
注文番号：ｂ0111247

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）。

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（2015.10）

2015.10~

消耗品など
一部商品を除く

●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。

※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。●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。

A C C E S S O R I E S
w w w.s u b a r u. j p / a c c e s s o r y

S P O R T  H Y B R I D専用の
STYLE-Sパッケージ、ベースキッ
ト、LEDアクセサリーライナーは
専用パンフレットをご覧ください。

アウトドアで、家で。
チタンと美濃焼が選べる。
チタン製 / 陶製
マグカップ

快適チェアを
軽量コンパクトにパッキング。
ヘリノックスチェア

使わない時は
ショルダーバックサイズに。
氷点下
ハイパークーラーBOX

靴職人の技が光る
「ネグローニ」ブランド。
ドライビングシューズ

スマホが持ちやすく落としにくい。
フィンガーリングストラップ

カーボン×アルミでiPhoneを守る。
HYBRID バンパー（iPhone6/6Plus）

ロングツーリングにも最適の
軽さとフィット感。レンズbyTALEX。
SUBARUドライビングサングラス

SUBARUのある生活を、
もっと愉しむ。

SUBARU
Original goods

モータースポーツマインドが、
毎日を彩る。

STI
Collection

あなたの「あったらいいな」を募集中。

SUBARU
ONLINE SHOP 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.jp
ユニークなオリジナルグッズが
続々登場！ 

クーラーBOX

スポーツドライビングのために。レンズbyTALEX。
STIドライビングサングラス

運転しやすい
ドライビングカットデザイン。
ライトブルゾン 

人気STIパーツのシルエットをあしらった。
フリースブランケット&ケース 

エアバッグをリサイクルした
メッセンジャーバッグ。
Airbagバッグ 
STIバージョン 

レースメカニック姿を
デフォルメした幼児服。
ベビーカバーオール&スタイ

眼鏡やサングラスも
掛けやすい独自形状。
チームキャップ

夏の駐車で、
車内やハンドルが
熱くなりにくい。
ステアリングカバー付サンシェード



SPORT HYBRID専用の
STYLE-Sパッケージ、ベースキット、LEDアクセサリーライナーは
専用パンフレットをご覧ください。
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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 P02 参照 0504

フロントグリル　¥33,480

フロントフェイスの印象を大きく変える、
ボディ同色に縁取られたクールなブラックメッシュグリル。

ハロゲンフォグランプ（クリア）　¥32,400＊ ハロゲンフォグランプ（イエロー）　¥36,720＊ 
省電力で明るく、アクセサリーライナーとも
LEDでコーディネイトできます。

クリアとイエローが選べるハイワッテージバルブ。

フロントバンパースカート　¥41,040 〈＊ハイブリッド用は専用パンフレット参照〉

左右セパレートの軽快エアロ。ボディ同色バンパースカート。
STIフロントアンダースポイラーと共着不可。

ボディサイドモールディング　￥22,680

開閉時にドアパネルをさりげなくガードする、ボディ同色モールディング。
ドアアンダーガーニッシュ（メッキ）　¥35,640

前後ドアアンダーをスマートにカバーする、新しい印象のメッキパーツ。

f ront  /  s ide
クルマらしさが個性、インプレッサの新しい顔。

点灯時 点灯時 点灯時

LEDアクセサリーライナー　￥49,680 〈1.6iを除く ＊ハイブリッド用は専用パンフレット参照〉

フロントのL字アクセント全体を光らせる、インプレッサの新しいフェイスアイコン。
ベースキット【p21】でも購入可。

＊フォグランプ非装着車は別売取付品が必要。詳しくは販売店にお問い合わせください。 LEDフォグランプ   ¥45,360＊

ベースキットなら
お買い得！



 ※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 0706

ルーフスポイラー　￥51,840 〈G4とルーフエンドスポイラー車を除く〉 ＊STIリヤルーフスポイラーと共着不可。

標準スポイラー&ハイマウントストップランプに追加する、立体的な造形の大型スポイラー。
ベースキット【p21】でも購入可。

ターンランプ付ドアミラー  ¥36,720
（ヒーテッドドアミラー車は  ¥37,800） 
〈LEDサイドターンランプ非装着車〉

カーゴステップパネル　￥12,960 〈G4を除く〉

積み降ろし時にバンパー塗装面を守り、
ヘビーデューティなリヤビューも演出するステンレスパネル。

トランクガーニッシュ（メッキ）　¥16,200 〈G4〉

テールパイプカッター（G4）　¥4,817  
〈G4のテールパイプカッター非装着車〉

セダンスタイリングのマストアイテム。スマートな純正スポイラー。
ハイマウントストップランプ付。
トランクスポイラーセット　￥54,000 〈トランクリップスポイラー車を除くG4〉 

