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A c c e s s o r i e s

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。工賃別商品の工賃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2016年5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）。

www.subaru. jp
注文番号：b0115005

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（2016.05）

カタログから動画が見れる。機能や装備がよく分かる。
端末を「スバプリ」アイコンがあるページにかざすだけ。

S U B A R U × アプリ

●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android TM搭載端末/Android OS 4.0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！

◆印は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、富士重工業（株）の車両クレームと車両保証の対象外となります。
◆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（消耗品など一部商品を除く。
　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。



 G E N U I N E  G T  T O U R E R

あ な た が 完 成 さ せ る 、理 想 の G T ツ ア ラ ー 。

S U B A R U  G E N U I N E  Q U A L I T Y

S U B A R Uらしく磨きあげたG Tツアラーという理想に、ふさわしいデザイン&クオリティ。

日本という最先端フィールドが注目するクルマを、自分らしく着こなせる、2つのテーマカラーと多彩な内外装コーディネイト。

世界の先をいく安全思想と、時代を越えたワゴンの経験を、

さらにバージョンアップするツーリングアシスタンス。

レヴォーグ純正アクセサリー。この国の道を先駆ける、新たな主役たちの正装です。

A c c e s s o r i e s

02   03PHOTO：2.0GT-S EyeSight  装着アクセサリー：ベースキット［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&ロック、ホイールロックセット、ドアバイザー］、
エアロパッケージ［フロントグリル、フロントバンパースカート、リヤバンパースカート］、ドアミラーカバー（クリスタルブラック・シリカ）、ボディサイドモールディング、サイドストレーキ、18インチアルミホイール（ブルー）。



レヴォーグの顔に精悍さを加える、
クールなメッシュグリル。

フロントグリル フロントバンパースカート リヤバンパースカート

エアロパッケージAero Package
単品合計価格  ￥154,440 パッケージ価格  ￥139,320

フロントグリル  ¥39,960
［¥35,000＋　¥2,000］ J1017VA200##
〈STI Sportは装着不可〉
＊エアロパッケージ　　　  でも購入可。

スマートなリヤビューを印象付ける、
エキゾーストフィニッシャー一体のバンパースカート。

リヤバンパースカート  ¥73,440
［¥65,000＋　¥3,000］ E5617VA100##
〈エアロスプラッシュ、STIリヤサイド/リヤアンダースポイラーと共着不可〉
＊エアロパッケージ　　　  でも購入可。
＊装着部地上高が最大約35mm下がります。
＊リヤバンパースカートのマフラー開口部は
  高温になる場合がありますのでご注意ください 。

フロントの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化が可能。

LEDフォグランプ  ￥43,200
［¥36,000＋　¥4,000］ H4517VA300
〈STI Sportは装着不可〉
＊フォグランプ灯体のみの交換。
※発光色は他の灯火類と異なります。

［¥121,000＋　¥8,000］ P0017VA350##  ＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

LEDアクセサリーライナー ￥55,080
［¥32,000＋　¥6,000］ H4517VA000 ＋ フォグカバー［￥13,000］ H4517VA037
〈STI Sport用は専用パンフレット参照〉
＊ベースキット　　　  でも購入可。
＊フォグカバーは塗装タイプ。
＊ON/OFFスイッチ付。
※発光色は他の灯火類と異なります。

佇む時の存在感と、駆ける時の躍動感を演出。
フロント両サイドのセパレートスカート。

フロントバンパースカート  ¥41,040
［¥35,000＋　¥3,000］ E2417VA000##
〈STI Sportは装着不可。STIフロントアンダースポイラーと共着不可〉
＊エアロパッケージ　　　  でも購入可。
＊装着部地上高が最大約20mm下がります。

艶やかな黒の専用フォグカバーとメッキフィンに、
6連LEDが映える。

P05

P05

P31

P05

04   05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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。クリスタルホワイト・パールW6 スティールブルーグレー・メタリックM1 アイスシルバー・メタリックTQ ダークグレー・メタリックEN クリスタルブラック・シリカV2 ピュアレッドT2 ラピスブルー・パールE2

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

E x t e r i o r



ドアパネルの保護にもなる、サイドビューのアクセント。

ボディサイドモールディング ￥22,680
［¥18,000＋　¥3,000］ J1017VA600##
＊樹脂製。

エアロスプラッシュとのデザインバランスもいい、
シャープな印象のストレーキ。

サイドストレーキ  ￥18,360
［¥15,000＋　¥2,000］ E2617VA000##
〈STIサイドアンダースポイラー、サイドストライプと共着不可〉
＊1台分左右2点セット。＊装着部地上高が最大約30mm下がります。

ボディ同色＋マットブラックの2トーンカラーが、
リヤビューの立体感をさりげなく演出。

ウエストスポイラー  ¥34,020
［¥30,000＋　¥1,500］ J1217VA000##

インテリアとのコーディネイトも意識した、
赤または青の真円のラインが際立つ。
ユーロテイストの大径ホイール。
シックなブラックも選択できる。

18インチアルミホイール（ブルー／レッド／ブラック） 
￥144,720／4本
［¥30,000＋　¥3,500］×4本 
B3118VA100／B3118VA000／B3118AL000×4本〈18インチホイール車〉
＊225/45R18タイヤ用。 ＊18インチ7.5J。＊センターキャップ、エアバルブ付。

　

E x t e r i o r

06  07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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。クリスタルホワイト・パールW6 スティールブルーグレー・メタリックM1 アイスシルバー・メタリックTQ ダークグレー・メタリックEN クリスタルブラック・シリカV2 ピュアレッドT2 ラピスブルー・パールE2

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）



P14パネルキット

※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。

Sグレードのブルーステッチ内装ともまた違う、
深く静かに情熱を湛えた色合い”Bordeaux”。
シートカバーのほか、サイドシルプレート、インパネでも選択できる。

本革調フルシートカバー（ボルドー）  ¥47,520
［¥40,000＋　¥4,000］ F4117VA200
〈フロントスポーツシート車と本革シート車を除く。カーゴトレーマットと共着不可〉 
 ＊ボルドーパッケージ           でも購入可。  

ドアを開けると明るいブルー、スモールランプ点灯時は穏やかなアンバーで、
暗くなりがちなキャビンのフロアを照らすLEDランプ。

フットランプ（ブルー/アンバー・前後席4ヵ所）
¥24,840★
［¥17,000＋　¥6,000］ H7017VA000
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両
1台につき1点必要【下記】
＊スモールランプ連動（アンバー）/ドア連動（ブルー）

