
本製品購入
で

割引チケッ
ト

GET!!

購入者限定！
エンジンオイル

（S4.5L）をプレゼント

特 典

シフトノブやインテリア個別商品
も充実！
シフトノブやインテリア個別商品
も充実！
シフトノブやインテリア個別商品
も充実！

DD

¥355,000¥355,000

３Ｄデザインマット
適合車種
ＢＲ/ＢＭ/ＢＰ/ＢＬ/ＢＲＺ（ＭＴ/ＡＴ）

適合車種 BR/BP
カーゴマット

¥140,000¥140,000
¥25,000¥25,000

¥200,000¥200,000
¥130,000¥130,000

マット
プロテクター

Reiz
Brake System

BP/BLにお勧め
F330/R326前後セット

ウイニングRS車高調
BP5/BL5

クリスタルLED
ブルーテールランプ

レッドアルマイトモデル
GR#/GV#

BRZ用
強化ダウンサス

WRCクランクプーリー
EJ系/FA・FB系

¥36,000¥36,000

クールラジエーター
BP/BL/GH/GE/GR/GV

スタビライザー

各種メーター類

適合車種
ＢＲ/ＢＭレガシィ前期
ＢＲ/ＢＭレガシィ後期

Reiz Sports
Steering 360

カーボンベゼル
適合車種
ＢＲ/ＢＭレガシィ前期
ＢＲ/ＢＭレガシィ後期

PD/SD/2ピース ES/M/Z

ＢＲ/ＢＭターボ用
インタークーラー
パイプ

ブレーキローター

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!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

フロントフロント

リアリア

BLITZメーター
Defiメーター

適合車種
LEGACY BP/BL
IMPREZA GH, GRB/GRF GRV/GRF
FORESTER SH
EXIGA YA5 a,b

リアデフ
マウントカラー

ミッション
マウントカラー

ピロリンク

LED
テール

Isawカメラ

ボンネットダンバー

タッチブレイン
¥42,800¥42,800

通常価格 ¥47,040通常価格 ¥47,040 数量
限定！
数量
限定！

限定
5本！
限定
5本！

パネルセット

油圧油圧油温油温

各日限定2台各日限定2台

一流工具を
実際に手に取って
みてください！

マルチスパークがエンジン性能を向上させるマルチスパークがエンジン性能を向上させる

BM/BRBM/BR BP/BLBP/BL
４気筒４気筒

6気筒6気筒

GR/GV
GD/GG
GR/GV
GD/GG

¥130,000¥130,000
¥190,000¥190,000
¥50,000¥50,000

４気筒４気筒

6気筒6気筒

GC/GF
F&G型
GC/GF
F&G型

工賃無料

アーシングサービス

工賃無料

アーシングサービス

等爆マニ

LEDテール
GVB/GVF用

KRnoble EllisseKRnoble Ellisse

Regu.06&RRegu.06&R

レガシィB4 2.0GT DIT (BMG)
フォレスター 2.0GT (SJG)
レガシィB4 2.0GT DIT (BMG)
フォレスター 2.0GT (SJG)

20％
OFF!!全品 20％

OFF!!全品

Class KRClass KR

レガシィB4 2.0GT DIT (BMG)
フォレスター 2.0GT (SJG) 
レガシィB4 2.0GT DIT (BMG)
フォレスター 2.0GT (SJG) ¥99,750¥99,750

プラズマダイレクト
BRZ/86用/BMG/BRG　
プラズマダイレクト
BRZ/86用/BMG/BRG　

ダイレクト ＆ スパークセット

AA
フロントアンダースポイラー+スカートリップ
+サイドアンダー+リアアンダー
フロントアンダースポイラー+スカートリップ
+サイドアンダー+リアアンダー

A.エクステリアパッケージ

BB
ドローステフナー+ラテラルリンク
+トレリン+ギアシフトレバー
ドローステフナー+ラテラルリンク
+トレリン+ギアシフトレバー

B.パフォーマンスパッケージ

CC
エンジンマウント+ミッションマウント
+ギアブッシュ
エンジンマウント+ミッションマウント
+ギアブッシュ

C.コンペティションパッケージ

（A+B+C）+スポーツマフラー
+17インチアルミホイル+ダウンサス
+ブレーキパッド

（A+B+C）+スポーツマフラー
+17インチアルミホイル+ダウンサス
+ブレーキパッド

D.フルパック（A+B+C+D）

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

フロントフロント
クロスメンバーカラークロスメンバーカラー

¥25,000¥25,000リアリア
クロスメンバーカラークロスメンバーカラー

¥47,000¥47,000前後セット前後セット
クロスメンバーカラークロスメンバーカラー

ダイレクト以上の購入で
SPT商品の中から
1個プレゼント!

