
5万円以上

お買い上げ
で5万円以上

お買い上げ
で5万円以上

お買い上げ
で

金利手数料

回まで無料
金利手数料

10回まで無料

ZERO
オイルフィルター
プレゼント

特 典

総合優勝
全日本ラリー全日本ラリー全日本ラリー

おめでと
う

おめでと
う

×

¥ 275,000¥ 275,000
¥ 263,000¥ 263,000

×

×
×

ヨコハマ Sドライブ ヨコハマ Sドライブ 

SUBARU
FAIR

ＳＹＭＳパワステフルード
＋メタライザー軽ワザクールLLCII

+クールサーモ

2本目から

1本

75W90

80W120 80W140

Ｓ-４２９RＳ-４２９R Ｓ-４２９GＳ-４２９G

Ｓ-４２９R＋
WAKO’S RECS＋
湾岸 Ｍ７プレミアム

Ｓ-４２９R＋
WAKO’S RECS＋
湾岸 Ｍ７プレミアム

Ｓ-４２９R＋
WAKO’S RECS
Ｓ-４２９R＋
WAKO’S RECS

ギアオイル
ミッションオイル（４Ｌ分）
ギアオイル
ミッションオイル（４Ｌ分）

¥ 12,600¥ 12,600

¥ 13,500¥ 13,500 ¥ 14,700¥ 14,700

エレメント込み

エレメント込み

Ｓ-４２９CＳ-４２９C

WAKO’S
RECS
WAKO’S
RECS

ロードノイズとマフラーこもり音の

低減に効果絶大！

3Dサイレントマット3Dサイレントマット

ボンネット + ビッグバルジボンネット + ビッグバルジ

4&2POT 1台分フルセット4&2POT 1台分フルセット

355ステアリング
+ パドルシフト
355ステアリング
+ パドルシフト

リアゲート

リア・リアゲートセット

リア

 BR/BP/GP/GR/GH/SH/YA

ZC/BR/BM/BP/GP/GJ
GR/GV/GH/SH/YA

BR/BP/BH/GP/GR/GH/SH/YA  

ワイヤー式＋アースワイヤー式＋アース

電子式＋アース電子式＋アース

SpiritSpirit

SpiritSpirit

KITスロットルKITスロットル

メタライザー
ＰＲＯ
メタライザー
ＰＲＯエンジンオイルエンジンオイル

※加工の都合上、１週間前までに事前
予約ください

※加工の都合上、１週間前までに事前
予約ください

各社デモカ
ー

　　試乗で
きます！各社デモカ
ー

　　試乗で
きます！

The car of an ideal is made actual.The car of an ideal is made actual.

アドバイザー
参加メーカー
アドバイザー
参加メーカー

Amaruq
サスペンション

Amaruq
サスペンション

開催
イベント開催時間 9:００～19：00

16（日）（日）6/6/15（土）（土）

協賛メーカー協賛メーカー協賛メーカー
The car of an ideal is made actual.

スバルフェア

全てイベント特別価格!! 
　　　今年も恒例イベントやります！！
全てイベント特別価格!! 
　　　今年も恒例イベントやります！！

有限会社ケーアイテーサービスカンパニー 〒373-0024 群馬県太田市上小林町128-2
TEL. 0276-26-0381 事前予約：smsgkit@olive.ocn.ne.jp http://www.kit-service.com

■東北自動車道 佐野藤岡ＩＣより 約４０分　 国道５０号線を群馬方面へ
■北関東自動車道 太田桐生ＩＣより 約5分
■関越自動車道 東松山ＩＣより 約５０分　国道４０７号線を北上 足利市方面へ

限定5本のみ！限定5本のみ！

25％
OFF!!