リヤゲート開口部をステンレスの質感で引き締め、
積み降ろし時にボディを保護する2つのパネル。

カーゴルームプレート（ステンレス） ¥14,040

カーゴステップパネル（ステンレス） ¥12,960

［¥12,000＋　¥1,000］ E1017VA100

［¥11,000＋　¥1,000］ E7717VA000 
＊カーゴステップパネル（樹脂）は

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。

センターコンソールイルミネーション ¥23,220★
［¥15,000＋　¥6,500］ H2017VA000
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が
車両1台につき1点必要【下記】

サイドシルプレート（ブルー/ボルドー） 
¥17,280／前後席4枚
［¥14,000＋　¥2,000］ E1017VA200/300
＊ステンレス製。＊前席左右にLEVORGロゴ入り。

写真はピアノブラック調

P15

P24

08  09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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
★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 ¥2,160 ［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1個必要（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。

I n t e r i o r



卓越のデザイン&クオリティを、あなたの色に。

White × Blue

ボディサイドモールディング
ウエストスポイラー
18インチアルミホイール（ブルー）
ドアミラーカバー（クリスタルブラック・シリカ）
LEDフォグランプ

フロントグリル
フロント/リヤバンパースカート
カラードナンバープレートベース&ロック
ホイールロックセット
ドアバイザー
LEDアクセサリーライナー

インパネパネル（マットカーボン調&ブルー）

コンソール&前後ドアパネル（マットカーボン調）

レヴォーグ"Sグレード"の、スポーティなブルーステッチ内装とコーディネイト。

青のアクセントを効かせた内外装アイテム。

Sグレード標準のシルバーカーボン調パネルをマットカーボン調に変更し、コンソールや前後ドアにもレイアウト。さらにシートやカーペットのブルーステッチとあわせて、
インパネパネルのメッキラインをブルーに変更。青のラインが映えるホイールなど、エクステリアともスポーティにコーディネイトしている。

フロントグリル装着車用のブルー、レッドに加え、サイドとドアミラーはホワイト、ブラックのストライプも選択でき、
アクセントとしてスタイリングの印象を気軽に変えられる。
写真はすべてブルーで、ドアミラーストライプはクリスタルブラック・シリカのドアミラーカバー          と組み合わせている。

ナビ
カタログ

エアロパッケージ P04-05

P30-31ベースキット

P06

P06

P07

P12

P05

パナソニック ビルトインSDナビ
ステアリングオーディオリモコン

フロアカーペット（ブルーステッチ）P08サイドシルプレート（ブルー） 

グリルストライプ（ブルー/レッド）
¥7,020
［¥5,000＋　¥1,500］ J1217VA340/350
〈ディーラーOPフロントグリル装着車用〉
＊ボディ同色ではありません。

ドアミラーストライプ
（ブルー/レッド/ホワイト/ブラック）  ¥3,780
［¥3,000＋　¥500］ J1217VA360/370/380/390
＊ボディ同色ではありません。

シャークフィンアンテナ  ¥20,628
［¥12,000＋　¥7,000］ 86321VA000## ＋
クリップピン［¥50×2個］ 909130146×2個
＊標準装備品の別カラーを選択可。

［¥15,000＋　¥4,500］ J1217VA300/310/320/330
〈サイドストレーキと共着不可〉
＊ボディ同色ではありません。

サイドストライプ
（ブルー/レッド/ホワイト/ブラック）  ¥21,060

I n t e r i o r

E x t e r i o r

P30 ベースキット

標準装備シャークフィンアンテナの色違いが選べ、自由なカラーコーディネイトが可能。
写真はクリスタルホワイト・パールのボディにクリスタルブラック・シリカを組み合わせている。

P12

ページ全体を写してください。

パネルキット P14-15

10  11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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。クリスタルホワイト・パールW6 スティールブルーグレー・メタリックM1 アイスシルバー・メタリックTQ ダークグレー・メタリックEN クリスタルブラック・シリカV2 ピュアレッドT2 ラピスブルー・パールE2

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）

C o o r d i n a t e

 



［¥5,410＋　¥1,500］ 91054VA000##＋
［¥5,410＋　¥1,500］ 91054VA010##
 ＊標準装備品の別カラーを選択可。

［¥20,000＋　¥1,500］ 91054VA100＋
［¥20,000＋　¥1,500］ 91054VA110
＊ウェルカムランプ車は標準装備。

Black × Bordeaux
静かな情熱を湛えた赤いアクセント“ボルドー”で、内外装をコーディネイト。 

シートカバー、カーペット、インパネまで、マットカーボン調と本革調の落ち着いた黒を基調に、赤のアクセントを効かせたコーディネイト。
ブラック系ボディカラーのエクステリアにも、赤のワンポイントを効果的に配している。

18インチアルミホイール（レッド）
フロントグリル
ボディサイドモールディング
サイドストレーキ
シャークフィンアンテナ（ピュアレッド）
ウエストスポイラー
カラードナンバープレートベース&ロック
ホイールロックセット
ドアバイザー
エアロスプラッシュ
LEDアクセサリーライナー

本革調フルシートカバー（ボルドー）
インパネパネル（マットカーボン調&ボルドー）

コンソール&前後ドアパネル（マットカーボン調）
パナソニック ビルトインSDナビ
ステアリングオーディオリモコン

P07

P04

P06

P10

P06

P30-31ベースキット

ボルドー
パッケージ

P30フロアカーペット（ボルドー）P15インパネパネル（ピアノブラック調&ボルドー）

ドアミラーカバー  ¥14,926 

＊左の写真はマットカーボン調&ボルドー

［¥22,800＋　¥10,000］ F0018FJ012##

ドアハンドル（メッキ）  ¥35,424

ベースキット

ドアミラーカバーを標準カラーバリエーションの
7色＋サテンメッキから選べ、
ウェルカムライティング車のサテンメッキドアミラーを
ボディ同色化する事もできる。

ドアハンドルにメッキラインの質感を利かせ、
サイドビューを引き締める定番アイテム。

Ex t e r i o r I n t e r i o r

P14-15

ドアミラーカバー（サテンメッキ） ¥46,440

ナビ
カタログ

C o o r d i n a t e

12  13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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。クリスタルホワイト・パールW6 スティールブルーグレー・メタリックM1 アイスシルバー・メタリックTQ ダークグレー・メタリックEN クリスタルブラック・シリカV2 ピュアレッドT2 ラピスブルー・パールE2