ドアハンドル（メッキ）　¥23,760
（キーレスアクセス車は ¥35,424）

ドアハンドルプロテクター（メッキ）　¥14,580

サイドストレーキ　¥18,360 〈ハイブリッドを除くSグレード〉

エアロスプラッシュとデザインバランスのいい、
サイドビューを引き締めるストレーキ。

ボディ同色のスマートなエアロルーフアンテナ。

s ide  /  re a r
颯爽と走り去る、インプレッサの後ろ姿。

シャークフィンアンテナ ¥21,600 
〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車用〉



 ※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。

シフトパネル（アルミ調） 
￥11,880 〈Sグレード除くCVT車（シフトブーツ非装着車）〉

パワーウインドゥスイッチパネル（アルミ調） 
￥25,920

Alumi  ha i r l i ne

プライスシート P03 参照 0908

Cockpit 希少なバーズアイメイプルの木目を、
鮮やかに再現した樹脂パネル。
インパネ・シフトカバー・ドアを
ウッディインテリア調に揃えることもできます。

インパネパネル（木目調） ￥18,360/左右セット
シフトパネル（木目調） ￥10,800
〈Sグレード除くCVT車（シフトブーツ非装着車）〉

パワーウインドゥスイッチパネル（木目調） ￥23,760

Wood gra in

クールなカーボンメッシュの
グラフィックパターンを
樹脂パネル上に高精度に再現。
コクピット全体をスポーティに引き締めます。

インパネパネル（カーボン調） ￥18,360/左右セット
シフトパネル（カーボン調） ￥10,800
〈Sグレード除くCVT車（シフトブーツ非装着車）〉

パワーウインドゥスイッチパネル（カーボン調） ￥23,760

Carbon  mesh

艶やかな光沢を湛えた、漆黒のアピアランス。
クールな中にも独特の高級感がある
ピアノブラック調パネルで、
インパネから後席までキャビン全周を統一できます。

インパネパネル（ピアノブラック調） ￥23,760/左右セット
シフトパネル（ピアノブラック調） ￥11,880 
〈Sグレード除くCVT車（シフトブーツ非装着車）〉

パワーウインドゥスイッチパネル（ピアノブラック調） ￥25,920

P iano  b lack

シフトカバー&ドアパネルに
ピンポイントで効かせる金属的な輝き。
ヘアラインを刻んだアルミの質感を、
特殊成形の樹脂パネルで再現しています。

インプレッサとの対話を深める、乗る人のための美しさ。

P H O T O：G 4　ベースキット・インパネパネル（ピアノブラック調）・シフトパネル&パワーウインドゥスイッチパネル（アルミ調）・スエード調フルシートカバー（グレー）・サイドシルプレート・パナソニック  ビルトインSDナビ・ステアリングリモコン装着車



 ※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 1110

柔らかいバックスキンのような、スエード調の肌ざわり。落ちついた色あいのグレーと、鮮やかなツートーンのオレンジが選べます。

スエード調フルシートカバー（グレー）　￥58,320　〈本革シート車を除く〉 スエード調フルシートカバー（オレンジ）　￥58,320　〈本革シート車を除く〉

いつでも、くつろげる場所がある。C a b i n

ハーフカバー　￥17,820

交換や洗濯もしやすい、レース編みのハーフカバー。

センターコンソールトレー　￥5,400

携帯電話やポータブルプレーヤーにちょうどいい着脱トレー。
接続コードを通せるスリット付。

シガーライターキット　￥4,320

運転中にライターを探さずに済む安心アイテム。
アクセサリーソケットとしても使用できます。

クリーンボックス　￥9,720

運転席からもワンタッチで開閉できる、
スマートなデザインの助手席クリーンボックス。着脱式でゴミ捨ても容易です。

フロアカーペット（ラグジュアリー／ベーシック） ￥38,340／￥27,540　＊他のマット類と重ねての使用は不可。

ズレにくい２点留めブラケットのSUBARUオーナメント付カーペット。
ラグジュアリーは高密度に織り込んだ生地を、ベーシックは運転席ヒールパッドを採用。

写真はレヴォーグ。

パワーコンセント　¥25,920

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。

ラグジュアリー ベーシック



 ※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 P04 参照 1312

いつもより、多くの楽しみを載せて。

Cargo

Carrier

分割可倒リヤシートの背面から、積み降ろしで
傷つきやすいバンパーまでガードする撥水カバー。

オールウェザーカーゴカバー  ¥18,360 〈ハイブリッド除くSPORT〉
＊カーゴネット、カーゴルームトレー、カーゴマット、カーゴサイクルキャリアと共着不可。

