WRブルー・マイカ[専用色]

サテンホワイト・パール（31,500円高・消費税込）

アイスシルバー・メタリック

クリスタルブラック・シリカ

ディーラー装着オプション

スカートリップ

￥10,500（消費税抜 ￥10,000）
ST960204S291

サイドアンダースポイラー

￥57,750（消費税抜 ￥55,000）
ST96030YS020

バッテリーホルダー

￥9,240（消費税抜 ￥8,800）
ST82182ST000

HIDバルブセット

￥39,900（消費税抜 ￥38,000）
ST84920ST020

セキュリティホイールナットセット

￥34,650（消費税抜 ￥33,000）
ST28170ST060

STIバルブキャップセット

￥4,095（消費税抜 ￥3,900）
ST28102ST030

●この仕様、価格については、予告なく変更する場合があります。●商品によっては複数のものを同時に装着できない場合があります。●商品によってはお届けするまでに若干日数を要する場合があります。●STIスポーツパーツを装着してJAF公認モータースポーツイベントに参加する場合には、JAF国内競技車両規則の各出場項目をご覧ください。
●STIスポーツパーツを取付けたことによる直接的または間接的に発生した商品および車両等の不具合に対する保証はいたしかねますのでご了承ください。●STIスポーツパーツを取付けたことにより、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しましては、富士重工業
（株）
の車両クレーム保証の対象から外れますのでご注意願います。●写真は印刷
インク・撮影状況により実際の色とは異なって見えることがあります。●詳しくは、
スバル特約店にお問い合わせください。上記価格には取付工賃は含まれておりません。適応車種、取付及び工賃については、
スバル特約店にお問い合わせください。各商品の中にはご使用上注意していただくものもございますので、詳細はSTIホームページにてご確認下さい。

■STIスポーツパーツについてのお問い合わせ

発売元 : スバルテクニカインターナショナル株式会社

営業部

Tel.0422-33-7848まで

受付時間10:00〜17:00（ 平日）

PHOTO：
（表）

・

（31,500円高・消費税込）

付音声認識HDD

装着車

写真

。

☆は専用架装装備

※は STI 保証部品

■AWDシステム・足回り・メカニズム
☆ブレンボ製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ
（STIロゴ入り）※
☆ブレンボ製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキ
（STIロゴ入り）※
☆STI製チューニング・倒立式フロントストラット、STI製コイルスプリング※[注1]
☆STI製チューニング・リヤダンパー、STI製コイルスプリング※[注1]
☆STI製18インチ×7 1/2Jアルミホイール※
☆215/45R18タイヤ[POTENZA RE050A]
☆STI製ピロボールブッシュ・リヤサスリンク
（ラテラルリンクフロント内側・ラテラルリンクリヤ内側）※
☆STI製スポーツマフラー
（φ100×2、STIロゴ入り）※
☆STI製フレキシブルタワーバーフロント※
☆STI製フレキシブルドロースティフナーフロント※
☆STI製サポートフロント※
☆STI製フレキシブルサポートリヤ※
☆専用VDC［ビークルダイナミクスコントロール］

■その他の主な標準装備
【AWDシステム・足回り・メカニズム】VTD-AWD[不等＆可変トルク配分電子制御AWD]／SI-DRIVE／ストラット式フロントサスペンション／ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション／フロント＆リヤスタビライザー／タイロッド式タンデムブレーキ
ブースター 【視界】HIDヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー
（オート）付]／フロントフォグランプ／オートライト／フロントワイパーデアイサー／撥水加工フロントドアガラス／電動格納式リモコンカラードドアミラー
（ヒーテッド機能付）／LEDサイドターン
ランプ＆ターンインジケーター／リヤウインドゥデフォッガー／フィン一体フロントワイパー
（マルチ拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式）／リヤ間けつワイパー＆ウォッシャー 【操作性・計器盤・警告灯】
キーレスアクセス＆プッシュスタート[注4]／
クルーズコントロール／パドルシフト／5速マニュアルモード／チルト＆テレスコピックステアリング／パワーステアリング／アルミパッド付スポーツペダル
（アクセル、
ブレーキ、
フットレスト）／フットパーキングブレーキ／ウェルカム＆グッバイ照明付メーター／
ECOゲージ／インフォメーションメーター
（外気温／平均燃費・瞬間燃費／デジタル時計）／左右独立温度調整機能付フルオートエアコン
（クリーンフィルター付）／スカイ空調（後席用ベンチレーション）／盗難警報装置（アラーム表示機能付）[注5]／
イモビライザー[盗難防止用エンジン始動ロックシステム][注5]／メーター・イルミネーションコントロール／パワーウインドゥ
（運転席：スイッチ照明＆反転装置＆オフディレイタイマー付）／アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック／集中ドアロック＆
リヤゲートロック／燃料残量ウォーニングランプ／運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ＆ブザー／液晶デジタルツイントリップメーター／後席足元暖房（セカンドシート・サードシート）【オーディオ】
スピーカー
（フロント2＋リヤ2）／ルーフアンテナ
【シート】
フロントシートアームレスト
（無段階調整式）／6:4分割可倒式セカンドシート
（スライド＆リクライニング）／セカンドシートウォークインスライド／セカンドシートアームレスト
（カップホルダー付）／5:5分割可倒式サードシート
（リクライニング＆フォールド
ダウン機構）／ソフトフラットシート
（前席フラット）／セカンドシートヘッドレスト／サードシートヘッドレスト／助手席シートバックポケット 【内装】
ブルーイルミネーション
（センタートレイ、
オーバーヘッドコンソール）／オーバーヘッドコンソールボックス／マップ
ランプ＆カーテシーランプ（全ドア連動）／フロントセンターコンソール（移動式カップホルダー付）／助手席インパネオープントレイ／グローブボックス
（照明付、車検証ホルダー付）／ショッピングフック
（インパネ、運転席シートバック、
カーゴサイド、
カーゴ
フロアボード）／荷室ダブルアンダーボックス／センタートレイ／インパネソケット
（DC12V/120W）／フロント＆リヤ大型ドアポケット
（ボトルホルダー付）／サードシートサイドポケット＆カップホルダー／運転席＆助手席バニティミラー
（リッド付）／デイナイト
インナーミラー／アシストグリップ（助手席＋セカンドシート左右）／オフディレイルームランプ／カーゴルームランプ／カーゴソケット
（DC12V/120W）／カーゴフック／リヤゲートインナーハンドル／乗降用大型ステップ【外装】UV&IR（赤外線）
カット
フロントガラス＋UVカット機能付濃色ガラス
（リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート）[注6]／UVカットフロントドアガラス／ダンパー付フロントフード／ルーフスポイラー／サイドシルスポイラー 【安全装備】EBD［電子制御制動力配分システム］付4センサー