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）



PHOTO：マットカーボン調

PHOTO：マットカーボン調

PHOTO：マットカーボン調&ボルドー

パネルキット

Bordeaux Package
￥111,240通常合計価格

パッケージ価格￥97,200

あなただけの G Tツアラー・インテリアを。

インパネパネル（交換タイプ）

コンソールパネル（交換タイプ）

前後ドアパネル（交換タイプ）

1

2

3

シルバーカーボン調&メッキ
¥14,580
［¥2,500＋　¥500］ 66077VA220＋
［¥10,000＋　¥500］ 66077VA120

［¥1,500＋　¥500］ 66077VA210＋
［¥7,500＋　¥500］ 66077VA110

ピアノブラック調&メッキ
¥10,800

［¥18,000＋　¥1,000］ J1317VA080

ピアノブラック調&ボルドー
¥20,520

［¥18,000＋　¥1,000］ J1317VA070

マットカーボン調&ブルー
¥20,520

［¥18,000＋　¥1,000］ J1317VA050

マットカーボン調&ボルドー
¥20,520

［¥18,000＋　¥1,000］ J1317VA060

木目調&メッキ
¥20,520

＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

シルバーカーボン調　¥27,000
［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA250

［¥80,000＋　¥10,000］P0017VA030

マットカーボン調　¥21,600
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA530

マットカーボン調　¥21,600
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA530

マットカーボン調　¥27,000
［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA230

マットカーボン調　¥27,000
［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA230

ピアノブラック調　¥27,000
［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA220

ピアノブラック調　¥27,000
［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA220

木目調　¥27,000
［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA240

標準装備とは違うマットカーボン調か木目調で、インパネ・コンソール・前後ドアを統一。
インパネにボルドーのラインを入れたピアノブラック調も選べます。

パネルキット（マットカーボン調&ボルドー）【上記】 ＋
本革調フルシートカバー（ボルドー）         のパッケージ

￥48,600単品合計価格 キット価格 ￥42,120 ￥69,120単品合計価格 キット価格 ￥63,720

シルバーカーボン調　¥21,600
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA540

ピアノブラック調　¥21,600
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA550

ピアノブラック調　¥21,600
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA550

木目調　¥21,600
［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA560

ボルドーパッケージ

本革調フルシートカバー（ボルドー）

（インパネ＋コンソール＋前後ドア）パネルキット

Carbon silver Piano black Carbon matte Woody grain

Sグレード標準装備品 Sグレード除く標準装備品

　

2 3+ 2 3+1 +

シルバーカーボン調
［¥34,000＋　¥5,000］ J1317VA480 ［¥34,000＋　¥5,000］ J1317VA460 ［¥53,000＋　¥6,000］ J1317VA580 ［¥53,000＋　¥6,000］ J1317VA570 ［¥53,000＋　¥6,000］ J1317VA440 ［¥53,000＋　¥6,000］ J1317VA470

ピアノブラック調 ピアノブラック調&ボルドー マットカーボン調&ブルー マットカーボン調&ボルドー 木目調&メッキ

（コンソール＋前後ドア）パネルキット

標準装備インパネと同じピアノブラック調またはシルバーカーボン調で、
コンソール・前後ドアも統一できます。

P08

14  15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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

P a n e l



超広域ダイナミックレンジの、全てが調和する。
カーボンナノチューブが織りなす音の荘厳。

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、打てば響くよう

な金属コーンの高音レスポンスと、減衰の効いた紙コーンの

歯切れよい低音をともに獲得。その超高音から重低音まで圧

倒的なダイナミックレンジは、樹脂成型ならではの形状最適

化が実現したツィーターとスピーカーの素材統一により、一

分の隙もない統一感で貫かれています。クラシックからロッ

クまで、高く低く躍動する音のダイナミズムを、すべて受けと

め調和させる。音楽とは音の躍動と調和である事を思い出さ

せるような、荘厳な音のステージが目の前に広がります。 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。

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。

人の声が、音の中心が る。
鮮やかに像を結ぶミッドレンジ。

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。

GTツアラーのコクピットにふさわしい、端正なピアノブラック・フェイス。

オープニング画面までレヴォーグ専用にデザインされた、パナソニック ビルトインSDナビ。

マルチファンクションディスプレイを第二画面として活用し、

分岐直前案内やDSRC［ETC2.0］情報まで、いま欲しい情報だけを抽出表示。

ステアリングと一体化された専用リモコンや、インパネアクセサリーソケットの隣に集約された

HDMI/USB/AUX外部入力など、純正ならではの一体感あるインターフェイスを完成しています。

アイサイトの安心感をさらにバージョンアップする、

リヤビューカメラ＆ディスプレイコーナーセンサー対応はもちろん、

レヴォーグのキャビンにあわせて調律された卓越の音響性能が、

高音質スピーカーの能力も最大限に発揮。

レヴォーグと旅するすべての時間を、安心と愉しさで満たす

トータルナビ・パフォーマンスを提供します。

日本の道を愉しみつくす、かつてない旅のために。

パナソニック ビルトインSDナビ  ¥264,816

SonicDesign
スピーカーセット

フロント ¥69,768
リヤ ¥49,680
フロント&リヤ ¥119,448
〈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 
フロント（G50／G20／GS100）
￥174,960／¥70,200／¥41,580
〈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
リヤ（G50／G20／GS100）
￥93,420／¥45,684／¥29,700
〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車〉

イメージ写真はG50 フロント&リヤ

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〉

ナビカタログ ナビカタログ

ナビカタログ

ナビカタログ

16  17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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。※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。

※一部機能はオプション。

N a v i  &  S p e a k e r  



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。
※前進時センサーは前方2ヶ所のみ作動します。 ※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。

C-MOSカメラ

Corner Sensor & Rear View Camera

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。

※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（レヴォーグ）
¥264,816

パナソニック ITS車載器キット
（DSRC：ETC2.0対応）　￥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  
＊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。〉