カーゴルームトレー  ￥21,060（ハイブリッドは ¥22,140）
〈G4を除く〉 ＊カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴサイクル
キャリア、スペアホイールキットと共着不可。

防水性の高いトレー形状。分割可倒リヤシート対応で長尺物も運べます。

リヤハッチライト  ￥34,560 〈G4を除く〉

リヤゲートトリム一体のライトが、夜間の積み降ろしをサポートします。

トランクマット  ￥11,880 〈G4〉

トランクにもSUBARUオーナメント付カーペットを。
同じ柄のカーペット【p21】も用意しています。

前後のガイドパイプを倒せば長尺物も積載可能。ネットやクッションパッドも装着できます。

ルーフキャリアアタッチメント  ¥43,740 〈システムキャリアベース装着車用〉

カーゴステップパネル（ステンレス）  ￥12,960 〈G4を除く〉

積み降ろし時にバンパー塗装面を守り、
ヘビーデューティなリヤビューも演出するステンレスパネル。

カーゴネット  ￥6,480 〈ハイブリッド除くSPORT〉
＊オールウェザーカーゴカバーと共着不可。

スイッチ部

リヤゲートアシストハンドル  ￥6,264 〈G4を除く〉

女性や子供など、小柄な方もリヤゲートを
開閉しやすい親切アイテム。

プライバシーを保護し、荷物への直射日光も
さえぎるカーゴルームのマストアイテム。

トノカバー  ￥17,280 〈G4を除く〉

カーゴマット  ￥11,880 〈G4を除く〉
＊カーゴルームトレー、オールウェザーカーゴカバー、カーゴサイクルキャリアと共着不可。

カーゴルームにもSUBARUオーナメント付カーペットを。
同じ柄のカーペット【p21】も用意しています。 カーゴフック  ￥7,560 〈ハイブリッド除くSPORT〉

カーゴフロア後部にフックを２ヶ所追加します。

カーゴサイクルキャリア  ￥17,280 〈ハイブリッド除くSPORT〉
＊オールウェザーカーゴカバー、カーゴルームトレー、カーゴマット、スペア
ホイールキットと共着不可。

自転車を雨ざらしにせず運べる車内キャリア。

スキーアタッチメント  ¥27,000  〈システムキャリアベース装着車用〉
＊スキー板6セットorスノーボード4枚。

サイクルアタッチメント  ￥26,460  〈システムキャリアベース装着車用〉
＊自転車1台（サイクルアタッチメントは2基搭載可）。

サーフボードアタッチメント  ￥11,880  〈システムキャリアベース装着車用〉
＊サーフボード1枚

ルーフ&サーフクッションパッド　
¥6,696/前後2本　
〈ルーフキャリアアタッチメント装着車用〉

ルーフキャリアネット　¥4,104
〈ルーフキャリアアタッチメント装着車用〉

ルーフボックス（ブラック/シルバー）  ¥79,920 〈システムキャリアベース装着車用〉
＊スキー板6セットorスノーボード4枚（長さは1680mmまで）。

※各アタッチメント写真のシステムキャリアベース部分は他車種です。
※スキー、スノーボード、自転車の積載数は目安。種類・形状によって積載できない場合があります。※サイクル
キャリア類は主にスポーツバイク用。詳しい適合寸法や積載可能自転車は取扱説明書に記載。詳しくは販売店
にお問い合わせ下さい。※システムキャリアベースの最大積載重量内でご使用ください。※キャリア類装着時
は走行状況により風切り音が出たり、電波状態によりラジオが受信しにくい場合があります。