エアインダクション
ボックス
BR/BM/BP/BL/GR/GV/GH/SH/YA

エアインダクション
ボックス
BR/BM/BP/BL/GR/GV/GH/SH/YA

ボクサーマニボクサーマニ

ビッグバルジYA5ビッグバルジYA5
FRP+
純正色塗装＋工賃
FRP+
純正色塗装＋工賃

+インシュレーター+インシュレーター

+インシュレーター+インシュレーター
エキマニエキマニ
+インシュレーター+インシュレーター
GC8GC8

¥61,000¥61,000

FA/FB系
製品＋純正ベルト＋工賃
通常価格 ￥41,958

FA/FB系
製品＋純正ベルト＋工賃
通常価格 ￥41,958

¥31,000¥31,000EJ系　製品＋工賃
通常価格 ￥36,750
EJ系　製品＋工賃
通常価格 ￥36,750

¥36,000¥36,000EJ系ベルト含む
製品+純正ベルト+工賃
通常価格 ￥41,958

EJ系ベルト含む
製品+純正ベルト+工賃
通常価格 ￥41,958

各種LEDアイテム

Exterior Parts

Interior Parts

フロアマット（単品） カーゴマット（単品）

トランクマット（単品）
¥555,000¥555,000 ¥530,000¥530,000BR/BMにお勧め

F345/R340前後セット

ステンレス

アルミ

¥48,000¥48,000
通常価格 ¥54.600通常価格 ¥54.600

¥21,000¥21,000
通常価格 ¥15,750通常価格 ¥15,750

¥14,700¥14,700

GR#用 リアウイングVer1GV＃系用 GTウイング
（ストリート仕様）

¥208,500¥208,500 ¥182,000¥182,000 ¥196,000¥196,000

GR#/GV# インプレッサエアロパーツキット

BRZ用パーツ各種

Reizエアロ

GV リアディフューザーキット
（ボトムライン＆アンダーパネル）

¥18,500¥18,500
通常価格 ¥19,530通常価格 ¥19,530

¥62,500¥62,500
通常価格 ¥69,300通常価格 ¥69,300

¥61,000¥61,000
通常価格 ¥68,250通常価格 ¥68,250

※工賃別途※工賃別途

¥24,465¥24,465
通常価格 ¥27,300通常価格 ¥27,300

¥24,465¥24,465
通常価格 ¥27,300通常価格 ¥27,300

¥27,143¥27,143
通常価格 ¥30,450通常価格 ¥30,450

¥27,143¥27,143
通常価格 ¥30,450通常価格 ¥30,450

本体+塗装代金（UV+純正色）
+送料ウイング本体

ウイング本体
+マウントブラケット

EVC

ＢＲ ＢＰ/ＧＨ

 GR

EVC-S

GD＃系用 GTウイング
（ストリート仕様）

平山社長が参戦!!

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

新
商品
新
商品

新
商品
新
商品

新
商品
新
商品

柳澤選手のセッティング相談室
あなたのドライビングの悩み

を解消します！柳澤選手のセッティング相談室
あなたのドライビングの悩み

を解消します！

ブレーキの悩み、組合せは

専門STAFFに相談ください
!!ブレーキの悩み、組合せは

専門STAFFに相談ください
!!

LSDや足廻りについて
気軽に相談して下さい!
LSDや足廻りについて
気軽に相談して下さい!

15％
OFF!!

10％
OFF!!

SUBARUフ
ェア

初参加！！
SUBARUフ

ェア

初参加！！

ブレーキパッド

15％
OFF!!

工賃
込み!
工賃
込み!