進行方向の直前～長距離情報を集中的に大量取得。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。

最新インフラ " E T C 2 . 0 " に 対 応するツーリング・ナビゲーター。

アイサイトにプラスしたい " 目 に見える安 心 " 。

確 実な記 録を追 求した、信 頼の純正ドライブレコーダー。

「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。DSRC［ETC 2 .0］や
VICS WIDEなど最新インフラ対応や、高音質スピーカー
の能力も引きだすレヴォーグ専用音響チューンも魅力です。

エンタメ志向のお手頃高画質ドライブレコーダーも選べます。

仕様一覧 SUBARU純正ドライブレコーダー SAA（スバル用品製）ドライブレコーダー

寸法

C-MOSイメージセンサー（カメラ）
画角 / 画素数
フレームレート（動画1秒あたりフレーム数）

microSDカード同梱
（SDカードアダプター付属） 

画質モード

画像サイズ

記録フォーマット

Windows PCビュワー
（GPS・Gセンサー・Googleマップ対応）

常時記録（古いファイルから上書き消去）

イベント記録（衝撃検知前後の映像を保護）

手動記録

音声録音（車内会話等・本体OFFスイッチ付）

電源バックアップ（スーパーキャパシタ）

動作状況を知らせるLED&ブザー機能

本体カメラ一体型：W84×H40×D30mm

1/2.9インチ（約6.23mm）

水平約108°垂直約66°/ 約200万画素

24fps（LED信号対応）

本体：W70×H113×D22.5mm / カメラ：W26×H26×D40mm

1/2.7インチ（約6.67mm・明暗変化対応HDR合成）

水平約110°垂直約70°/ 約100万画素

28fps（LED信号対応）

高画質 / 標準 / 長時間（付属4GBカードで最大約100 / 150 / 200分録画）

1280×720（HD）

MP4ファイル（H.264＋AAC）

● GoogleEarth対応

●

● 検知前12秒～検知後8秒

無し（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）

●

●

●

4GB（最大約200分録画）高耐久pSLC規格
＊別売4GBカード¥5,400［¥5,000］H0013VA001

（最大約400分録画の8GBカードは¥7,560［¥7,000］H0013VA002）に交換可

8GB（常時記録約70分）
＊取扱説明書で指定の市販32GBカード
（常時記録約310分）まで使用可

高画質（付属8GBカードで常時記録約70分録画）

1920x1080（フルHD）

AVIファイル（H.264）

●

●

● 検知前10秒～検知後30秒

●

●

●

●

＊ナビやマルチファンクションディスプレイと接続不可。　＊手動記録は不可（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）。＊車内会話も録音可（OFFスイッチ付）。 ＊本体はグローブボックス内に装着。
＊サンバイザー使用時は干渉します。   ■SUBARU純正保証：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。

■ 昼夜を問わず確実な記録。解像度だけでなく、
　 受光量の多い1/2.7インチ大型イメージセンサー。
■ 突然の逆光や対向車のライト、トンネル出入口などの光量変化
    にも安心。 露出の異なる2種類の映像データをHDR合成。
■ 前方視界にも配慮した小型カメラ別体式。

万一の事故記録だけでなく、車載カメラ感覚で愉しめて、SNSや動画サイトへのアップもかんたん。
アイサイト車の安心感もさらにアップグレードするドライブレコーダーが、クルマの新しい愉しみ方も提案します。

SUBARU純正ドライブレコーダー  ¥54,864＊ 
 ［¥42,800＋　¥8,000］ H0013VA000 
＊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［¥2,000］
  H0077YA130が別途必要。

SAA（スバル用品製）ドライブレコーダー  ¥29,430★
［¥23,250＋　¥4,000］ SAA3060320
（ハイビームアシスト車はSAA3060330）
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が車両1台
につき1点必要【下記】

＊写真のPCビュワーの使用にはWindows PCが必要です。

■ ノイズや温度変化への対策を徹底した本体設計。
■ 繰り返し記録も安心。厳しい環境での動作が求められる産業用
    pSLC規格の高耐久microSDカードを採用。
■ 事故時の記録データ保護にも配慮した本体/カメラ分離式。
■ microSD対応スマートフォン等での動画再生に加え、Googleマップ
    とGoogle Earthにも連動するWindows PCビュワー。

＊ナビやマルチファンクションディスプレイと接続不可。 ＊車内会話も録音可（OFFスイッチ付）。 ＊ハイビームアシスト車はサンバイザー使用時に干渉します。
◆SAA保証は1年間か走行2万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。

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

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

2画面ナビのシミュレーション動画をご覧ください。

DSRC［ETC 2.0］ツインディスプレイ・ナビゲーション

※Gセンサーにより衝撃を判定しますが、イベントファイルに移行できない場合があります。※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。※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。※GoogleマップおよびGoogle Earth は、Google Inc. の商標または登録商標です。

車載カメラ
として愉しむ。

気持ちのいいワインディングから、
カメラが間に合わない通りすがりの出来事まで。

迫真の車載カメラ映像で愉しめます。

microSDカード対応のスマホや
タブレットでその場で観たり、

SNSや動画サイトへのアップも容易です。

夜間映像やLED信号機などもしっかり捉え、
GPSとGoogleマップ連動

Windows PCビュワーで、走行軌跡もしっかり確認。

SNSや
動画サイト
にもアップ。

もちろん
万一の

事故記録も。

i SDカ ド対応のス ホや

■ お手頃な本体/カメラ一体式。　　　　　　　　　　　　　　
■ エンターテイメント性も意識した、約200万画素フルHDの美麗画質。

■ 残したいシーンをその場で保存。手動記録も可能。　
■ microSD対応スマートフォン等での動画再生に加え、Googleマップ連動Windows PCビュワーも使用可能。

＊写真のPCビュワーの
　使用にはWindows PCが
　必要です。
＊ハイビームアシスト車は
　インナーミラーが
　画面端に入ります。

※イメージ画像は純正ドライブレコーダー。

ハイビームアシスト
非装着車用（写真は他車種）

前方カメラ面

操作面

写真は他車種

▲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▶

ナビカタログ

ナビカタログ

ナビカタログ

ナビカタログ

D r i v e  A s s i s tページ全体を写してください。
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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。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。
★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 ¥2,160 ［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1個必要（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。

※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。

ームアシスト車はSAA3060330）
わけハーネスV ¥2,160［¥2,000］H0077AL000 が車
点必要【下記】

ows PCビュワーも使

ュワーの
dows PCが

シスト車は
ーが
ます。

ラ面

使用可能。

前方カメラ

操作面



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。 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。

