
A c c e s s o r i e s

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。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4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：b0111272

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（2016.04）

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。

2016 .04 ~

www.subaru.jp/accessory

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。

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！



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。



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。



■LEDアクセサリーライナー【p19 ベースキット】 ■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/ブラック） 【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  【p19 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  【p23】

シルバー ガンメタ ブラック

■ドアミラーカバー  ¥14,926
［¥5,410＋　¥1,500］ 91054VA000## 
＋［¥5,410＋　¥1,500］ 91054VA010##
〈標準装備品の別カラーを選択可〉

■ドアミラーカバー（サテンメッキ） ¥46,440
［¥20,000＋　¥1,500］ 91054VA100 
＋［¥20,000＋　¥1,500］ 91054VA110
〈ウェルカムランプ車は標準装備〉

■ドアハンドル（メッキ） ¥35,424
［¥22,800＋　¥10,000］ F0018FJ012##

■シャークフィンアンテナ  ¥18,468
［¥12,000＋　¥5,000］ 86321VA100## 
＋ クリップピン［¥50×2個］909130146×2個
〈ディーラーOPナビ/オーディオ装着車用。
 標準装備品の別カラーを選択可〉

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

■SAA LEDライセンスバルブ  
　￥5,724/左右セット
［¥4,800＋　¥500］ SAA3050352
※発光色は他の灯火類と異なります。

■SAA LEDフォグランプバルブ
　（クリア/イエロー）  ¥20,844
［¥18,300＋　¥1,000］ SAA3050353/354
＊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。

■SAA シルバービジョンバルブ
　￥3,240（工賃別）
［¥3,000］ SAA3050331
＊2個入。バルブのみ交換。
※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
　（Bピラー） ¥11,232
［¥7,400＋　¥3,000］
SAA3190045
＊1台分。
  フロント/リヤドアBピラー部に貼付。

■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
＊17インチ×7J＋55。 
＊センターキャップ、エアバルブ付。

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
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ディテールまで貫く、AWDスポーツの誇りとこだわり。

標準バルブ 写真はB4写真はレヴォーグ写真はレヴォーグ

クリア

イエロー写真は他車種 標準バルブ

◆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。 

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。

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）

W6 クリスタルホワイト・パール E4 WRブルー・パールTQ アイスシルバー・メタリック EN ダークグレー・メタリック V2 クリスタルブラック・シリカT2 ピュアレッド

EXTERIOR

WRX S4/STI
Accessories

SUBARU GENUINE QUALITY



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アクセサリーライナー  ¥48,600
［¥30,000＋　¥4,000］ H4517VA040 ＋ フォグカバー［¥11,000］ H4517VA017 
＊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。

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。

■LEDフォグランプ ￥43,200
［¥36,000＋　¥4,000］ H4517VA300
＊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。

青または赤の真円ラインが、ひと味違うWRXを演出。
シックなブラックも選択できる、
有機的なラインのユーロテイスト大径ホイール。

■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個 
B3118VA100／B3118VA000／B3118AL000×4個
〈S4（メーカーOPタイヤ車を除く）〉
＊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。

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。

■エキゾーストフィニッシャー  ¥33,480
［¥25,000＋　¥6,000］ E7717VA100
〈STIパフォーマンスマフラーと共着不可〉

0908

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。

■トランクリップスポイラー  ¥59,400
［¥50,000＋　¥5,000］ E7217VA000##
〈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
［¥12,500＋　¥2,500］ J1218FJ220

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。

designed for WRX EXTERIOR

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）

W6 クリスタルホワイト・パール E4 WRブルー・パールTQ アイスシルバー・メタリック EN ダークグレー・メタリック V2 クリスタルブラック・シリカT2 ピュアレッド



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。

■STIシフトノブ（CVT）  ¥24,840
［¥22,000＋　¥1,000］ SG117SG101 〈S4〉

■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

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。

■カーボン調パネル  
　コンソール  ¥21,600［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA520 〈S4〉