インテリアパネルセット

フロントリップスポイラー

フロントグリル

サイドボトムスポイラー

ローマウント3Dウィング

リアバンパーダクト

フルキットプライス

ボトムラインのみ

GV系フルセット

FRP+純正色塗装 カーボン+クリア塗装

FRP+純正色塗装 カーボン+クリア塗装

¥71,925¥71,925

¥45,150¥45,150

¥86,835¥86,835

通常価格 ¥78,750通常価格 ¥78,750

通常価格 ¥49,350通常価格 ¥49,350

通常価格 ¥95,025通常価格 ¥95,025

¥139,388¥139,388
通常価格 ¥153,038通常価格 ¥153,038

¥57,750¥57,750

¥43,260¥43,260

¥69,825¥69,825

通常価格 ¥63,000通常価格 ¥63,000

通常価格 ¥47,250通常価格 ¥47,250

通常価格 ¥76,125通常価格 ¥76,125

¥39,375¥39,375
通常価格 ¥43,050通常価格 ¥43,050

¥34,650¥34,650
通常価格 ¥37,800通常価格 ¥37,800

¥197,663¥197,663
通常価格 ¥216,563通常価格 ¥216,563

¥165,375¥165,375
通常価格 ¥181,125通常価格 ¥181,125

¥178,763¥178,763

¥146,475¥146,475

通常価格 ¥195,563通常価格 ¥195,563

通常価格 ¥160,125通常価格 ¥160,125

フロントリップスポイラー

フロントグリル

サイドボトムスポイラー

リアディフューザー

リアウィング

デイライト付フォグカバー

GR系フルセット

FRP+純正色塗装 カーボン+クリア塗装

¥71,925¥71,925

¥45,150¥45,150

¥86,835¥86,835

¥168,000¥168,000

通常価格 ¥78,750通常価格 ¥78,750

通常価格 ¥49.350通常価格 ¥49.350

通常価格 ¥95,025通常価格 ¥95,025

通常価格 ¥183,750通常価格 ¥183,750

¥126,525¥126,525
通常価格 ¥139,125通常価格 ¥139,125

¥57,750¥57,750

¥43,260¥43,260

¥69,825¥69,825

¥139,650¥139,650

通常価格 ¥63,000通常価格 ¥63,000

通常価格 ¥43,250通常価格 ¥43,250

通常価格 ¥76,125通常価格 ¥76,125

通常価格 ¥152,250通常価格 ¥152,250

¥88,725¥88,725
通常価格 ¥97,125通常価格 ¥97,125

¥93,030¥93,030
通常価格 ¥101,850通常価格 ¥101,850

¥81,690¥81,690
通常価格 ¥89,250通常価格 ¥89,250

GRB/GRF

フロントバンパースポイラー

サイドステップ

リアバンパースポイラー

フロントグリル

ボンネットキャッチカバー

LED デイライト付
¥168,840¥168,840

通常価格 ¥178,290通常価格 ¥178,290

¥136,710¥136,710
通常価格 ¥143,640通常価格 ¥143,640

¥153,720¥153,720
通常価格 ¥163,170通常価格 ¥163,170

¥50,190¥50,190
通常価格 ¥52,920通常価格 ¥52,920

¥10,920¥10,920
通常価格 ¥11,550通常価格 ¥11,550

BR/BM バンパー系

フロントリップスポイラー

リア3点セット

ウェストスポイラー

ルーフスポイラー

¥84,945¥84,945

¥89,145¥89,145

¥65,310¥65,310

¥78,120¥78,120

通常価格 ¥90,825通常価格 ¥90,825

通常価格 ¥96,075通常価格 ¥96,075

通常価格 ¥70,350通常価格 ¥70,350

通常価格 ¥84,000通常価格 ¥84,000

¥66,465¥66,465

¥65,205¥65,205

¥51,555¥51,555

¥60,480¥60,480

通常価格 ¥69,825通常価格 ¥69,825

通常価格 ¥69,825通常価格 ¥69,825

通常価格 ¥54,600通常価格 ¥54,600

通常価格 ¥64,050通常価格 ¥64,050

BR/BM リップ系

※工賃別途※工賃別途

1個 10％
OFF!!

2個 15％
OFF!!

※別途消耗品や部品が
　必要になる場合がございます

製品+消耗品+工賃込み

フロントスポイラー

サイドスプリッターフィン

サイドアンダーボード

リアディフューザー

4点フルセット

※カーボン製品は製品代＋UVクリア塗装＋送料を含んだ表記となります
※製品納期には多少お時間をいただきますので予めご了承ください
※FRP製品は別途純正色塗装が必要となります

VARISブランド
エアロ各種取り揃え！

フラップ幅１４８０の、スタンドはオールカーボンの
スタンダード（A1かB１）

フラップ幅１４００の、スタンドはオールカーボンの
スタンダード（A1かB1）

セールスバンは
今回も登場！

その他商品も
イベント価格で！

その他商品も
イベント価格で！ その他商品もイベント価格で！

¥53,760¥53,760
通常価格 ¥67,200

通常価格 ¥28,140

BRZ用BRZ用

BRZ用BRZ用

スポーツマフラー GVスポーツマフラー GV

キーカバーキーカバー
エアクリーナー
エレメント
エアクリーナー
エレメント
エアクリーナー
エレメント
エアクリーナー
エレメント
エアクリーナー
エレメント

ダウンサスダウンサスダウンサスダウンサスダウンサス

¥139,860¥139,860

¥72,240¥72,240

¥3,780¥3,780

¥27,720¥27,720
¥12,600¥12,600

¥10,080¥10,080

¥7,392¥7,392

¥2,856¥2,856

¥12,600¥12,600

リヤブレーキリヤブレーキ

スイッチスイッチ

キーホルダーキーホルダー
¥3,948¥3,948

セキュリティ
ホイールナット
セキュリティ
ホイールナット

オイルキャップオイルキャップ

ラジエーターキャップラジエーターキャップ

通常価格 ¥69.300

※BP用も設定あり

カーボン
＋クリア塗装＋工賃
カーボン
＋クリア塗装＋工賃 ¥71,000¥71,000

通常価格 ¥81.900

通常価格 ¥28,140

通常価格 ¥53,130

¥147,000¥147,000
通常価格￥183,750

¥95,760¥95,760
通常価格￥119,700

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

BRZ用マフラー
ワールドリーガーtW
BRZ用マフラー
ワールドリーガーtW

6MTシフトノブ6MTシフトノブ

¥9,240¥9,240

CVTシフトノブCVTシフトノブ

ギヤシフト
レバー 6MT
ギヤシフト
レバー 6MT

15％
OFF!!

