー、STIリヤスポイラー装着車

　　　   右／WRX STI ベースキット、ドアバイザー、STI18インチアルミホイール、ドアミラーカバー、ドアハンドル（メッキ）、ボディサイドモールディング、STIパフォーマンスパッケージ装着車

WRX S4/STI
Accessories
SUBARU GENUINE QUALITY

WRX S4

STIリヤサイドアンダースポイラー装着車

ベースキット
フロア
カーペット

S4

S4

エアロスプラッシュ
リヤ

ドア
バイザー

ナンバープレート
ロック

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

S4

ホイール
ロックセット

¥103,140 
¥120,420 
¥136,620

キット価格

¥108,540
¥130,140
¥148,500

単品合計価格

■カラードナンバープレートベース  ¥12,960 ■ナンバープレートロック  ¥3,240 ■ エアロスプラッシュ リヤ  ¥21,600
　　〈STIリヤサイドアンダースポイラーと共着不可〉

 

■ ホイールロックセット  ¥7,560 ■ LEDアクセサリーライナー  ¥48,600 ■フロアカーペット（S4/STI） ¥36,180   ＊他のマット類と重ねての使用は不可。 ■  ドアバイザー  ¥18,360 

BASE KIT

WRX STI

STIリヤサイドアンダースポイラー装着車

ベースキット
フロア
カーペット

STI

STI

エアロスプラッシュ
リヤ

ドア
バイザー

ナンバープレート
ロック

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

STI

ホイール
ロックセット

¥103,140 
¥120,420 
¥136,620

キット価格

¥108,540
¥130,140
¥148,500

単品合計価格

C M Y B 60
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 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。 プライスシート P07 参照 2120

ST Iが目指したふたつの理想、エアロスタビリティとフレキシビリティをひとつに。

STI PERFORMANCE PACKAGE

■STIフロント／サイド／リヤサイド／リヤ  アンダースポイラー   ￥48,600／￥68,040／¥44,280／￥46,440　◆STIスカートリップ  ￥15,120　
〈リヤサイドはエアロスプラッシュ リヤと共着不可。スカートリップはフロントアンダースポイラー装着車用  〉  ＊装着部地上高と車両全長は別紙プライスシート参照。

STIパフォーマンスパッケージ特典 
非売品
STI Performanceエンブレム
（工賃¥3,240・サイド×2、リヤ×1）

リヤサイドまで含め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。車両同時開発や風洞実験など、
ワークスファクトリーならではのアプローチが実現した車体トータルの空力安定性は、ハイウェイやセカンダリーロードで誰もが実感できるレベルに達している。

◆STIフレキシブルタワーバー   ￥35,640　◆STIフレキシブルドロースティフナー   ￥64,800（S4は ￥33,480）

タワーバー中央は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、内蔵スプリングがあらかじめ引き締めテンションを掛け、ボディが唐突にたわむヒステリシスを抑止。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。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、ボディ剛性コントロールの進化を体感できるだろう。

◆印のSTIパーツにSUBARU純正保証はありません。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、富士重工業㈱の車両クレームと車両保証の対象外となります。価格・品番・注意事項など詳しくは販売店にお問い合わせください。

STI パフォーマンスパッケージ Photo:WRX STI ベースキット、ドアバイザー、LEDフォグランプ、STI 18インチアルミホイール、
ドアミラーカバー、ドアハンドル（メッキ）、ボディサイドモールディング、STIパフォーマンスパッケージ装着車単品合計価格＊ ¥322,920（S4は ¥291,600）   パッケージ価格 ¥297,756（S4は ¥270,972）

［フロント／サイド／リヤサイド／リヤ  アンダースポイラー］

［フロント／サイド／リヤサイド／リヤ  アンダースポイラー  ＋ 
 STIスカートリップ ＋ STIフレキシブルタワーバー  ＋ STIフレキシブルドロースティフナー］

ワークステクノロジーが磨いた空力安定性を体感するフルエアロ。

STI STYLE PACKAGE

単品合計価格 ￥207,360   パッケージ価格 ¥189,000STI スタイルパッケージ

S4用（1本タイプ・写真はレヴォーグ） STI用（2本タイプ）

W R Xを知り尽くしたワークスファクトリーが、
稀有な走りの才能を引きだす。

＊アンダースポイラー4点をSTIスタイルパッケージで購入した場合の通常合計価格は￥304,560（S4は¥273,240）、いずれも特典エンブレムは含みません。

WRX S4/STI
Sportparts
STI WORKS PERFORMANCE

C M Y B 60
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2322 ※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。 車種・グレード・共着品による価格の違い、保証内容、注意事項について、必ず別紙プライスシートをご確認ください。 プライスシート P07 参照

www.sti.jp

■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 
お客様窓口  TEL0422‐33‐7848まで  受付時間：10：00～17：00（平日）