　前後ドア ¥27,000［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA210

　パネルキット（コンソール＋前後ドア） ¥42,120［¥34,000＋　¥5,000］ J1317VA430 〈S4〉
※写真は前後ドア。 ＊交換タイプ。 ＊前後ドアはSTIにも装着可。

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。

■サイドシルプレート シルバー（SUBARU） ￥17,280／前後席４枚
［¥14,000＋　¥2,000］ E1017VA000 
＊ステンレス製。 ＊前席左右にSUBARUロゴ入り。

■サイドシルプレート ブラック（SUBARU／WRX S4） 
　¥12,960／前席内側２枚
［¥11,000＋　¥1,000］ E1017VA500/400 
＊ステンレス製。 ＊SUBARUロゴまたはWRX S4ロゴ入り。

写真はSUBARU

イラストはWRX S4

1110

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。 

■ピアノブラック調パネル　
　インパネ ¥20,520［¥18,000＋　¥1,000］ J1317VA010

　コンソール  ¥21,600［¥18,000＋　¥2,000］ J1317VA550 〈S4〉

　前後ドア ¥27,000［¥22,000＋　¥3,000］ J1317VA220

　パネルキット（インパネ＋コンソール＋前後ドア） ¥63,720［¥53,000＋　¥6,000］ J1317VA420 〈S4〉

　パネルキット（コンソール＋前後ドア） ¥42,120［¥34,000＋　¥5,000］ J1317VA460 〈S4〉
＊交換タイプ。 ＊インパネと前後ドアはSTIにも装着可。

■STIシフトノブ（6MT）（アルミ&本革 /ジュラコン）【p22】

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。

コンソール

前後ドア

INTERIORtailored by SUBARU



★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）。 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）。

■センターコンソールトレー  
　￥5,400
［¥5,000］ J2017FJ000 〈S4〉
※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。

■クリーンボックス ￥9,720
［¥8,000＋　¥1,000］ J2017AJ000

■パワーコンセント  ￥25,920
［¥18,000＋　¥6,000］H6717VA000
〈STIはセンターコンソールイルミネーションと共着不可〉 
＊コンセント位置はセンターコンソール後席側。
＊AC100V（100Wまで）。

■シガーライターキット  ￥4,320
［¥2,000＋　¥2,000］ H6718FJ000
＊アクセサリーソケットと交換取付。

■SAAイルミ付USB電源 ￥12,960
［¥9,000＋　¥3,000］ SAA3060400
＊フロアコンソール後席側に装着。 
＊iPhone/iPadなど一般的なスマートフォン/タブレットで使用可。
◆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】

■トランクマット  
　￥11,880
［¥11,000］ J5017VA300

■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★
［¥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】
〈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★
［¥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）

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。 

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、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。

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［¥12,000＋　¥500］ F4117VA310 
リヤ ¥18,360［¥16,000＋　¥1,000］ F4117VA320 
〈本革シート車を除く〉

■パートナーズカバー ¥20,520
［¥19,000］ F4117SG400 〈チャイルドシート類、後席アームレストと同時使用不可〉

※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。

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。

撥水または愛犬用のシートカバーも
ご用意しています。

■SAA プラズマクラスター搭載
　LEDルームランプ  ￥20,412
［¥17,400＋　¥1,500］ SAA3250370
〈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〉 
＊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】 

■SAA ＬＥＤルームバルブ
（スポットランプ用） 
￥6,178 / 左右2個（工賃別）
［¥2,860×2個］ SAA3050295×2個
＊バルブのみ交換。 

■SAA マルチＬＥＤルームバルブ
（ルームランプ用） 
￥7,020 / 1個（工賃別） ［¥6,500］ SAA3050270
＊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。 

■SAA LEDアシュトレー  ¥5,616
［￥5,200］ 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】 

写真は他車種写真は他車種写真は他車種

◆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 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）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】

※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。
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。