クールアクションII+
クールラジエーター+
ベルトプロテクター+
WRCクランクプーリー

限定3セット

YAの場合

BR/BM
オーディオパネル
シフトレバーカバー
ドリンクホルダー
フロントオーナメントパネル
サイドオーナメントパネル
ウィンドウパネル

6点セット BP/BL 後期用
フロスター&
　ベンチレーターグリル
ナビパネル
オーナメントパネル（後期用）
インナーリモートカバー
ドアグリップ

5点セット

BP/BL  前期用
フロスター&
　ベンチレーターグリル
ナビパネル
オーナメントパネル（前期用）
インナーリモートカバー
ドアグリップ

5点セット

GRF/GVF MT用
エアコンスイッチパネル&
　ベンチレーターグリル
AVパネル
シフトレバーカバー
デフロスターグリル
ウィンドウスイッチパネル

5点セット

GRF/GVF AT用
エアコンスイッチパネル&
　ベンチレーターグリル
AVパネル
シフトレバーカバー
デフロスターグリル
ウィンドウスイッチパネル
インナーシフトパネル

6点セット

3個 20％
OFF!!

ブログ・スバル専門店KITサービスの日常

ブロガーの皆様！
イベントPRにぜひご協力下さい。

http://ameblo.jp/kitservice

受付中！事前
予約 受受

フロントブレーキフロントブレーキ
ブレンボブレーキキット6POTブレンボブレーキキット6POT ブレンボブレーキキット4POTブレンボブレーキキット4POT

フロア＆カーゴセットフロア＆カーゴセット

フロア＆トランクセットフロア＆トランクセット

Hyper HID Light for FOGKIT 6000K 3000K

HB4

イオンフィルター

EVセットカーボンインテリアパネル

マフラーカッター

¥30,000¥30,000

ステンレスマフラーゼロ

通常価格 ¥33,390通常価格 ¥33,390

¥44,000¥44,000
通常価格 ¥50,400通常価格 ¥50,400

SPLアーシングのみSPLアーシングのみ

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!
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!
工賃
込み!

ステンレス製ステンレス製

チタン
コーティング
チタン
コーティング

The car of an ideal is made actual.

適合車種
BP/BL（20i・20R・GT・30R）GDB/GDA/GGA/GGB・SG/SF
適合車種
BP/BL（20i・20R・GT・30R）GDB/GDA/GGA/GGB・SG/SF

適合車種
レガシィ・インプレッサ
フォレスター・エクシーガ

適合車種
レガシィ・インプレッサ
フォレスター・エクシーガ

適合車種
BR/BM（A～C）
BP/BL(D～F)
GR/GV
GH/GE
SH/YA

適合車種
BR/BM（A～C）
BP/BL(D～F)
GR/GV
GH/GE
SH/YA

適合車種 
BR/BM※DIT除く/GJ/SH/YA
適合車種 
BR/BM※DIT除く/GJ/SH/YA

ステンレスマフラーゼロ
plus+ 適合車種 BRG/BR9適合車種 BRG/BR9

SPL
ダウンサス

数量
限定
数量
限定

左右出し

ストリートパッドZERO

¥19,500～¥19,500～

¥19,500～¥19,500～

フロントセット

リアセット

¥39,000～¥39,000～

F&Rセット

エアロ各種
フロントハーフスポイラー
サイドステップ　
リアアンダースポイラー

上記3点セット
製品+塗装+工賃込み

フロント
グリル

製品+塗装+工賃込み

適合車種 BR/BM適合車種 BR/BM 15％
OFF!!

アライメント込

BR/BM(D),GP/GJ,SJ,BRZ専用品には
専用レンズが付属になります。

BR/BM（D）、
GP/GJ、SJ、
BRZ専用

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!

シフトカバーパネル
インパネオーディオパネル
メーターインナーパネル
エアコンカバーパネル4点セット
ウィンドウパネル4点セット
インナードアトリムガーニッシュパネル
 　4点セット
アウタードアノブカバー
 8点セット

製品+塗装+送料+工賃込み

製品+塗装+送料+工賃込み

Reizや401バンパーなどエアロ各種取り揃え！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

製品 全品特別価格!!