システムキャリアベースキット  ￥42,120 〈G4を除く〉

※ルーフレール車のルーフキャリア類は、
SUBARU XVシルバールーフレール車用をご使用ください。



装着部

 ※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 P05 参照 1514

バック感知範囲：
約150ｃｍ・水平約62°×垂直約32°

フロント／リヤコーナー感知範囲：
約60ｃｍ・水平約90°×垂直約60° 

バック感知範囲：
約150ｃｍ・水平約62°×垂直約32°

フロント／リヤコーナー感知範囲：
約60ｃｍ・水平約90°×垂直約60° 

前後6つのセンサーが周囲の障害物を捉え、ブザーと図形表示で知らせます。
マルチファンクションディスプレイ非装着車もディーラーOPナビ接続※が可能です。

ディスプレイコーナーセンサーキット　
マルチファンクションディスプレイ接続 ￥95,040＊★/ナビ接続 ￥95,040＊

〈マルチファンクションディスプレイ車またはディーラーOPナビ車〉
※接続先は購入時のみ選択可。
　ナビ接続は使用後一時的に現在位置がずれる事があります（ビルトインSDナビ除く）。
＊他のセンサー類、フェンダーコントロールと共着不可。

〈ディーラーOPナビ車またはマルチファンクションディスプレイ車〉
※接続先は購入時のみ選択可。

30万画素C-MOSカメラ
画角：水平約138°/垂直約108°

各写真の撮影車は他車種

リヤビューカメラ（C-MOS）
ナビ接続 ¥34,560＊/マルチファンクションディスプレイ接続 ¥37,800＊★

画像反転機能によりバックミラー感覚で後方確認。ディーラーOPナビ/ディスプレイ
オーディオ非装着車もマルチファンクションディスプレイ接続※が可能です。

コーナーセンサー（フロント2センサー）　¥45,360★
バックセンサー（リヤ4センサー）　¥64,800★
コーナーセンサー&バックセンサー　￥86,400★※
※インジケーター共用のため割安になります。
ただしバックセンサーに後日コーナーセンサー追加時は前後計￥87,480★となります。

〈ハイブリッドを除く〉 ＊他のセンサー類、フェンダーコントロールと共着不可。
フロント２センサー リヤ４センサー

インジケーター

インジケーター

フロント/リヤコーナー感知範囲　
約50ｃｍ×水平約120°×垂直約70°

ボイスコーナーセンサー（4コーナー）　¥70,200★
〈ハイブリッドを除く〉 ＊他のセンサー類と共着不可。　

インジケーター

ボイスコーナーセンサー用

インジケーター

★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。

※各種画面はハメコミ合成イメージ。自車体の映りこみ・画質・マーカー・注意文など画面表示の内容・有無はナビ・車種により異なります。※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。※カメラの映写範囲は限られています。またセンサーは感知範囲内でも各種条件により障害物を感知できない場合があります。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。※カーゴステップパネル等のバンパープロテクター装着車は、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。※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。

フェンダーコントロール（オート）  
¥28,080★
＊センサー類はボイスコーナーセンサーのみ共着可。

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。
イグニッション連動で自動で伸縮します。
夜間も見やすいLED付き。

取りまわしもスタイリッシュ。駐車の安心 ［ディスプレイコーナーセンサー&リヤビューカメラ駐車シーン］
ページ全体を写してください。

センサー本体は4色（ボイスコーナーセンサーは3色・右写真）から選べます。
ボディ同色ではありません。推奨ボディカラーは以下。
●ホワイト：クリスタルホワイト・パール
●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、ダークブルー・パール、
　　　　　クォーツブルー・パール
●シルバー：アイスシルバー・メタリック
●レ ッド：ヴェネチアンレッド・パール

車体の四隅への障害物の接近を、音声とインジケーターで知らせるお手頃なコーナーセンサー。
後方をカバーするリヤビューカメラとの共着がおすすめです。

ブザー（バックセンサー）とインジケーター点滅間隔で障害物の接近距離を知らせます。
フロント/リヤのみ購入し後日リヤ/フロント追加※も可能です。

＊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じ画面に接続する場合、およびDIATONEナビに接続
　する場合の価格は別紙プライスシート参照。
※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。

パナソニック ビルトインSDナビ
￥264,816
【ナビ&オーディオカタログ】

車両のマルチファンクションディスプレイとも連動し、

ナビ情報の抽出表示や

リヤビューカメラ＋ディスプレイコーナーセンサーの

同時チェックも可能。

ETC2.0にも対応でき、注目のDIATONE /carrozzeria 

高音質スピーカーもご用意しています。

先進のドライブアシストを、2つのディスプレイで使いこなす。
音響性能も進化したSUBARU専用ビルトインナビ。



　