フロント１脚分 パートナーズカバー

写真はレヴォーグ

INTERIOR

■SAA インテリアLEDセット〔上記2点のセット〕 ¥12,420 ［¥10,500＋　¥1,000］ SAA3050302



■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DSRC［ETC 2.0］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。

※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。 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 ¥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〉
＊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 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〉

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、

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。

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。

イメージ写真はG50 フロント&リヤ

▶ナビカタログ ▶ナビカタログ

▶ナビカタログ

▶ナビカタログ

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。

NAVI & SPEAKERWRX LIFE



※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。

■ドアエッジモール ￥3,456
［¥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。 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。

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

■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 ￥5,400 ［¥5,000］ H6577AG100
＊消耗品のため保証対象外。

■スプリングチェーン
S4（メーカーOPタイヤ車を除く） 
¥29,160 
［¥27,000］ B3177AG000
＊225/45R18タイヤ用。

S4（メーカーOPタイヤ車）とSTI 
¥37,476 
［¥34,700］B3177FG010
＊245/40R18タイヤ用。
＊消耗品のため保証対象外。
＊ケ－ブル式。ゴムバンド、簡易手袋付。
※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。

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  ￥84,240
［¥78,000］ F4107YA400 〈パートナーズカバーと同時使用不可〉  

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。

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

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

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。

■キーレスアクセスアップグレード  ￥31,104 ［¥19,800＋　¥9,000］ H0017VA500 〈S4〉 
●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。

 

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。

■リモコンエンジンスターター  ¥74,520 
［¥60,000＋　¥9,000］H0017VA800 〈S4〉
●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。 

 

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。

■セキュリティインパクトセンサー  ￥17,280
［¥12,000＋　¥4,000］ H0017VA100

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。

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

■SAA セーフティサポートキット 
　￥6,264 ［¥5,800］ SAA1020005
◆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】 

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。 

■ボディカバー（ノーマル用/大型リヤスポイラー用）  ￥28,080
［¥26,000］ M0017VA000（大型リヤスポイラー車は M0017VA010）
＊トランクリップスポイラー装着車はノーマル用を使用。 ＊ポリエステル製。 
＊日本防炎協会認定品。

写真はシルバー

※タイヤ等は商品に含まれません。

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。

■SUBARUホーン  ￥10,800
［¥6,000＋　¥4,000］ H3717VA010

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。

■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、DSRC［ETC 2.0］や VICS WIDE
など最新インフラにも対応します。

■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。

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
［¥10,000＋　¥4,000］ H2717VA000

乗降シー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

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。
■超音波セキュリティ  ¥27,000
［¥15,000＋　¥10,000］ H0017VA110
〈セキュリティインパクトセンサー装着車用〉

■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）。

■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。

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。

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）▶ナビカタログ

▶ナビカタログ

▶ナビカタログ

▶ナビカタログ

■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車〉
＊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】

イメージ画像

■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

■
■
■
■
■
■

ウィンドウガラス
撥水コートイメージ

写真はエマージェンシーサポートキット

●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。

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

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。 

■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〉
●乗り降り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。
◆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】 

ドアハンドル4点

前席ドアトリム2点

写真はすべて他車種ドアエッジ4点

貼付け位置

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

DRIVE ASSIST
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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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（ブラック）、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（シルバー）、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

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。

DRIVE ASSIST

写真は他車種

※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。

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。

確実な記録を追求した、信頼の純正ドライブレコーダー。

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。

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。

■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】

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）

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）

●

●

●

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

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

●

●

●

●

microSDカード同梱
（SDカードアダプター付属） 

● 前方視界にも配慮した小型カメラ別体式。
● 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。　＊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。

● 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。

●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。

＊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。

＊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。

＊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非装着車用
（写真は他車種）

前方カメラ面

操作面

マストアイテムがスタイリッシュに揃う。
WRX純正ベースキット。

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）

写真は他車種

★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）。
W6 クリスタルホワイト・パール E4 WRブルー・パールTQ アイスシルバー・メタリック EN ダークグレー・メタリック V2 クリスタルブラック・シリカT2 ピュアレッド