フロントバンパースポイラー
¥157,500
フロントバンパースポイラー
¥157,500

ホログラム トップ&ボトム
¥15,750
ホログラム トップ&ボトム
¥15,750

ホログラム エアコンダイヤル ¥15,750ホログラム エアコンダイヤル ¥15,750

ホログラム ボディ
¥18,900
ホログラム ボディ
¥18,900

シフトブーツ ¥10,500
サイドブレーキブーツ ¥16,800
シフトブーツ ¥10,500
サイドブレーキブーツ ¥16,800

リアバンパースポイラー
¥84,000
リアバンパースポイラー
¥84,000

フロントリップスポイラー
¥47,250
フロントリップスポイラー
¥47,250

サイドスポイラー
¥68,250
サイドスポイラー
¥68,250

フロアマット   ¥25,200
トランクマット ¥16,800
フロアマット   ¥25,200
トランクマット ¥16,800

サイドベンチレーターグリル
カラーカーボン ¥21,000
ブラックカーボン ¥15,750

サイドベンチレーターグリル
カラーカーボン ¥21,000
ブラックカーボン ¥15,750

サイドデフロスターグリル
カラーカーボン ¥15,750
ブラックカーボン ¥12,600

サイドデフロスターグリル
カラーカーボン ¥15,750
ブラックカーボン ¥12,600

シフトパネル
カラーカーボン ¥31,500
ブラックカーボン ¥23,100

シフトパネル
カラーカーボン ¥31,500
ブラックカーボン ¥23,100

センターオーナメントパネル
カラーカーボン ¥23,100
ブラックカーボン ¥21,000

センターオーナメントパネル
カラーカーボン ¥23,100
ブラックカーボン ¥21,000

サイドブレーキレバー
カラーカーボン ¥38,850
ブラックカーボン ¥33,600

サイドブレーキレバー
カラーカーボン ¥38,850
ブラックカーボン ¥33,600

スタータースイッチパネル
カラーカーボン ¥16,800
ブラックカーボン ¥12,600

スタータースイッチパネル
カラーカーボン ¥16,800
ブラックカーボン ¥12,600

スポーツ シートカバー
¥89,250
スポーツ シートカバー
¥89,250

メーターズジャケット
¥18,900
メーターズジャケット
¥18,900

Carbon Parts

¥160,000¥160,000
通常価格 ¥201,600通常価格 ¥201,600

¥76,000¥76,000
通常価格 ¥81,165通常価格 ¥81,165

¥48,500¥48,500
通常価格 ¥54,075通常価格 ¥54,075

¥74,000¥74,000
通常価格 ¥83,475通常価格 ¥83,475

BRZカスタマイズパックBRZカスタマイズパック

⬇
通常価格（工賃込）

¥187,425
通常価格（工賃込）

¥187,425

特別
価格

⬇
通常価格（工賃込）

¥84,525
通常価格（工賃込）

¥84,525

特別
価格

⬇
通常価格（工賃込）

¥981,750
通常価格（工賃込）

¥981,750

特別
価格⬇

通常価格（工賃込）
¥215,250

通常価格（工賃込）
¥215,250

特別
価格

BP系用
リア3D-GTウイング
BP系用
リア3D-GTウイング
FRP+純正色塗装+工賃FRP+純正色塗装+工賃

セミ・カーボン+塗装+工賃セミ・カーボン+塗装+工賃

YA用リア・ワイドウイングYA用リア・ワイドウイング

※エアロ等の大型商品には別途送料のご負担をいただく場合がございます
※在庫のない商品は予約販売とさせていただきます。
※当日の作業状況により後日作業になる場合がございます。
※事前予約をお待ちしております。（時間予約には対応できません）
※表示価格は2013スバルフェア限定価格となります。
※取寄せ商品は別途運賃負担をいただく場合がございます

FacebookでKITサービスをチェック！

製品+消耗品+オイル+工賃込み

¥5,000
×

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 made actual.

●有効期限
 / 2013年

12月まで

※本券はK
IT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K
IT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