 ※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

専用キーが無いと外すのが困難な、盗難防止用ボルト／ナット。

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 〈アルミホイール車〉

★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。

超音波セキュリティ  ¥54,000★
〈メーカーOPナビ車とキーレスアクセス車を除く〉
＊パドルランプと共着不可。

ドアの開閉などによる室内の空気の流れを
超音波レーダーが感知し、警報サイレンを鳴らします。
車上荒らし等への対応力も高めたセンサーです。
警告ステッカー付き。

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、警告ホーンを鳴らします。
車両の盗難警報装置との組み合わせで、幅広い盗難対応力を発揮します。

SUBARU ホーン  ¥10,800

400Hzと500Hzの渦巻き型ダブルホーン。存在感あるステレオホーンサウンドで、
セキュリティインパクトセンサーの効果も高めます。

超音波セキュリティ用警告ステッカー

スモールランプ点灯：アンバー ドア開閉：ブルー

キーレスアクセス車／ハイブリッド用

写真はシルバー
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身のこなし、軽やかに。乗降の安心 乗らない時の安心も。防犯の安心

ドアエッジモール  ￥3,456/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）。

ボディサイドモールディング　
￥22,680【p5】

開閉時にドアをさりげなくガードする
樹脂モール類。

乗降時にボディ塗装を保護。ブラックフィニッシュも選べるステンレスプレート。

サイドシルプレート（ブラック ¥12,960/シルバー ¥11,880）
＊前席２枚セット

ボディ塗装を爪から守るプロテクター。

ドアハンドルプロテクター（メッキ）　¥14,580

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。

ドアミラーオートシステム　¥15,120

●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。
●始動/停止はメロディとLEDで確認可。
●暖気時間は10分、20分から選択可。

ドア開錠時に足元を照らし、地面の凹凸や水たまりなどを
確認しやすくアウトドアでも便利。
アクセスキー使用の場合は近づくだけで点灯します。

パドルランプ　¥39,960★  〈ハイブリッド除くSグレード〉
＊超音波セキュリティと共着不可

スモールランプを点灯すると目に優しいアンバー、
ドアを開けると明るいブルーが点灯し前後フロアを照らします。

フットランプ　¥24,840★

リモコンエンジンスターター　¥81,000　（キーレスアクセス車は¥72,360、ハイブリッドは¥74,520 ）
〈アイドリングストップ車〉

アクセスキーは
商品に含まれません

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。
暖機時間は3分、10分、15分から選択できます。

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。
車両のキーレスアクセスや防犯/安全機能も活かせる、純正ならではの安心便利アイテムです。

キーレスアクセスアップグレードキット
（エンジンスタート機能） 
￥29,160（ハイブリッドは ¥31,104） 
〈キーレスアクセス付CVT車〉

［セキュリティインパクトセンサー作動シーン］
［SUBARUホーンサウンド比較］
ページ全体を写してください。

［ドアミラーオートシステム使用シーン］
ページ全体を写してください。

エンジン＆エアコンをあらかじめＯＮ！
＊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。

＊作動範囲はキーレスアクセスより狭くなるため、
通常のリモコンエンジンスターターのような
遠距離からの使用はできません。 ボディカバー（G4/SPORT） ￥21,600 〈システムキャリアベース車とG4のシャークフィンアンテナ車を除く〉＊ハイブリッドにも装着できます。

隙間やバタつきが少ない、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。



 ※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 P06-07 参照

ウインターブレード  
運転席 ￥6,480/助手席 ￥2,592/
リヤ ¥3,240（G4は ￥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。

撥水性のオールウェザーシートカバーは、シティユースにも違和感のないカジュアルな色調も魅力。
防水のトレーマットセットも組み合わせれば、アウトドアでのアクティビティをさらに高めます。

スプリングチェーン  
15インチ車用　¥26,460 〈195/65R15タイヤ用〉
16インチ車用 　¥29,160 〈205/55R16タイヤ用〉
17インチ車用 　¥29,160 〈205/50R17タイヤ用〉
ハイブリッド用 　¥34,560 〈215/50R17タイヤ用〉