■カラードナンバープレートベース  
¥12,960 ［¥12,000］ J1017VA550## 
〈字光式ナンバー使用不可〉 
＊樹脂製。 
＊1台分前後2枚セット。

■ナンバープレートロック  ¥3,240
［¥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。

■ エアロスプラッシュ リヤ  ¥21,600
［¥19,000＋　¥1,000］ J1017VA104##
〈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
［¥6,000＋　¥1,000］ B3277YA000 
＊４輪分４個&専用キー。 
＊マックガード社製。

■LEDアクセサリーライナー  ¥48,600
［¥30,000＋　¥4,000］ H4517VA040
＋フォグカバー［¥11,000］ H4517VA017 
＊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。

■フロアカーペット（S4/STI）  ¥36,180
［¥33,000＋　¥500］ S4：J5017VA220 / STI：J5017VA210 〈他のマット類と重ねての使用不可〉

■ドアバイザー  ¥18,360 
［¥14,000＋　¥3,000］ F0017VA100

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 価格内訳 品番

¥108,540

¥130,140
¥148,500

［¥90,000＋　¥5,500］

［¥105,000＋　¥6,500］
［¥117,000＋　¥9,500］

P0017VA412##

P0017VA411##
P0017VA410##

単品合計価格

WRX
STI

STIリヤサイドアンダー
スポイラー装着車 STI

STI

STI

¥103,140 

¥120,420 
¥136,620

¥108,540

¥130,140
¥148,500

［¥90,000＋　¥5,500］

［¥105,000＋　¥6,500］
［¥117,000＋　¥9,500］

P0017VA402##

P0017VA401##
P0017VA400##

BASE KIT
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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 PERFORMANCE PACKAGE

■STIフロントアンダースポイラー  
　￥48,600【p22】

■STIサイドアンダースポイラー  
　￥68,040【p22】

■STIリヤサイドアンダースポイラー   
　¥44,280【p22】

■STIリヤアンダースポイラー  
　￥46,440【p22】

STIパフォーマンスパッケージ特典 

◆STI Performanceエンブレム
非売品（工賃¥3,240）　

［　¥3,000］ 
＊サイド×2、リヤ×1。

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

［フロント／サイド／リヤサイド／リヤ  アンダースポイラー  ＋ 
 スカートリップ ＋ フレキシブルタワーバー  ＋ 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 
［フロント／サイド／リヤサイド／リヤ  アンダースポイラー］

STI STYLE PACKAGE 

STI スタイルパッケージ 単品合計価格 ￥207,360

▶パッケージ価格  ¥189,000
［￥152,000＋　￥23,000］ P0017VA260（S4はP0017VA270） ＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

STI パフォーマンスパッケージ 
S4：単品合計価格（特典エンブレム含まず） ¥291,600（アンダースポイラー4点のみSTIスタイルパッケージで購入した場合 ¥273,240）
▶パッケージ価格（特典エンブレム含む）  ¥270,972
STIスタイルパッケージ ［￥152,000＋　￥23,000］ P0017VA270 ＋ コンプリートキット ［¥62,900＋　¥13,000］ STPKG00VV000  ＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

STI：単品合計価格（特典エンブレム含まず） ¥322,920（アンダースポイラー4点のみSTIスタイルパッケージで購入した場合 ¥304,560）
▶パッケージ価格（特典エンブレム含む）  ¥297,756
STIスタイルパッケージ ［￥152,000＋　￥23,000］ P0017VA260 ＋ コンプリートキット ［¥86,700＋　¥14,000］ STPKG00VV010  ＊共着不可品、注意事項等は各構成品の欄を参照。

S4用（1本タイプ・写真はレヴォーグ） STI用（2本タイプ）

◆STIスカートリップ ￥15,120【p22】 ◆STIフレキシブルタワーバー  ￥35,640【p23】 ◆STIフレキシブルドロースティフナー  ￥64,800（S4は ￥33,480）【p23】