※塗装代＋工賃が
　別途掛ります

EUROSTER＆
EUROSTER CRUZ

 ブラック ブラック レッドレッド

EUROSTER CRUZEUROSTER CRUZ

EUROSTEREUROSTER

ZETAIII

GIASIIDIGO

¥26,800¥26,800
通常価格 ¥33,600通常価格 ¥33,600

¥21,000¥21,000
通常価格 ¥25,050通常価格 ¥25,050

¥19,000¥19,000
通常価格 ¥23,050通常価格 ¥23,050

¥16,000¥16,000
通常価格 ¥19,050通常価格 ¥19,050

4点式シートベルト

¥57,890¥57,890
通常価格 ¥67,690通常価格 ¥67,690

¥46,550¥46,550
通常価格 ¥56,350通常価格 ¥56,350

ワゴン
や

ミニバ
ンに

最適！
ワゴン

や

ミニバ
ンに

最適！

走りを

楽しむ
方に

最適！
走りを

楽しむ
方に

最適！

サイド

ブレー
キを

使う方
に

サイド

ブレー
キを

使う方
に

¥94,600¥94,600

通常価格 ¥121,879通常価格 ¥121,879

¥108,900¥108,900

通常価格 ¥106,024通常価格 ¥106,024

¥94,600¥94,600
通常価格 ¥106,024通常価格 ¥106,024

¥94,600¥94,600
通常価格 ¥106,024通常価格 ¥106,024

¥94,600¥94,600
通常価格 ¥106,024通常価格 ¥106,024

¥94,600¥94,600
ブルーブルー

XLXL
通常価格 ¥121,879通常価格 ¥121,879

¥108,900¥108,900XLXL

 グラデーションカラー グラデーションカラー
通常価格 ¥109,174通常価格 ¥109,174

¥97,300¥97,300
 ブラックロゴ ブラックロゴ

ドライビングポジション相談会
BRIDE

笹尾氏による
BRIDE

笹尾氏による

全商品対象：シート本体＋シートレール＋バックプロテクター（一部）＋工賃込

ドレスアップフロアマット

ARTISⅢ

適合車種
GC8/GDB・SG5
BE5/BH5/BRZ

適合車種
GC8/GDB・SG5
BE5/BH5/BRZ

 1台分

1台分

BRZの場合（本体+付属品） その他の場合（本体のみ）

¥210,000¥210,000バンパー+リップセット

S401typeS401type

BH/BE

■フロントバンパースポイラー
■フロントバンパー用リップスポイラー
■ボンネットエアバルジ

■Reizフロントバンパースポイラー
■ReizⅡフロントバンパースポイラー

BP/BL Reiz 3点セット

Reiz/ReizIIReiz/ReizII

ReizII

GVB/GVF

FRP+純正色塗装 カーボン+クリア塗装

¥95,970¥95,970
通常価格 ¥105,420通常価格 ¥105,420

¥83,895¥83,895
通常価格 ¥89,670通常価格 ¥89,670

¥34,230¥34,230
通常価格 ¥36,150通常価格 ¥36,150

¥91,665¥91,665
通常価格 ¥98,175通常価格 ¥98,175

¥163,905¥163,905
通常価格 ¥177,345通常価格 ¥177,345

GV＃系用１１Ver

¥360,000¥360,000
通常価格 ¥401,205通常価格 ¥401,205

¥370,000¥370,000
通常価格 ¥416,955通常価格 ¥416,955

Reiz

S401type

チャンバー無
クリーナー付
チャンバー無
クリーナー付

チャンバー有
クリーナー付
チャンバー有
クリーナー付

クールアクションII
GDB F～G/GRB/GVB

新商
品

新商
品

新
商
品

新
商
品

水温水温 ブースト

10％OFF!!
Baruta商品全品

５色から選べる！

セット購入で
CUSCOグッズを
　　　　　プレゼント

15 ％
OFF!!

タワーバー
タワーバー
ハイブリッド
タワーバー
ハイブリッド

¥18,000¥18,000
通常価格 ¥23,205通常価格 ¥23,205

ヒートブロック
リキッドH6

¥140,000¥140,000
通常価格 ¥165,270通常価格 ¥165,270

インテリアパネルフルセット

工賃
サービス
工賃
サービス リアリンク

セット
リアリンク
セット
¥66,150¥66,150

フロントアンダーパネルフロントアンダーパネルフロントアンダーパネルフロントアンダーパネルフロントアンダーパネル
¥43,155¥43,155

バッテリー
ホルダ
バッテリー
ホルダ
¥7,392¥7,392

工賃込商品 お持ち帰り特価商品！！お持ち帰り特価商品！！

FRP+純正色塗装＋工賃FRP+純正色塗装＋工賃

¥478,000¥478,000
通常価格 ¥513,345通常価格 ¥513,345

パール塗装フルセットパール塗装フルセット

¥450,000¥450,000
通常価格 ¥485,625通常価格 ¥485,625

同色フルセット同色フルセット

工賃+アライメント込み

工賃+アライメント込み

バックフォグ付

¥159,600¥159,600
通常価格 ¥169,050通常価格 ¥169,050

¥127,470¥127,470
通常価格 ¥134,400通常価格 ¥134,400

¥147,000¥147,000
通常価格 ¥156,450通常価格 ¥156,450

¥47,670¥47,670
通常価格 ¥50,400通常価格 ¥50,400

¥10,920¥10,920
通常価格 ¥11,550通常価格 ¥11,550

アウトバック(BR9/BRM)アウトバック(BR9/BRM)