■操作性・計器盤・警告灯
☆専用スポーツルミネセントメーター
（STIロゴ入り、240km/h表示）
☆STI製プッシュエンジンスイッチ
（STIロゴ入り、
レッドタイプ）※
☆専用本革巻ステアリングホイール
（STIオーナメント入り、赤ステッチ）
☆STI製本革巻ATセレクトレバー
（STIロゴ入り）※

4チャンネルABS／ブレーキアシスト／デュアルSRSエアバッグ／フロントアクティブヘッドレスト／プリテンショナー
（運転席はダブルプリテンショナー）
＆可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト／セカンド3点式ELRシートベルト／サード3点
式ELRシートベルト／ISO FIXチャイルドシート対応構造＆テザーアンカー
（セカンドシート左右）[注7]／フロントシートベルト・ショルダーアジャスター／セイフティブレーキペダル／セイフティフットレスト
（運転席）／ハイマウントストップランプ／リヤドア
チャイルドプルーフ／フロント＆リヤバンパービーム／サイドドアビーム／ステアリングサポートビーム
【メーカー装着オプション】
リヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK mX対応、FM多重VICS対応>「Bluetooth ® 対応ハンズフリー機能、CD/DVDプレーヤー＆AM/FMチューナー、6スピーカー」
＋オーディオ
リモートコントロールスイッチ＋外部入力端子（音声＋映像）、地上デジタルテレビチューナー
〈オプションコード:62〉[注8][注9][注10]

■シート
☆アルカンターラ
（グレーパンチング）/本革（ブラック）
シート[フロントSTI刺繍ロゴ入り、
チェリーレッドステッチ]
シート材質 アルカンターラ：シート座面＋背面/本革：ヘッドレスト＋シートサイド[注2]
●運転席/助手席8ウェイパワーシート
（前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング）

[注1]STI製コイルスプリング、STI製フロント＆リヤアンダースポイラーを装着しているため、縁石などの段差によっては路面などと干渉する場合があります。
[注2]シートはシート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。またサードシートは前面の一部にも合成皮革を使用しています。
[注3]プレミアムアクセサリーのSTI製キーカバー
（赤色）[1個]を車載してお届けします。
[注4]植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
[注5]国土交通省認可品です。
[注6]濃色ガラスはリヤドアガラス、
リヤクォーターガラス、
リヤゲートガラスで濃度が若干異なります。
[注7]SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、
ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートは左右席でご使用ください。
[注8]地上デジタルTV放送をご覧いただくには、ディーラー装着オプションの地上デジタルTVアンテナセットが必要になります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
[注9]リヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム装着時は、
フロントウインドゥトップシェード付となります。
[注10]お客様または第三者が本機の使用を誤った時、
または故障・修理の時等に、本機に保存された音楽データが変化・消失した場合、
その内容の補償はできません。データは万一に備えて、本機以外に保存しておくことをお奨めします。

■内装
☆ブラックインテリア[ピラートリム、ルーフトリム、
リヤゲートトリム]
☆カーボン調加飾パネル
（センター）
☆ダークキャストメタリックパネル[インパネ、パワーウインドゥスイッチパネル]
☆グレーパンチングアルカンターラ加飾ドアトリム
☆専用サイドシルプレート
（フロント、tSロゴ入り）※