掲載商品の他にも豊富に取り揃えています。
店頭カタログまたはホームページをぜひご覧ください。
●別途取寄せ料金が掛かる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

GTチームジャケット
ステアリング操作を妨げない立体裁断「ドライビングカット」や、通気性の確保など、
ドライビングに集中するためのデザインを随所に採用。

STI ドライビングサングラス 
lens by TALEX

軽くしなやかなフィッティングで、
ロングツーリングも快適な
βチタン素材のSTIオリジナルフレーム。
偏光レンズには効果的に雑光を
カットするTALEX 社製「トゥルービュー®」を
採用し、ドライビング中の目まぐるしい
外光変化にも安定した視認性を提供する。

STIチームキャップ STIメカニックグローブ STIキーホルダー（本革） ステアリングカバー付サンシェード

STI COLLECTION ドライビングは、フィジカルスポーツでもある。

ブラックガンメタシルバー

写真のジョイントコンプルは含まれません。

PHOTO：18インチ

WRX SPORT PARTS

■STIシフトノブ（6MT）（アルミ&本革／ジュラコン®） ¥16,740／¥9,180 〈S4除く〉
    ＊「ジュラコン®」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国における登録商標です。　

■STIギヤシフトレバー（6MT） ¥45,360＊ 〈S4除く〉 
    ＊排気系のガスケット交換が別途必要。詳しくは販売店にお問い合わせください。 
    ＊ストローク前後とも4㎜短縮。

■STIシフトノブ（CV T） ¥24,840
〈S4〉 【p10】

専用ビルトインナビも安心して使いこなせる、ナビ液晶保護フィルム。

最も路面を選ばないハイパフォーマンスカーとして、スタッドレスにも対応する17インチホイール。

安全思想でも世界をリードするAWDスポーツの身嗜み、メンテナンス＆エマージェンシーツール。

続々登場するSAAガジェットが、WRXライフの安心と愉しさを広げます。

詳しくは公式サイトをご覧ください。 www.e-SAA.co.jp

センシティブタッチなアルミ素材にパンチングレザーを組み合わせ、重量も最適化。6速のシフトフィールを堪能できるSTIシフトノブ。
6速を意識せず、クロスミッションらしく自然にトルクバンドをキープし、走りに集中したいなら、
レーシングユースの定番ジュラコン®シフトノブや、6速クロスレシオを手首の返しで操れるギヤシフトレバーも試したい。

◆STIエアクリーナーエレメント

◆STIスポーツオイルフィルター   

◆STIオイルフィラーキャップ

◆STIラジエーターキャップ　  　

◆STIバッテリーホルダー

◆STIホイールナットセット　

◆STIバルブキャップセット

高回転域の負圧を想定した高剛性エアクリーナー、高温・高圧オイルに対処するスポーツオイルフィルター、
グローブやホイールレンチでも外せるオイルフィラーキャップ、開弁圧を標準の1 .1barから1 .3barに高めたラジエーターキャップなど、
WRXの名に恥じないハードドライビング用パーツの数々。
フレキシブルタワーバーをデフォルメしたユニークなバッテリーホルダーや、
ホイールをさりげなくデコレートするナット/バルブキャップなどとともに、スポーツカーらしいディテールへのこだわりも満たしてくれる。

■STI 17インチアルミホイール（シルバー／ガンメタ／ブラック） ¥183,600／4本  〈S4〉

■STI 18インチアルミホイール（シルバー／ガンメタ／ブラック） ¥196,560／4本

リムにスピニング工法を用いた、定番の軽量アルミ鋳造ホイール。

価格を掲載していない商品については、STI公式サイト www.sti.jp またはオンラインショップ www.subaruonline.jp で紹介しています。詳しくは販売店にお問い合わせください。
　印のSTIパーツにSUBARU純正保証はありません。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、富士重工業㈱の車両クレームと車両保証の対象外となります。価格・品番・注意事項など詳しくは販売店にお問い合わせください。◆◆
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