EVCメタルキャタライザー
GRB/GRF/GVB/GVF/GDA/GGA
YA5/SH5/SG9/SG5/BP5/BL5

GRF/GVF
YA5/SH5

エキマニ
ＧＲＦ/ＹＡ用
エキマニ
ＧＲＦ/ＹＡ用

¥137,000¥137,000
通常価格 ¥163,800通常価格 ¥163,800

¥32,800¥32,800
通常価格 ¥39,690通常価格 ¥39,690

GD

¥30,000¥30,000
通常価格 ¥36,540通常価格 ¥36,540

¥36,000¥36,000
通常価格 ¥43,890通常価格 ¥43,890

¥37,000¥37,000
通常価格 ¥44.940通常価格 ¥44.940

エキマニ
GT-SPEC
エキマニ
GT-SPEC

ブローオフ
バルブ SQV
ブローオフ
バルブ SQV

※持ち込みのご用意が無い場合でも、ご成約頂いた方には送料無料でお届けいたします。

¥86,400¥86,400
¥66,800¥66,800

¥128,900¥128,900

¥155,500¥155,500
¥138,600¥138,600

通常価格 ¥164,325通常価格 ¥164,325

通常価格 ¥386,400通常価格 ¥386,400

通常価格 ¥147,315通常価格 ¥147,315

通常価格 ¥136,815通常価格 ¥136,815

通常価格 ¥91,665通常価格 ¥91,665

通常価格 ¥70,875通常価格 ¥70,875

通常価格 ¥26,250通常価格 ¥26,250

通常価格 ¥628,950通常価格 ¥628,950 通常価格 ¥602,700通常価格 ¥602,700

通常価格 ¥29,400通常価格 ¥29,400

¥24,900¥24,900

¥6,000¥6,000
通常価格 ¥15,750通常価格 ¥15,750

通常価格 ¥8,820通常価格 ¥8,820

¥13,300¥13,300 通常価格 ¥7,140通常価格 ¥7,140

¥7,500¥7,500

通常色 パール色

¥10,000¥10,000
通常価格 ¥11,340通常価格 ¥11,340

¥150,000¥150,000
通常価格 ¥185,750通常価格 ¥185,750 予価¥52,500予価¥52,500

¥73,500¥73,500
通常価格 ¥84,000通常価格 ¥84,000

¥72,000¥72,000¥174,300¥174,300
通常価格 ¥193,200通常価格 ¥193,200

通常価格 ¥86,798通常価格 ¥86,798

¥22,500¥22,500
通常価格 ¥26,250通常価格 ¥26,250

通常価格 ¥104,205通常価格 ¥104,205

¥92,400¥92,400

通常価格 ¥101,115通常価格 ¥101,115

¥89,700¥89,700

¥80,800¥80,800
通常価格 ¥90,615通常価格 ¥90,615 通常価格 ¥35,280通常価格 ¥35,280

¥30,000¥30,000
適合車種 BL5/BP5適合車種 BL5/BP5

¥24,700¥24,700
通常価格 ¥28,980通常価格 ¥28,980ブラック

STDSTD

ブラック
カーボン
ブラック
カーボン

シルバー
カーボン
シルバー
カーボン

¥171,800¥171,800
通常価格 ¥194,093通常価格 ¥194,093

グラデグラデ

¥170,500¥170,500
通常価格 ¥197,243通常価格 ¥197,243

スポーツスポーツ

¥137,900¥137,900
通常価格 ¥157,343通常価格 ¥157,343

5枚セット5枚セット ¥22,680¥22,680
通常価格 ¥25,200通常価格 ¥25,200

¥30,240¥30,240
通常価格 ¥33,600通常価格 ¥33,6006枚セット6枚セット

エクシーガ用エクシーガ用

他他
（エクシーガのみ）（エクシーガのみ）

¥17,010¥17,010
通常価格 ¥18,900通常価格 ¥18,900

¥15,120¥15,120
通常価格 ¥16,800通常価格 ¥16,800

¥15,120¥15,120
通常価格 ¥16,800通常価格 ¥16,800

1台分1台分¥35,700¥35,700
通常価格 ¥42,000通常価格 ¥42,000

エクシーガのみエクシーガのみ¥44,600¥44,600
通常価格 ¥52,500通常価格 ¥52,500

1台分1台分

¥35,700¥35,700
通常価格 ¥42,000通常価格 ¥42,000

リアLSD（BRZ)リアLSD（BRZ)

¥150,000¥150,000
通常価格 ¥173,927通常価格 ¥173,927

リアLSD（R160)リアLSD（R160)

¥135,000¥135,000
通常価格 ¥155,450通常価格 ¥155,450

フロントLSD+シングル
6速

フロントLSD+シングル
6速

¥305,000¥305,000
通常価格 ¥355,144通常価格 ¥355,144

¥325,000¥325,000
通常価格 ¥377,824通常価格 ¥377,824

フロントLSD+シングル
5速

フロントLSD+シングル
5速

ラテラルリンク
フロント

ラテラルリンク
フロント

¥8,600¥8,600
通常価格 ¥9,450通常価格 ¥9,450

¥14,900¥14,900
通常価格 ¥16,800通常価格 ¥16,800

ラテラルリンク
リア

ラテラルリンク
リア

ピロリンク
3点セット
ピロリンク
3点セット¥138,000¥138,000

通常価格 ¥163,800通常価格 ¥163,800

フロントLSD+カッパー
＋フラホ 5速
フロントLSD+カッパー
＋フラホ 5速

フロントLSD+カッパー
＋フラホ 6速
フロントLSD+カッパー
＋フラホ 6速

¥310,000¥310,000
通常価格 ¥359,344通常価格 ¥359,344

¥335,000¥335,000
通常価格 ¥388,324通常価格 ¥388,324

フロントメンバー　　 　　¥28,245
クロスメンバー　   　　   ¥26,040
フロアーセンター　　　   ¥42,210
フロアーリア        　　    ¥13,388
リアメンバーサイド　　 　¥16,485
リアメンバー　　　　 　  ¥11,183
リアエンド　　　　　 　  ¥20,265

インプレッサ WRX
GRB/GVB

フロント　　　　　　　¥28,980
フロントメンバー・エンド ¥12,495
リアメンバーサイド　　 ¥16,485
リアメンバー　　　　　¥17,325

レガシィTW/B4
BR9/BM9

¥135,000¥135,000
通常価格 ¥154,875通常価格 ¥154,875

フロントメンバー　　　　¥24,465
クロスメンバー　  　　　¥26,040
フロアーフロント・サイド　¥15,435
フロアーセンター　　　　¥42,210
フロアーリア・サイド　　　¥13,913
フロアーリア　　　　　　¥20,265