WRX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。

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。

WRX S4/STI
Sportparts

STI WORKS PERFORMANCE
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◆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。

ブラックガンメタシルバー

STI SPORT PARTS

■STIシフトノブ（6MT） 
　ジュラコン®  ¥9,180 
［¥8,000＋　¥500］ SG117VA000 〈S4除く〉
＊スバル純正保証対象。
＊「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 スカートリップ  ￥15,120
［¥10,000＋　¥4,000］ ST960204S292
【パッケージでも購入可▶p20-21】
〈STI フロントアンダースポイラー装着車用〉
＊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56mm）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。

■STI サイドアンダースポイラー  ￥68,040
［¥55,000＋　¥8,000］ SG517VA100
【パッケージでも購入可▶p20-21】
＊装着部地上高が最大約19mm下がります。
＊スバル純正保証対象。

◆STI フレキシブルタワーバー  ￥35,640
［¥30,000＋　¥3,000］ ST20502VV010（S4は ST20502VV000）
【パッケージでも購入可▶p20-21】
◆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。

■STI リヤサイドアンダースポイラー  ¥44,280 
［¥35,000＋　¥6,000］ SG517VA200
【パッケージでも購入可▶p20-21】
〈エアロスプラッシュ リヤと共着不可〉
＊装着部地上高が最大約25mm下がります。
＊スバル純正保証対象。

■STI リヤアンダースポイラー ￥46,440
［¥40,000＋　¥3,000］
SG517VA340（S4 はSG517VA350）
【パッケージでも購入可▶p20-21】
＊装着部地上高が最大約50mm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、
ハイウェイやセカンダリーロードで実感できる
レベルに達している。

6速を意識せず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®シフトノブと、6速クロスレシオを手首の返しで操れる
ギヤシフトレバーを試したい。 6速のシフトフィールを堪能したければ、
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、
重量も最適化したシフトノブも用意されている。
リムにスピニング工法を用いた軽量・高剛性アルミホイールも用意され、
スポーツカーらしいこだわりを純正クオリティで堪能できる。

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。
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、
最も進化したボディ剛性コントロールを体感できる。

■STIシフトノブ（6MT）
　アルミ&本革  ¥16,740
［¥15,000＋　¥500］ SG117AJ010 
〈S4除く〉
＊スバル純正保証対象。

■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 〈S4（メーカーOPタイヤ車を除く）〉

18インチ 7.5J（225/45R18タイヤ用）：［¥42,000＋　¥3,500］× 4本 SG217VA100/110/120 × 4本 〈S4（メーカーOPタイヤ車を除く）〉

18インチ 8.5J（245/40R18タイヤ用）：［¥42,000＋　¥3,500］× 4本 SG217VA000/010/020 × 4本 〈S4（メーカーOPタイヤ車）とSTI〉
＊センターキャップ、エアバルブ付。 
＊スバル純正保証対象。

■STI フロントアンダースポイラー  ￥48,600
［¥39,000＋　¥6,000］ SG517VA000
【パッケージでも購入可▶p20-21】
＊装着部地上高が最大約36mm下がります。
＊スバル純正保証対象。

S4用（1本タイプ・写真はレヴォーグ）

STI用（2本タイプ）

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。

◆STIフレキシブルドロースティフナー  
　￥64,800（S4は ￥33,480）
［¥56,000＋　¥4,000］ ST20118VV010（S4は ［¥28,000＋　¥3,000］ ST20118VV000） 
【パッケージでも購入可▶p20-21】
◆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。

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ギヤシフトレバー（6MT） 
　¥45,360＊

［¥30,000＋　¥12,000］ SG117VA100 〈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約4㎜短縮。 
＊スバル純正保証対象。
写真のジョイントコンプルは含まれません。     

■STI シフトノブ（CVT）
　¥24,840
［¥22,000＋　¥1,000］ SG117SG101
〈S4〉
＊スバル純正保証対象。

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。

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

ご覧ください。