着脱が簡単なケ－ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。

パートナーズカバー  ¥15,120
＊ISO FIXチャイルドシート、後席アームレストと同時使用不可

後席で愛犬がのびのびくつろげるシートカバー。
汚れにくい防水加工で、着脱も簡単なバックル留めです。

トレーマットセット   ¥14,580/1台分5枚
＊他のマット類と重ねての使用は不可

アウトドアはもちろん、雪国でも必須アイテムの防水マット。
トレー形状のため漏水しにくいのが特徴です。

PHOTO：イメージ
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どこへでも、安心して走っていける。走りの安心 クルマに乗る人のモラルです。万一の安心

エアロブレード　運転席 ￥4,320／助手席 ￥3,564
〈アイサイト車はver.2車（ハイブリッド）のみ〉

空力に優れたスマートなエアロフォルムで、雨の高速走行もクリアな視界。
全天候グランドツーリングのためのSUBARU純正ワイパーブレード。

〈本革シート車を除く〉　＊リヤはアームレスト使用不可

オールウェザーシートカバー（フロント１脚分） ¥11,340 オールウェザーシートカバー（リヤ） ¥18,360

標準ホイール&スタッドレスタイヤの
セットもご用意しています。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

アイサイトver.3対応ウインドゥ
撥水コート&専用撥水ワイパー
替えゴムもご用意しています。　
【P22】

スペアホイールキット  ￥42,120 〈ハイブリッド除くSPORT〉
＊カーゴサイクルキャリア、カーゴルームトレーと共着不可。
＊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。

簡易消火具
フロントフードの隙間からも
消火が可能。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。

ガラス破砕先端部

シートベルトカッター

ホルダー

炭酸ガスボンベ

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。

消棒RESCUE（簡易消火具/ホルダー付） 
￥6,480

Chi ld  Seat

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 FIX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。

※ご使用にあたっては取扱説明書をご参照ください。

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
＊パートナーズカバーと同時使用不可。

15～36kg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
＊パートナーズカバーと同時使用不可。

乳児用クッション付属

体重18kg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
＊パートナーズカバーと同時使用不可。

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

ECE R44 ヨーロッパ安全基準合格

［ISO FIXチャイルドシート着脱シーン］
ページ全体を写してください。

www.e-SAA.co.jp



 ※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

B a s e k i t

Basekit for G4 Basekit for SPORT

2120

泥はねや石はねを抑えるクルマのエチケット。
ボディ同色のスマートなスプラッシュボード。
スプラッシュボード  ￥19,440 〈Sグレードとハイブリッドを除く〉

ナンバーのエッジをガードし、スタイリングのアクセントにも。
盗難防止ボルトも用意しています。字光式ナンバーと共着不可。

ナンバープレートベース  ￥3,240/1枚
ナンバープレートロック ￥3,240

LEDアクセサリーライナー  ¥49,680 
〈1.6iを除く ＊ハイブリッド用は専用パンフレット参照〉

標準スポイラー&ハイマウントストップランプに追加する、
立体的な造形の大型スポイラー。

ルーフスポイラー  ￥51,840 
〈G4とルーフエンドスポイラー車を除く〉 ＊STIリヤルーフスポイラーと共着不可。

インプレッサに、さらなる安心と愉しさを。

そんな、クルマとして当然のことを、豊富な経験と先進の技術で、しっかり造りこむ。

それがSUBARU純正アクセサリーのクオリティです。自分らしさをスマートに演出する、違和感のない個性。

乗る人のフットワークまで軽くなる、ゆき届いたドライブアシスト。そして、クルマに乗ることがリフレッシュになるような、きめ細かい快適アイテム。

あなたの素晴らしいインプレッサ・ライフに、必要なすべてがここにあります。

フロアカーペット（ラグジュアリー／ベーシック） ￥38,340／   ￥27,540
＊他のマット類と重ねての使用は不可。

リヤ

ラグジュアリー ベーシック

フロント

ホイールロックセット  ￥7,560
〈アルミホイール車〉

専用キーが無いと外すのが困難な、
ホイール盗難防止用ナット。

ズレにくい２点留めブラケットのSUBARUオーナメント付   カーペット。
ラグジュアリーは高密度に織り込んだ生地を、ベーシックは   運転席ヒールパッドを採用。