トの
い。

貼付け位置

貼付け位置

ドアハンドル4点

フェンダーコントロール（オート） ¥28,080★
［¥20,000＋　¥6,000］ H4417VA000 〈STI Sportは装着不可〉
★のれんわけハーネスV ¥2,160［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台に
つき1点必要【下記】

警報作動シーンを
ご覧ください。
警報作動シーンを

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、車両のホーン&ハザードで警告します。

超音波セキュリティ ¥27,000

ドア開閉等による室内の空気の流れを
超音波レーダーで感知し、車両のホーン&ハザードで警告します。

カーゴフロア下にスペアタイヤを収納できます。

■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

□
□
□
□
□
□

SUBARUホーン  ￥10,800
［¥6,000＋　¥4,000］ H3717VA000

万一に備える、ドライバーのモラル。

［¥36,000］ F4107YA310

［¥78,000］ F4107YA400 
＊パートナーズカバーと同時使用不可。 ［¥32,000］ F4107YA350

［¥26,000］ M0017VA020〈システムキャリア車は使用不可〉
＊ポリエステル製。＊日本防炎協会認定品。

写真はエマージェンシーサポートキット

■エマージェンシーサポートキット構成品
□セーフティサポートキット構成品

［¥12,000＋　¥4,000］ H0017VA100

［¥25,000＋　¥4,000］B3118VA200

［¥15,000＋　¥10,000］ H0017VA110
〈セキュリティインパクトセンサー装着車用〉

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。セキュ
リティインパクトセンサーや超音波セキュリ
ティの警告音としても使用します。

スペアホイールキット　¥31,320

ノーマルの
ホーンサウンドと
比較できます。

ボディカバー ￥28,080
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。

〈カーゴトレーマットと共着不可〉＊スペアタイヤT145/70D17用（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）。＊スペア
ホイール、ボックスサブトランク、ジャッキホルダー、ホルダーアッセンブ
リー、タイヤホルダー、エアーバルブ、プレッシャーラベルのキット。

◆スバル純正保証対象外（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。
【裏表紙参照】

［¥17,800］ SAA1020010

［¥5,800］ SAA1020005

SAA エマージェンシーサポートキット ￥19,224
SAA セーフティサポートキット  ￥6,264 

事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。エマージェンシーサポートキットは
車外脱出やバッテリー接続、牽引にも配慮。

［¥5,500＋　¥500］ M0077YA050

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。

ISO FIXチャイルドシート  ￥84,240
ユニバーサルチャイルドシート ￥38,880 

ユニバーサルジュニアシート ￥34,560

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。

ウインターブレード  
運転席 ￥6,480 ［¥6,000］ H6577AJ000

助手席 ￥2,592 ［¥2,400］ H6577YA002

リヤ ￥2,700 ［¥2,500］ H6577T1100

●暖機時間：3分、10分、15分から選択可。
●作動範囲はキーレスアクセスより狭く、リモコンエンジンスターターと
   同じような距離からの使用はできません。
●アンサーバック機能はありません。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。
＊アクセスキーは標準装備品を使用。 ■その他注意事項は下記。

 

●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。
■その他注意事項は下記。 

 

写真はシルバー

ドアミラーオートシステム  ￥15,120
［¥10,000＋　¥4,000］ H2717VA000

乗降シーン動画をご覧ください。

SAA アイサイトver.3専用
ワイパ－替えゴム
運転席  ¥1,663＊（工賃別） ［¥1,540］ SAA30270UE

助手席  ¥1,426＊（工賃別） 
［¥1,320］ SAA30250UE

＊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。
◆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。【裏表紙参照】

SAA プロテクションフィルム
ドアハンドル4点  ￥5,940 ［¥4,000＋　¥1,500］ SAA3320020

前席ドアトリム2点  ￥4,860 ［¥4,000＋　¥500］ SAA3320030

ドアエッジ4点  ￥6,048 ［¥3,600＋　¥2,000］ SAA3340020 〈ドアエッジモールと共着不可〉

リヤバンパー  ￥9,720 ［¥8,000＋　¥1,000］ SAA3340029 〈カーゴステップパネルと共着不可〉

◆スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】 

前席ドアトリム2点

写真はすべて他車種

配慮が行きわたるという安心。

イメージ画像

ウィンドウガラス
撥水コートイメージ

●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、
安定した撥水効果を実現。

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
18インチ ¥29,160

リモコンエンジンスターター ¥74,520
（アイドリングストップ車は¥72,360）
［¥60,000＋　¥9,000］ H0017VA800 
（アイドリングストップ車は［¥58,000＋　¥9,000］ H0017VA700）

キーレスアクセスアップグレード ￥31,104
（アイドリングストップ車は¥29,160）
［¥19,800＋　¥9,000］ H0017VA500
（アイドリングストップ車は［¥18,000＋　¥9,000］ H0017VA400）

17インチ ¥34,560
［¥32,000］ B3177YC000
＊215/50R17タイヤ用。 

［¥27,000］ B3177AG000
＊225/45R18タイヤ用。

＊ケ－ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。
＊消耗品のため保証対象外。
※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。

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。

夜間も見やすいLED付の300mm長ポールは、イグニッショ
ン連動で自動で伸縮（オフスイッチ付）。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です。

［¥2,200＋　¥1,000］ F0077YA00#
〈SAAプロテクションフィルム（ドアエッジ）と共着不可〉
＊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）＊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。

＊消耗品のため保証対象外。

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。

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
コンを始動できる近距離エンジンスターター。

 

●乗り降りや積み降ろしで傷付けやすいドアハンドル奥、前席ドアトリム下部、ドアエッジ、リヤ
バンパーをガード。●車体の飛石ガードにも使われるウレタン素材。 ●ボディにフィットし見映
えも損なわない軟質クリアフィルム。

■キーレスアクセスアップグレード / リモコンエンジンスターターの注意事項：※ターボタイマー機能はありません。 ※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。 ※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。 ※本機使用によるエンジン始動時のエアコン動作モードは車種により異なります。詳細は販売店へお問い合わせください。なおエンジン始動後、車両の車幅灯・尾灯が点灯します。※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。

※タイヤ等は商品に含まれません。

20  21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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
★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 ¥2,160 ［¥2,000］ H0077AL000 が車両1台につき1個必要（ディーラーOPナビ車はナビ取付キットに同梱済み）。