DIXCELローター
PD/SD
DIXCELローター
PD/SD

ワンガンパッドワンガンパッド

ENDLESS
ブレーキホース
ENDLESS
ブレーキホース

5点セット（　  PD）5点セット（　  PD）

KITブラケットKITブラケット

¥ 14,000¥ 14,000 ¥ 18,500¥ 18,500

¥ 00,000¥ 00,000

Amaruqラテラルリンク
&トレーリンクリンクセット
Amaruqラテラルリンク
&トレーリンクリンクセット

AT&CVTアースAT&CVTアース

ActiveActive

AT&CVTアース+スロットルア
ースセット

ATにリニアな反応を求めるな
らお勧め！

モノセロスZEROモノセロスZERO ZERO PLUSZERO PLUSECU
SERIES
ZERO

ECU
SERIES
ZERO

本製品+簡易取付ユニット+工賃本製品+簡易取付ユニット+工賃

LEDウェルカムウィンカーLEDウェルカムウィンカー
レガシィ（BP/BL後期、BR/BM AB型）
インプレッサ（GR/GV）
エクシーガ（YA D型）
フォレスター（SH）

レガシィ（BP/BL後期、BR/BM AB型）
インプレッサ（GR/GV）
エクシーガ（YA D型）
フォレスター（SH）

BP/BL、BH/BE、
GD/GG、SG
BP/BL、BH/BE、
GD/GG、SG

BR/BM、BP/BL、BH/BE、
GR/GV、GD/GG、SG、BRZ
BR/BM、BP/BL、BH/BE、
GR/GV、GD/GG、SG、BRZ

GR/GV
YA5
GR/GV
YA5

BP/BL、BH/BE、
GD/GG、SG
BP/BL、BH/BE、
GD/GG、SG

車高調キット車高調キット

今年もスバルフェア
限定色が登場！

Reiz Sports Streering355Reiz Sports Streering355

レガシィ（BP/BL）
インプレッサ（GRB)
フォレスター（SH）
エクシーガ（YA）

レガシィ（BP/BL）
インプレッサ（GRB)
フォレスター（SH）
エクシーガ（YA）

レガシィ（BR/BM、BP/BL、BH/BE）
アウトパック(BR/BP)
インプレッサ（GP/GJ、GR/GV、GH、GD、GC)
フォレスター（SH、SG、SF）
エクシーガ（YA）
BRZ（ZC6）

レガシィ（BR/BM、BP/BL、BH/BE）
アウトパック(BR/BP)
インプレッサ（GP/GJ、GR/GV、GH、GD、GC)
フォレスター（SH、SG、SF）
エクシーガ（YA）
BRZ（ZC6）

ZETAⅢブラック
ZETAⅢグラデーション
GIASスポーツ
GIASブラック
GIASグラデーション

ZETAⅢブラック
ZETAⅢグラデーション
GIASスポーツ
GIASブラック
GIASグラデーション

シートレール
＋

バックプロテクター
＋
工賃

シートレール
＋

バックプロテクター
＋
工賃

¥ 136,000¥ 136,000

ローター＆パッド1台分セットローター＆パッド1台分セット YA5用一部カーボンバルジYA5用一部カーボンバルジ フロントLSD＋リアLSD+クラッチフロントLSD＋リアLSD+クラッチ

エンドレスキャリパーキットエンドレスキャリパーキット

ヘルメットバック
プレゼント！！
ヘルメットバック
プレゼント！！

クーリングボンネットクーリングボンネット

レガシィレガシィ

通常価格通常価格

通常価格通常価格シートタイプシートタイプ セット内容セット内容 特別価格特別価格

イベント特価イベント特価

フロントキットフロントキット

フロント・リアキットフロント・リアキット

カーボン+UVクリア塗装+工賃カーボン+UVクリア塗装+工賃 ※ボンネットピンでの固定は
　別途費用(製品+工賃)が必要になります
※ボンネットピンでの固定は
　別途費用(製品+工賃)が必要になります

インプレッサインプレッサ

　レガシィ・エクシーガ・
フォレスター他

　レガシィ・エクシーガ・
フォレスター他

GDB・GRB・GVB他GDB・GRB・GVB他

BRZBRZ

20％
OFF!!