■SRS=Supplemental Restraint System［ 補助拘束装置 ］■スペアタイヤはテンポラリースペアタイヤ（応急用スペアタイヤ）
です。 ■VICSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■Bluetooth ®は、

■外装
☆STI製フロントアンダースポイラー※[注1]
☆STI製リヤアンダースポイラー※[注1]
☆専用tSオーナメント(フロント、
サイド、
リヤ)※
☆専用STIオーナメント
（リヤ）※

Bluetooth ® SIG,Inc.USAの登録商標です。■ALCANTARA ® 、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。
保証期間について：※のSTIの架装部品について保証修理を受けられる期間は、新車を登録した日から1年間となります。ただし、
その期間内でも走行距離20,000kmまでとなります。STI保証となる部品詳細はSTI保証書に記載しております。その
他の部品の保証内容及び保証条件は、
メンテナンスノートをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。なお、
プレミアムアクセサリーは保証、補修の対象外です。

高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、
ブレーキ性能を高めたため、
ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。

■プレミアムアクセサリー：STI製本革アクセスキーカバー
（赤色）[注3]

車名・型式：スバル・DBA-YA5
■寸法・重量・定員

■エンジン

全長×全幅×全高
（mm）
【 参考値】
：4740×1775×1650

型式・種類：EJ20 水平対向4気筒 2.0ℓ DOHC 16バルブ AVCS 空冷インタークーラーターボ

室内長×室内幅×室内高
（mm）
：2720×1510×1275

内径×行程
（mm）
：92.0×75.0

ホイールベース
（mm）
：2750

総排気量
（cc）
：1994

トレッド[前 / 後]
（mm）
：1530/1535

圧縮比：9.0

EXIGA tS

最低地上高
（mm）
：165

最高出力
［ネット］
：165 kW
（225 PS）
/5600 rpm

車両重量
（kg）
【 参考値】
：1620

最大トルク
［ネット］
：326 N･m
（33.2 kg･m）
/4400 rpm

乗車定員
（名）
：7

燃料供給装置；EGI
（電子制御燃料噴射装置：マルチポイント・インジェクション）

車両総重量
（kg）
【 参考値】
：2005

燃料タンク容量
（ℓ）
：65

■性能・ステアリング・サスペンション・ブレーキ

■架装メーカー希望小売価格（消費税込）

受注期間：2012年10月28日迄

2.0 DOHC AVCS TURBO
AWD・E-5AT

3,748,500円

300台限定＊

消費税抜き価格 3,570,000円

＊富士重工業株式会社が、販売する限定台数となります。なお、2012年10月28日迄受注分は生産対応いたしますが、
それ以前に受注台数が300台に達した場合には、
その
時点で販売を終了させていただきます。10月29日以降で、販売店に在庫がある場合には、当該在庫分についてのみ注文をお受けいたします。

燃料種類；無鉛プレミアムガソリン［注］

最小回転半径 (m)：5.6

■トランスミッション

ステアリング
［歯車形式/ギヤ比］
：ラック＆ピニオン式/16.5

変速機形式：E-5AT
（マニュアルモード付

サスペンション
［前輪/後輪］
：ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架

変速比
（第1速 / 第2速 / 第3速 / 第4速 / 第5速 ）
：

主ブレーキ形式：2系統油圧式
（倍力装置付）

3.540/2.264/1.471/1.000/0.834

ブレーキ［前/後］
：ベンチレーテッドディスク／ベンチレーテッドディスク

変速比
（後退）
：2.370

駐車ブレーキ形式：機械式後2輪制動

減速比：3.083

前進5速 後退1速）

■架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。■エンジンの出力
表示には、
ネット値とグロス値があります。
「グロス」
はエンジン単体で測定したものであり、
「ネット」
とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで
測定した場合、
「ネット」
は
「グロス」
よりも15％程度低い値
（自工会調べ）
となっています。［注］
無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、
エンジン性能は低下します。■EXIGA＼エクシーガ、STI、SI-DRIVE、AVCS、VTDは富士重工業株式会社の登録商標です。

■リサイクル料金表
●自動車リサイクル法の施行により、
下表のリサイクル料金が別途必要となります。
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、
リサイクル預
託金の返金を受けることができます。
車種
EXIGA tS

リサイクル預託金
シュレッダーダスト料金

エアバッグ類料金

フロン類料金

情報管理料金

10,130円

2,380円

2,010円

130円

資金管理料金

合計

380円

15,030円

■車両本体製造事業者：富士重工業株式会社■架装事業者：スバルテクニカインターナショナル株式会社
●記載価格は架装メーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●架装メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、
それぞれにお問い合わせください。 ●価格はスペアタイヤと交換用
工具付の価格です。 ●価格にはオプションは含まれておりません。 ●リサイクル料金、税金（消費税を除く）、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。 ●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。 ■写真のナンバープレートはすべて合成です。 ■画面はハメコミ合成です。
また画面は実際と異なる場合があります。
■サーキット走行等の過酷な走行による故障は、保証の対象外となります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。ご購入後の不正改造は絶対に行わないでください。■この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、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。

PHOTO：
（表）

付音声認識HDD

装着車

写真 撮影用 点灯

。