ページ全体を写してください。
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写真はイメージ

助手席
パワーシート
無車用

助手席
パワーシート
車用

3名乗車時 ペット乗降時

スエード調フルシートカバー  ￥47,520

オールウェザーシートカバー
フロント1脚分  ￥11,340
（フロントスポーツシート車は￥13,500）

パワーコンセント　￥25,920 シガーライターキット　￥4,320

レジャースタイルに応じて、装着シートを選べる撥水カバー。

前後席から使える位置に、車内で家電製品が使える
便利なコンセント。

着脱もしやすいオーソドックスな
レースカバー。

前席のアクセサリーソケットを
シガーライターにも使えます。

スマートフォン等の収納スペースに最適な
着脱式トレー。

クリーンボックス  ￥9,720  

運転席からも開けられて、ゴミ捨てにも便利な助手席右の
取外し式ボックス。

センターコンソールトレー  ￥5,400

前席背面やドアトリム、ペットが乗り込む際のサイドシルも保護。
3名乗車にも対応し、エアコンの効きにも配慮した前後席間のメッシュも装備しています。

［¥19,000］ F4117SG400
 ＊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。

［¥40,000＋　¥4,000］ F4117VA100
〈フロントスポーツシート車と本革シート車を除く。カーゴトレーマットと共着不可〉

リヤ  ￥18,360 
［¥16,000＋　¥1,000］ F4117VA320 〈本革シート車を除く〉
 ＊リヤは後席アームレスト使用不可。

［¥10,000＋　¥500］ F4117SG101
（フロントスポーツシート車は［¥12,000＋　¥500］ F4117VA310）
〈本革シート車を除く〉

シートの保護にもなる、肌触りのいいシートカバー。
ハーフカバー  ￥17,820

［¥2,000＋　¥2,000］ H6718FJ000

SAA インテリアLEDセット〔下記2点のセット〕  ¥19,764 ［¥17,300＋　¥1,000］SAA3050297

［¥18,000＋　¥6,000］ H6717VA000
＊コンセント位置はセンターコンソール後席側＊AC100V（100Wまで）。
＊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。
■その他注意事項は下記。

［¥8,000＋　¥1,000］ J2017AJ000［¥5,000］ J2017FJ000
※携帯電話等のサイズにより収納できない場合があります。

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。

トレーマットセット  ￥14,580
［¥13,000＋　¥500］ J5017VA100
＊他のマット類と重ねての使用は不可。＊1台分5枚。＊ラバー製。

［¥15,000＋　¥1,500］ F4117VA400 
 〈フロントスポーツシート車を除く〉

パートナーズカバー  ￥20,520

フロントスポーツシート用

SAA 面発光ＬＥＤバルブ（スポットランプ用）
￥9,461 / 左右2個（工賃別）
［¥4,380×2個］ SAA3050278×2個
＊バルブのみ交換。

SAA ＬＥＤルームバルブ（ルームランプ用）
￥9,461 / 左右2個（工賃別）

SAA プラズマクラスター搭載
LEDルームランプ  ￥20,412

SAA 車載用プラズマクラスターイオン発生機
オープン価格 （ブラック/イオンブルー/ホワイト）

［¥4,380×2個］ SAA3050278×2個
＊プラズマクラスター搭載LEDルームランプと共着不可。＊バルブのみ交換。

◆スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】

〈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〉
［¥17,400＋　¥1,500］ SAA3250370
＊ルームランプごと交換。
◆スバル純正保証対象外（SAA3年6万km保証）。直接/間接的に起因する
不具合は車両保証対象外。【裏表紙参照】 

SAA3250344BK / IL / WT
＊価格は販売店にお問い合わせください。
＊車両アクセサリーソケット（シガーライター）とUSB電源に対応。
＊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。
◆スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】

SAA シートバックポケット  ￥5,940
［¥5,500］ SAA1031500 （助手席パワーシート無車はSAA1031550） 
＊助手席背面に装着。
◆スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】

SAA LEDアシュトレー  ¥6,156
［￥5,200＋　￥500］ SAA1060006
＊ソーラー充電式。＊SUBARUロゴ入り。
◆スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】

季節さえも変わりゆく、遥かな旅のために。

  

写真は他車種

※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。
■パワーコンセントの注意事項：※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。

22  23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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

C a b i n  C o m f o r t



▶詳しくは
   店頭パンフレットを
   ご覧ください。

［¥3,400＋　¥2,000］ SAA3190058
〈アドバンスド・セイフティ・パッケージ車を除く〉
＊1台分。サイドミラーに貼付。

クリア イエロー

写真はB4

写真は他車種

＊17インチ×7J＋55。 ＊センターキャップ、エアバルブ付。

SAA LEDフォグランプバルブ （クリア/イエロー）  ¥20,844 SAA LEDライセンスバルブ  ￥5,724 /左右セット
［¥18,300＋　¥1,000］ SAA3050353/354
〈STI Sportは装着不可〉
＊バルブのみ交換。 ＊アイドリングストップからの再始動時に一瞬消灯する場合があります。 ※発光色は他の灯火類と異なります。

［¥4,800＋　¥500］ SAA3050352
※発光色は他の灯火類と異なります。

SAA カーボン調フィルム
ミラーカバー ¥5,832

［¥8,000＋　¥4,000］ SAA3190055
＊1台分。フロント/リヤドアB・Cピラーに貼付。

あらゆるシーンを旅してきた、ワゴンの経験が息づく。 スポーツカーのような、ディテールへのこだわり。

キャビンの一部としてのカーゴルームに、
LEVORGオーナメント付の上質なカーペット。
 カーゴマット  ￥11,880

カーゴトレーマット  ￥21,600

最新の空力デザインを採用したエアロキャリアベースと、
70年の歴史が育んだ多彩なアタッチメント。
名門THULE製システムキャリアも豊富にご用意しています。

カーゴステップパネル（樹脂）  ￥12,960オールウェザーカーゴカバー　￥17,820 LEDリヤハッチライト  ￥35,640

クーラーボックスなど、カーゴルームの中で電源が必要な時に
便利です。

スイッチ部

積み降ろしから、リヤゲートで雨をしのぎながらの作業まで。
夜のキャンプサイトでも目を引くトリム一体のスマートな作業灯。 

カーゴソケットキット  ￥5,184
［¥1,800＋　¥3,000］ H6718AG000 ＊DC12V/120W。
 ＊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。