1台分で1台分で

GC/GFGC/GF

試座
可能
試座
可能

どれでも
限定１台
どれでも
限定１台

2脚セットの
場合は、
さらに…！？

2脚セットの
場合は、
さらに…！？

GDB(F.G）GDB(F.G）

GDB(A.B)
GDB(C.D.E)
GDB(A.B)
GDB(C.D.E)

BP/BLBP/BL

GRB/GVBGRB/GVB

SYSTEM-1SYSTEM-1

SYSTEM-2SYSTEM-2

 イチオシ商品限定販売！!

メカニックスタッフ募集中！メカニックスタッフ募集中！
車検予約承り中！車検予約承り中！

メーカー
特選！

今回の
超目玉！

BR/BM、BP/BL、YA、
SH5、GH2/3、GH8、

GR/GV、GD

ヴィヴィオ・プレオ・R1・R2

2013スバルフェア企
画！

2013スバルフェア企
画！

おすすめオイル揃ってます！おすすめオイル揃ってます！

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

※アライメント調整込み※アライメント調整込み

※アライメント
　調整込み
※アライメント
　調整込み

ＡＴＦ ＋前後
デフオイル交換
ＡＴＦ ＋前後
デフオイル交換

通常価格 ¥329,007通常価格 ¥329,007

通常価格 ¥24,570通常価格 ¥24,570通常価格 ¥18,900通常価格 ¥18,900

通常価格 ¥343,707通常価格 ¥343,707

イベント限定大特価! コラボ企画

タイヤ&ホイール

ダイレクトフローシステムダイレクトフローシステム

　レガシィ・エクシーガ・
フォレスター他

　レガシィ・エクシーガ・
フォレスター他

GDB・GRB・GVB他GDB・GRB・GVB他

通常価格 ¥163,800通常価格 ¥163,800

+ 工賃+ 工賃
5点セット（　  SD）5点セット（　  SD）+ 工賃+ 工賃

×純正キャリパー純正キャリパー1

3

3

3

5
2

4

【例】GDBの場合
　　FS+Z+フルード＋工賃 5速

6速

製品＋純正色塗装＋工賃

本製品＋工賃＋アライメント

本製品＋工賃＋アライメント

アクセルレスポンスUP!
体感できるエンジン性能。

吸気音が違う！ 
アクセルレスポンスが違う！ 
トルク＆パワーUPを実現。

※イベントのみの
　限定商品

本製品
購入で

割引チ
ケット

GET!
!

Special

ヨコハマアドバンネオバヨコハマアドバンネオバ

適合：YA/SH/GH/GE

適合：BP/BL

適合：ZC6/YA/SJ/SH/GP/GJ/GH/GE/BR/BM

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

SUBARUフ
ェア

初参加！！
SUBARUフ

ェア

初参加！！

ミッション+
リアデフオイル
ミッション+
リアデフオイル

The car of an ideal is made actual.

The car of an ideal is made actual.

GⅢオイルGⅢオイル

湾岸Ｍ７
プレミアム
湾岸Ｍ７
プレミアム

ATFATF

全て
工賃込み！！

イベント限定販売商品

¥10,000
×

ワンガ
ン製品

購入券

ワンガ
ン製品

購入券

ワンガ
ン製品

購入券The car of an ideal is m
ade actual.