エアロスプラッシュ  ￥35,640 〈ハイブリッドを除くSグレード〉 

リヤフロント

ドアバイザー  ￥18,360

Sグレード専用にデザインされた、エアロタイプのスプラッシュボード。
STIサイドアンダースポイラー共着不可。

窓を少し開けて空気を入れ換えるのに便利。
直射日光もやわらげる、日本オリジナルの気くばりアイテムです。

フロントのL字アクセント全体を光らせる、
インプレッサの新しいフェイスアイコン。

●

●

●

●

●

ナンバー
プレートベース
×2

単品合計価格 キット価格

¥170,100

¥106,380

¥91,800

¥90,720

¥70,740

¥211,140

¥140,940

¥124,740

¥123,660

¥75,060

●

●

●

●

●

ナンバー
プレートロック

●

●

●

●

●

●ラグジュアリー

●ベーシック

●ベーシック

●ラグジュアリー

●ベーシック

ＬＥＤ
アクセサリー
ライナー

フロア
カーペット

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

エアロ
スプラッシュ

スプラッシュ
ボード

ドアバイザー

Sグレードのみ

Sグレードのみ

1.6iとSグレード除く

1.6i除く

1.6iのみ

ホイール
ロックセット

ルーフ
スポイラー

◆はSTI Performance パッケージ共着可。 ＊はActive Styleにも装着可。

LEDアクセサリーライナー付ベースキットがお得！LEDアクセサリーライナー付ベースキットがお得！

＊◆

●

●

●

●

●

ナンバー
プレートベース
×2

単品合計価格 キット価格

¥123,120

¥106,380

¥91,800

¥90,720

¥70,740

¥159,300

¥140,940

¥124,740

¥123,660

¥75,060
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●

ナンバー
プレートロック

●

●

●

●

●

●ラグジュアリー

●ベーシック

●ベーシック

●ラグジュアリー

●ベーシック

ＬＥＤ
アクセサリー
ライナー

フロア
カーペット

●

●

●

●

●

●

●

●

 

●

●

エアロ
スプラッシュ

スプラッシュ
ボード

ドアバイザー

Sグレードのみ

Sグレードのみ

1.6 iとSグレード除く

1.6 i除く

1.6 iのみ

ホイール
ロックセットベースキット ベースキット

◆はSTI Performance パッケージ共着可

◆

▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶

SPORT HYBRID専用のSTYLE-Sパッケージ、ベースキット、
LEDアクセサリーライナーは専用パンフレットをご覧ください。

SSSPPPPOOOORRRRTTTT HHHHYYYYBBBBRRRRIIIDDDD

＊

ベースキットなら
お買い得！



A CB

 ※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 P08 参照★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。 2322

クリアで深みあるホワイトLEDバルブで、
乗り降りから積み下ろしまで安心の明るさと省電力。
お得なインテリアLEDセットでも購入できます。

A B

A B CインテリアLEDセット　　　　　　
¥16,524

 （G4は 　　　¥12,420）

各写真はイメージ（旧型車・他車種写真含む）■（工賃別）商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
■SAA商品の取り扱いはスバル純正アクセサリーを受託開発するSUBARU AUTO ACCESSORIES：スバル用品（株）。
保証は1年間か走行2万キロ（プラズマクラスター搭載LEDルームランプは3年間か走行6万キロ）のいずれかを超えるまで。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。
■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。

マルチＬＥＤルームバルブ（ルームランプ用） 
￥7,020/1個（工賃別）
＊プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。

ＬＥＤウエッジバルブ（ラゲッジランプ用）
￥3,542/1個（工賃別）  〈G4を除く〉
＊リヤゲートを開けるとLEDが点灯します。

ＬＥＤルームバルブ（スポットランプ用） 
￥6,178/左右2個（工賃別） 

17インチ16インチ
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテム
を厳選。車外脱出やバッテリー接続、牽引に
も配慮した車載キットです。

エマージェンシーサポートキット ￥19,224
●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

スタッドレスタイヤや夏タイヤの長期保
管時に、雨雪や埃、直射日光からタイヤを
守るポリエステル製タイヤカバー。

タイヤ保管カバー ￥1,728

リヤスタイリングの要でもあるナンバー
プレートを鮮明に浮かび上がらせ、被視認
性も高めるLEDバルブ。

LEDライセンスバルブ  ￥5,724

車種専用スペーサーでカップホルダーに
しっかりセットでき、暗い時に蓋を開ける
と発光する光センサー付ソーラー充電
灰皿。夜も灰皿の位置を探しまわる事なく
運転に集中できます。

LEDアシュトレー  ¥6,156 

後席用ソフトテーブルとしても使え、
ティッシュボックスもセットできる小物入
れ。チャイルドシートのお子様がシートを
蹴っても保護します。

シートバックポケット  ￥5,940

標準ルームランプを交換し、より明るく爽や
かな室内に。消費電力も少ないLED照明と、
車内のウイルス・アレル物質・かび菌・臭いを
分解・除去するプラズマクラスターを、ルーフに
フィットするスリムボディに一体化しました。