［¥30,000＋　¥3,000］ H4617VA000［¥15,000＋　¥1,500］ J5017VA000 
＊他のマット類/カーゴカバー類と重ねての使用は不可。

［¥11,000＋　¥1,000］ E7717VA010 
＊カーゴステップパネル/カーゴルームプレート（ステンレス）は

［¥18,000＋　¥2,000］ J5017VA400〈各フルシートカバーと共着不可〉
＊分割リヤシート背面含む5枚セット。＊他のマット類/カーゴカバー類と重ねての使用は不可。

［¥11,000］ J5017VA350
＊他のマット類/カーゴカバー類と重ねての使用は不可。

バンパーエッジまでカバーするカーボンメッシュ柄の
樹脂パネルが、積み下ろし時のリヤゲート開口部を保護。

濡れたウェア等も気軽に放り込める
撥水カーゴカバー。

防水性の高いトレー形状で後席背面までカバーし、分割リヤシートにも対応。

標準バルブ

SAA 17インチアルミホイール
シルバー  ¥110,160 ［¥88,000＋　¥14,000］ SAA3102610

ブラック&切削光輝  ¥120,960 ［¥98,000＋　¥14,000］ SAA3102710

◆スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】

◆スバル純正保証対象外（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。【裏表紙参照】

D r e s s  U pC a r g o  U t i l i t y

SAA カーボン調フィルム
B・Cピラー ¥12,960

P09

24  25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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

験が息づく。

可〉
ての使用は不可。

シートにも対応。

キャビンの一部としてのカーゴル
LEVORGオーナメント付の上質な

カーゴマット ￥11,880
［¥11,000］ J5017VA350
＊他のマット類/カーゴカバー類と重ねての



PHOTO：2.0GT-S EyeSight  STIパフォーマンスパッケージ、STIスカートリップ、STI 18インチアルミホイール（ブラック）、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&ロック装着車

W O R K S  G T  T O U R E R
G T ツアラーという、S U B A R U だ けの 走りの 才 能 へ 。

S T Iパフォーマンスパッケージ特典

STIフロントアンダースポイラー
￥48,600

STIリヤサイドアンダースポイラー
￥39,960

STIスタイルパッケージに、フレキシブルタワーバー&ドロースティフナー、

そして新開発のフレキシブルサポートサブフレームリヤを追加。

エアロスタビリティとハンドリングを究める走りのフルセット。

フロント、サイド、リヤサイド、そしてシルバーフィニッシュのリヤアンダースポイラー。

ワークステクノロジーで空力安定性を追求したフルエアロ。

STIサイドアンダースポイラー
￥68,040

STIリヤアンダースポイラー
￥46,440

+

◆STI  Performanceエンブレム  非売品

［¥39,000＋　¥6,000］ SG517VA010
〈フロントアンダースカートと共着不可。＊STI Sport用
は専用パンフレット参照。〉
＊装着部地上高が最大約30mm下がります。
＊スバル純正保証対象。

［¥55,000＋　¥8,000］ SG517VA110
〈エアロスプラッシュ、サイドストレーキと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約20mm下がります。
＊スバル純正保証対象。

［¥35,000＋　¥2,000］SG517VA500
〈エアロスプラッシュ、リヤバンパースカートと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約13mm下がります。
＊スバル純正保証対象。

［¥40,000＋　¥3,000］ SG517VA360
〈リヤバンパースカートと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約30mm下がります。
＊スバル純正保証対象。

［¥29,000＋　¥4,000］ ST20157VV000［¥28,000＋　¥3,000］ ST20118VV000［¥30,000＋　¥3,000］ ST20502VV000

［¥152,000＋　¥19,000］ P0017VA460  ＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

￥307,800

STIスタイルパッケージ［￥152,000＋　¥19,000］ P0017VA460  
コンプリートキット［¥80,000＋　¥13,000］ STPKG00VV020  ＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。     

◆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 ￥33,480 ◆STIフレキシブルサポートサブフレームリヤ  ￥35,640 
（工賃¥3,240）［　¥3,000］ ＊サイド×2、リヤ×1。

単品合計価格（特典エンブレム含まず） 

￥203,040単品合計価格

S T Iスタイルパッケージ

S T I  S p o r t  P a r t s

5 6 7 8

4

3

2

1

1  2+ 3+ 4+

パッケージ価格￥184,680

＋

ST Iパフォーマンスパッケージ 1  2+ 3+ 4+ 5  6++ 7+ 8+

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIアイテムです。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、富士重工業（株）の車両クレームと車両保証の対象外となります。

写真はイメージです。
パッケージ価格（特典エンブレム含む）  ￥285,120

26  27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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。



◆STIスカートリップ ￥15,120
［¥10,000＋　¥4,000］ST960204S292
〈STIフロントアンダースポイラー装着車〉
＊装着部地上高が最大約20mm（フロントアンダースポイラーとあわせ約50mm）
下がります。
◆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。

28  29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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。

［¥22,000＋　¥1,000］ SG117SG101
＊スバル純正保証対象。

写真はイメージです。

◆印はSUBARU純正保証対象外のSTIアイテムです。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、富士重工業（株）の車両クレームと車両保証の対象外となります。
STI公式サイト www.sti.jp でも紹介しています。詳しくは販売店にお問い合わせください。

STIパーツは他にも豊富にご用意しています。
詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

ブラックガンメタシルバーPHOTO:17インチ

STI アルミホイール（シルバー／ガンメタ／ブラック） 17インチ ¥183,600／18インチ ¥196,560
17インチ 7.0J（215/50R17タイヤ用）：［¥39,000＋　¥3,500］× 4本 SG217VA200/210/220 × 4本 ＊18インチホイール車にも装着可

18インチ 7.5J（225/45R18タイヤ用）：［¥42,000＋　¥3,500］× 4本 SG217VA100/110/120 × 4本 〈18インチホイール車〉
＊センターキャップ、エアバルブ付。 
＊スバル純正保証対象。 