●有効
期限 /

 2013
年12月

まで

※本券
はKIT

サービ
スのみ

で利用
可能

※利用
可能額

に満た
ない場

合でも
返金は

できか
ねます

●有効
期限 /

 2013
年12月

まで

※本券
はKIT

サービ
スのみ

で利用
可能

※利用
可能額

に満た
ない場

合でも
返金は

できか
ねます

※後日作業になる場合があります※後日作業になる場合があります

 GC8/GDB/GRB/GVB GC8/GDB/GRB/GVB

限定
3台

柳澤さん優勝記念セット

あなたに最適な
LSDセッティングと
Drivingアドバイスを

提供します！

あなたに最適な
LSDセッティングと
Drivingアドバイスを

提供します！

※ボンネットピンでの固定は
　別途費用(製品+工賃)が必要になります
※ボンネットピンでの固定は
　別途費用(製品+工賃)が必要になります

ブレーキフルード付

> > >> > >

¥ 22,000¥ 22,000
通常価格¥26,250通常価格¥26,250

¥ 14,000¥ 14,000
通常価格¥１6,800通常価格¥１6,800

¥ 8,900¥ 8,900
通常価格¥１0,500通常価格¥１0,500

¥ 25,000¥ 25,000
通常価格¥30,450通常価格¥30,450

¥ 14,500¥ 14,500
通常価格¥１7,850通常価格¥１7,850

¥ 11,500¥ 11,500
通常価格¥１3,65０通常価格¥１3,65０

¥ 40,000¥ 40,000

¥ 46,000¥ 46,000

¥ 200,000¥ 200,000

¥ 260,000¥ 260,000

通常価格 ¥242,550通常価格 ¥242,550

通常価格 ¥307,650通常価格 ¥307,650

通常価格 ¥48,930通常価格 ¥48,930

通常価格 ¥55,283通常価格 ¥55,283

¥ 82,000¥ 82,000
通常価格 ¥97,650通常価格 ¥97,650

¥ 10,000¥ 10,000
通常価格 ¥11,260通常価格 ¥11,260

¥ 240,000¥ 240,000
通常価格 ¥275,205通常価格 ¥275,205

¥ 63,000¥ 63,000
通常価格 ¥79,170通常価格 ¥79,170

¥ 236,000¥ 236,000
¥ 282,000¥ 282,000

18×8.5J　225/40-1818×8.5J　225/40-18

17×7J　215/45-1717×7J　215/45-17

¥ 297,000¥ 297,000
¥ 316,000¥ 316,000

18×9.5J　255/35-1818×9.5J　255/35-18

18×8.5J　245/40-1818×8.5J　245/40-18

通常価格 ¥308,301通常価格 ¥308,301

通常価格 ¥356,790通常価格 ¥356,790

通常価格 ¥375,165通常価格 ¥375,165

通常価格 ¥397,530通常価格 ¥397,530

¥ 230,000¥ 230,000
¥ 277,000¥ 277,000

¥ 285,000¥ 285,000
18×8.5J　245/40-1818×8.5J　245/40-18

17×7.5J　215/45-1717×7.5J　215/45-17

18×7.5J　225/40-1818×7.5J　225/40-18

通常価格 ¥264,432通常価格 ¥264,432

通常価格 ¥312,564通常価格 ¥312,564

通常価格 ¥320,880通常価格 ¥320,880

¥ 10,000¥ 10,000

¥ 5,000¥ 5,000

¥ 12,000¥ 12,000
通常価格 ¥15,500通常価格 ¥15,500

¥ 20,000¥ 20,000
通常価格 ¥23,650通常価格 ¥23,650 通常価格 ¥6,300通常価格 ¥6,300

通常価格 ¥12,000通常価格 ¥12,000

¥ 10,000¥ 10,000

¥ 4,800¥ 4,800

通常価格 ¥12,075通常価格 ¥12,075

通常価格¥5,670通常価格¥5,670

NANA

TBTB

RR

S （5.5L分）S （5.5L分）

通常価格 ¥12,471通常価格 ¥12,471

¥  9,500¥  9,500

¥  8,500¥  8,500
通常価格 ¥13,521通常価格 ¥13,521

¥ 10,000¥ 10,000
通常価格 ¥14,571通常価格 ¥14,571

¥ 11,000¥ 11,000
通常価格 ¥15,540通常価格 ¥15,540

¥ 23,000¥ 23,000 ¥ 10,000¥ 10,000

¥ 12,000¥ 12,000