プラズマクラスター搭載LED ルームランプ  
￥20,412
〈サンルーフ車除く〉 ＊マルチＬＥＤルームバルブ（ルーム
ランプ用）と共着不可。

紫外線だけでなく近赤外線も大幅カットし、ジリジリした暑さをや
わらげるフロントドア用クリアフィルム。万一のガラス飛散も抑え
る高強度ポリエステル製です。

乗り降りの際に爪や靴で傷付けやすい、
ドアハンドル奥や前席ドアトリム下部を
ガード。車体の飛石ガード用チッピング
フィルムにも使われる素材のクリアフィルム。

プロテクションフィルム
ドアハンドル  ￥5,940（前後ドア 4枚分）/
ドアトリム  ￥4,860（前ドア 2枚分）

オフブラックのB、Cピラーを、さりげなく
スポーティに演出するカーボン調フィルム。

ピラーカーボンフィルムセット  ￥12,960
（G4は ￥11,232）

スマートなシルバー塗装の16インチと、クールなブラック&切削光輝の17インチ。
気分を変えて、スタッドレスタイヤもスタイリッシュに履きこなせます。
アルミホイール（16インチシルバー /17インチブラック&切削光輝）
〈該当サイズホイール車〉※価格は販売店にお問い合わせください。

標準バルブ

ドアハンドル用

ドアトリム用
写真はWRX。

写真は他車種

STI 17インチアルミホイールセット  ¥183,600/1台分4本 〈ハイブリッドを除く17インチホイール車〉 （シルバー/ガンメタ/ブラック）

STIリヤルーフスポイラー  ¥52,920  
〈G4とルーフエンドスポイラー車を除く〉
＊ルーフスポイラーと共着不可。

リムにスピニング工法を用い強度と軽量化を両立した、ENKEI製15本スポーク鋳造アルミホイール。
専用STIロゴ入りセンターキャップ、エアバルブ付属。

チェリーレッドのSTIステッチを縫いこんだCVTは、
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。
5MTは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、
MTのシフトフィールを堪能できる。

STIシフトノブ（CVT/5MT） ¥24,840/¥16,740

MTのヒール&トゥはもちろん、CVTのリニアなアクセルフィールも堪能できる高感度アルミペダル。
確実なペダルワークを支えるラバーパッド&ノンスリップシートがデザイン上のアクセント。

STIペダルパッドセット（CVT/MT）　¥17,280/¥20,520 〈アルミパッド付スポーツペダル車を除く〉

www.e-SAA.co.jp見ているだけで楽しい、欲しかった物が見つかる。
スバルを知りつくした高機能カーライフ・アイテム“SAA”SAA ITEM 掲載商品の他にも豊富に取り揃えています。

S p o r t p a r t s
S T I  W O R K S  P E R F O R M A N C E

◆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。

ワークステクノロジーが磨いた走りを体感する純正保証パッケージ。

STIパッケージ ￥77,760 （単品合計価格¥84,240）
〈ハイブリッドを除く〉

◆STI パフォーマンスパッケージ ¥189,000 （単品合計価格 ￥200,880） 〈ハイブリッドを除くSグレード〉

下回りフロント&サイド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。

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いなす。
ボディ下部を斜交いのように結ぶドロースティフナーにはスプリングが内蔵され、適度に伸びる事で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。

STIフロントアンダースポイラー　¥48,600 
〈ハイブリッドを除く〉
＊フロントバンパースカートと共着不可。

STIフロントアンダースポイラー

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）STIフレキシブルタワーバー　¥35,640

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 ￥33,480

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

◆STIサイドアンダースポイラー 　￥68,040
〈ハイブリッドを除くSグレード〉
＊エアロスプラッシュと共着不可。

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、約2年の長期撥水を実現します。

アイサイトver.3専用ワイパ－替えゴム
（運転席／助手席） ¥1,663＊／¥1,425＊（工賃別） 〈アイサイトver.3車（ハイブリッドはver.2のため装着不可）〉

＊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。

＋　

＋　 ＋　

ガラス飛散防止

写真はフォレスター

紫外線（UV） 99%カット

近赤外線（IR） 90%カット

フロントドアガラス用
UV&IRカットフィルム 
¥16,200