STI シフトノブ（CVT）  ¥24,840 STIペダルパッドセット（CVT）  ￥17,280

安 心と愉しさへ 、もうひとつの 技 術 。

シンメトリカルAWDやアイサイトに代表される、

世界をリードする安全思想がある。

そして、国内外のモータースポーツ最前線で、

SUBARUの走りを鍛え続けるワークス活動がある。

レース&ラリーからのフィードバック、風洞実験、車両同時開発など、

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、

特別なフィッティングとトータルバランス。

それは、極限のシチュエーションで鍛えた走りの神髄を、

誰もが安心して愉しめるという、特別なクオリティの証だ。

［¥29,000＋　¥4,000］ ST20157VV000
【パッケージでも購入可                 】

［¥28,000＋　¥3,000］ ST20118VV000
【パッケージでも購入可                 】

［¥30,000＋　¥3,000］ST20502VV000
【パッケージでも購入可                 】

◆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 ￥33,480 ◆STIフレキシブルサポートサブフレームリヤ  ￥35,640 

◆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。

◆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。

◆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。

前輪の左右ストラットを結ぶタワーバーは、中央を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、内蔵スプリングであらかじめ引き締めテンションを掛けておく事で、S字やレーンチェ
ンジでGの向きが急変した瞬間に、ボディの剛性感が抜けるヒステリシスを抑止する。リヤ側のボ
ディ／クロスメンバー間にも、サポートサブフレームが装着可能。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を、前後輪トータルで実現している。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、最も進化したボディ剛性コントロール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

STIリヤサイドアンダースポイラー   ￥39,960STIサイドアンダースポイラー   ￥68,040 STIリヤアンダースポイラー   ￥46,440

［¥39,000＋　¥6,000］SG517VA010
【パッケージでも購入可▶p26-27】
〈フロントアンダースカートと共着不可。＊STI Sport用は専用パンフレット参照。〉
＊装着部地上高が最大約30mm下がります。 ＊スバル純正保証対象。

［¥55,000＋　¥8,000］ SG517VA110
【パッケージでも購入可                 】
〈エアロスプラッシュ、サイドストレーキと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約20mm下がります。 ＊スバル純正保証対象。

［¥35,000＋　¥2,000］ SG517VA500
【パッケージでも購入可                 】
〈エアロスプラッシュ、リヤバンパースカートと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約13mm下がります。 ＊スバル純正保証対象。

［¥40,000＋　¥3,000］ SG517VA360
【パッケージでも購入可                 】
〈リヤバンパースカートと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約30mm下がります。 ＊スバル純正保証対象。

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。その地を這うようなエアロスタビリティは、ハイウェイから
セカンダリーロードまで、GTツアラーの多彩なステージで実感できる。

あなたのために磨いたワークス・テクノロジー　    S T I スポーツパーツ。

P26-27

P26-27P26-27P26-27P26-27P26-27

［¥13,000＋   ¥3,000］ SG317FG000
 〈アルミパッド付スポーツペダル車を除く〉

 ＊スバル純正保証対象。

S T I  S p o r t  P a r t s



カラードナンバープレートベース
￥12,960

ベ ー ス キット

洗練されたGTツアラー・ライフへ。スタイリッシュなマストアイテム。

PHOTO：2.0GT-S EyeSight
ベースキット［カラードナンバープレートベース&ロック、ホイールロックセット、ドアバイザー］、フロントバンパースカート、ウエストスポイラー、
シャークフィンアンテナ/ドアミラーカバー（クリスタルブラック・シリカ）、ボディサイドモールディング、サイドストレーキ、18インチアルミホイール（ブラック）装着車

ベースキット
フロア
カーペット

エアロ
スプラッシュ

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

ホイール
ロックセット

キット価格 価格内訳 品番

［¥128,000＋　¥13,500］
［¥116,000＋　¥10,500］
［¥88,000＋　¥7,500］

［¥101,000＋　¥10,500］

［¥128,000＋　¥13,500］
［¥116,000＋　¥10,500］
［¥88,000＋　¥7,500］

［¥101,000＋　¥10,500］

P0017VA300##

P0017VA303##

P0017VA001##

P0017VA302##

P0017VA310##

P0017VA313##

P0017VA011##

P0017VA312##

単品合計価格

フロアカーペット（ボルドー）
￥36,180

LEDアクセサリーライナー
￥55,080

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

エアロスプラッシュ  ￥35,640

フロアカーペット（ブルーステッチ）
￥36,180

ドアバイザー  ￥18,360

［¥12,000］ J1017VA500##
〈STI Sport用は専用パンフレット参照。字光式ナンバー使用不可〉
＊樹脂製。
＊1台分前後2枚セット。

［¥3,000］ J1077YA003 
〈字光式ナンバー使用不可〉
＊封印部除く3個&専用キー&レンチ。
＊マックガード社製。

［¥6,000＋　¥1,000］ B3277YA000
＊4輪分4個&専用キー。
＊マックガード社製。

［¥33,000＋　¥500］ J5017VA230

［¥33,000＋　¥500］ J5017VA240
〈STI Sport用は専用パンフレット参照〉

［¥14,000＋　¥3,000］F0017VA000［¥30,000＋　¥3,000］ J1017VA000##
〈リヤバンパースカート、STIサイド/リヤサイドアンダースポイラーと共着不可〉
＊装着部地上高がフロント/リヤとも最大約25mm下がります。

［¥32,000＋　¥6,000］ H4517VA000 ＋
フォグカバー［￥13,000］ H4517VA037
〈STI Sport用は専用パンフレット参照〉
＊フォグカバーは塗装タイプ。＊ON/OFFスイッチ付。
※発光色は他の灯火類と異なります。

Ba s e  K i t

フロント リヤ

1.6GT EyeSight
（S-style含む）

全車

¥169,020

¥150,660

¥113,940

¥133,380

¥152,820
¥136,620
¥103,140

¥120,420

¥169,020

¥150,660

¥113,940

¥133,380

¥152,820
¥136,620
¥103,140

¥120,420

ボルドー

ボルドー

ボルドー

ボルドー

ブルーステッチ

ブルーステッチ

ブルーステッチ

ブルーステッチ

リヤバンパースカート・
STIサイド/リヤサイド
アンダースポイラー装着車

リヤバンパースカート・
STIサイド/リヤサイド
アンダースポイラー装着車

〈STI Sport用は専用パンフレット参照〉

30  31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。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。クリスタルホワイト・パールW6 スティールブルーグレー・メタリックM1 アイスシルバー・メタリックTQ ダークグレー・メタリックEN クリスタルブラック・シリカV2 ピュアレッドT2 ラピスブルー・パールE2

カラーコード（品番末尾の♯♯が以下のカラーコードに対応しています）