¥ 10,500¥ 10,500¥ 18,000¥ 18,000

通常価格¥31,920通常価格¥31,920通常価格¥15,750通常価格¥15,750

通常価格¥16,590通常価格¥16,590 通常価格¥17,850通常価格¥17,850

通常価格 ¥20,000通常価格 ¥20,000

¥ 22,000¥ 22,000
通常価格 ¥27,300通常価格 ¥27,300

¥46,000¥46,000

¥ 86,000¥ 86,000

¥ 135,000¥ 135,000

¥ 140,000¥ 140,000

¥ 90,000¥ 90,000

¥ 145,000¥ 145,000

¥ 70,000¥ 70,000

通常価格 ¥181,650通常価格 ¥181,650

¥ 203,175¥ 203,175

¥ 226,800¥ 226,800
通常価格 ¥55,020通常価格 ¥55,020

通常価格 ¥79,800通常価格 ¥79,800

通常価格 ¥100,800通常価格 ¥100,800

通常価格 ¥95,550通常価格 ¥95,550

通常価格 ¥148,050通常価格 ¥148,050

¥ 46,500¥ 46,500
¥ 33,900¥ 33,900

通常価格 ¥52,500通常価格 ¥52,500

¥ 106,890¥ 106,890
¥ 110,040¥ 110,040
¥ 158,340¥ 158,340
¥ 195,090¥ 195,090
¥ 198,240¥ 198,240

¥   91,300
¥   93,800
¥ 132,000
¥ 161,000
¥ 164,000

¥ 203,805¥ 203,805

¥ 193,305¥ 193,305

¥ 214,305¥ 214,305
¥ 203,805¥ 203,805

¥ 180,000¥ 180,000
¥ 160,000¥ 160,000

¥ 190,000¥ 190,000
¥ 170,000¥ 170,000

¥ 180,000¥ 180,000
¥ 200,000¥ 200,000¥ 230,055¥ 230,055

¥ 179,655¥ 179,655

¥ 425,000¥ 425,000¥ 67,000¥ 67,000
通常価格 ¥78,750通常価格 ¥78,750 ¥ 435,000¥ 435,000

通常価格 ¥538,474通常価格 ¥538,474

通常価格 ¥528,323通常価格 ¥528,323

typeRS+シングルシステム+typeRS+純正部品+オイル+工賃typeRS+シングルシステム+typeRS+純正部品+オイル+工賃

¥ 329,000¥ 329,000

¥ 347,000¥ 347,000
332インチアップキット　通常価格 ¥384,300332インチアップキット　通常価格 ¥384,300

345インチアップキット　通常価格 ¥405,300345インチアップキット　通常価格 ¥405,300

¥ 630,000¥ 630,000

¥ 645,000¥ 645,000
332&328キット　通常価格 ¥753,900332&328キット　通常価格 ¥753,900

345&332キット　通常価格 ¥774,900345&332キット　通常価格 ¥774,900

ダイレクトフローシステム
ZERO
ダイレクトフローシステム
ZERO

【例】 YA5でZERO-Aの場合
通常価格 ¥255,150

【例】 YA5でZERO-Aの場合
通常価格 ¥255,150

【例】 BRZでZERO3Sの場合
通常価格 ¥286,650

【例】 BRZでZERO3Sの場合
通常価格 ¥286,650

工賃
込み!
工賃
込み!

GR/GV、GH、YA5GR/GV、GH、YA5

¥ 20,000¥ 20,000
通常価格 ¥21,550通常価格 ¥21,550

¥ 18,000¥ 18,000
通常価格 ¥20,500通常価格 ¥20,500

ター
ボ車

ター
ボ車 NA

車
NA
車

¥ 290,000¥ 290,000
通常価格 ¥339,150通常価格 ¥339,150BRZ

工賃
込み!
工賃
込み!

¥ 81,000¥ 81,000
通常価格 ¥94,500通常価格 ¥94,500

【例】YA5の場合
　　PD+M+フルード＋工賃

コラボシートコラボシート

詳細はイベント当日発表！詳細はイベント当日発表！

??

17/18inch

受付中！事前
予約 受受

※ラリー車の展示はありません

SAM
PLE

SAM
PLESAM

PLE
SAM

PLE

通常価格 ¥153,300通常価格 ¥153,300

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

www.kit-service.com 