レガシィツーリングワゴン
BP5

¥105,000¥105,000
通常価格 ¥121,065通常価格 ¥121,065

フロントメンバー　　　 ¥24.465
エンジンルーム　　　　¥19,425
フロアーセンター　　　¥42,210
フロアーリア　　　　　¥13,913
リアトランク　　　 　　¥11,571

フォレスター
SG5

¥110,000¥110,000
通常価格 ¥126,000通常価格 ¥126,000

BRZ
ZC6
エンジンルーム調整  ¥35,280
フロントロアアーム   ¥11,550
フロントメンバー      ¥21,315
リアメンバーサイド 　¥18,375
リアメンバー　　　　¥12,233
リアエンド   　　　　¥17,325

¥5,000¥5,000
通常価格 ¥9,240通常価格 ¥9,240

¥55,000¥55,000
通常価格 ¥63,000通常価格 ¥63,000

¥73,000¥73,000
通常価格 ¥84,000通常価格 ¥84,000

通常価格 ¥22,050通常価格 ¥22,050

通常価格 ¥22,050通常価格 ¥22,050

通常価格 ¥44,100通常価格 ¥44,100

¥87,000¥87,000
通常価格 ¥108,150通常価格 ¥108,150

¥62,000¥62,000

¥87,000¥87,000
通常価格 ¥108,150通常価格 ¥108,150

左右出し

片側出し
通常価格 ¥76,650通常価格 ¥76,650

¥76,000¥76,000
通常価格 ¥81,900通常価格 ¥81,900

¥20,000¥20,000
通常価格 ¥22,050通常価格 ¥22,050

¥15,000¥15,000
通常価格 ¥16,800通常価格 ¥16,800

¥47,000¥47,000

通常価格 ¥232,470通常価格 ¥232,470 通常価格 ¥205,695通常価格 ¥205,695 通常価格 ¥218,295通常価格 ¥218,295

¥155,000¥155,000

¥179,000¥179,000

¥74,500¥74,500

¥795,000¥795,000

¥129,000¥129,000

¥36,000¥36,000

¥210,000¥210,000

通常価格 ¥150,150

通常価格 ¥245,700

通常価格 ¥46,200

¥83,000¥83,000
通常価格 ¥95,500

¥103,000¥103,000
通常価格 ¥110,775

¥98,000¥98,000
通常価格 ¥114,450クリーナー付クリーナー付

¥80,000¥80,000

クリーナー無クリーナー無

¥76,500¥76,500
通常価格 ¥99,540

¥86,000¥86,000
通常価格 ¥126,000

¥110,000¥110,000

¥230,000¥230,000
通常価格 ¥257,250

¥552,000¥552,000
通常価格 ¥635,775通常価格 ¥635,775

¥365,000¥365,000
通常価格 ¥418,950通常価格 ¥418,950

¥555,000¥555,000
通常価格 ¥643,125通常価格 ¥643,125

¥450,000¥450,000
通常価格 ¥520,275通常価格 ¥520,275

ZC6/GC8/GDB/SG5
BE/BH/BD/BG

GRB/GVB
BR/BM/BRZ

BRZ

¥42,840¥42,840
通常価格 ¥50,400通常価格 ¥50,400

ブラック
カーボン
ブラック
カーボン ¥199,600¥199,600

通常価格 ¥232,050通常価格 ¥232,050

シルバー
カーボン
シルバー
カーボン ¥225,400¥225,400

通常価格 ¥262,500通常価格 ¥262,500

カラー
カーボン
カラー
カーボン ¥265,600¥265,600

通常価格 ¥309,750通常価格 ¥309,750

¥128,200¥128,200
通常価格 ¥148,050通常価格 ¥148,050

¥165,600¥165,600
通常価格 ¥192,150通常価格 ¥192,150

¥214,700¥214,700
通常価格 ¥249,900通常価格 ¥249,900

ブラック
カーボン
ブラック
カーボン ¥122,800¥122,800

通常価格 ¥141,750通常価格 ¥141,750

シルバー
カーボン
シルバー
カーボン ¥158,500¥158,500

通常価格 ¥183,750通常価格 ¥183,750

カラー
カーボン
カラー
カーボン ¥203,000¥203,000

通常価格 ¥236,250通常価格 ¥236,250

¥237,900¥237,900
通常価格 ¥277,200通常価格 ¥277,200

¥268,300¥268,300
通常価格 ¥312,900通常価格 ¥312,900

¥305,800¥305,800
通常価格 ¥357,000通常価格 ¥357,000

ブラック
カーボン
ブラック
カーボン ¥247,800¥247,800

通常価格 ¥288,750通常価格 ¥288,750

シルバー
カーボン
シルバー
カーボン ¥277,200¥277,200

通常価格 ¥323,400通常価格 ¥323,400

カラー
カーボン
カラー
カーボン ¥323,600¥323,600

通常価格 ¥378,000通常価格 ¥378,000

¥269,000¥269,0003点フルセット

通常価格 ¥289,905通常価格 ¥289,905

通常価格 ¥223,230通常価格 ¥223,230

新商
品

新商
品

新商
品

新商
品

新商
品

新商
品

新商
品

新商
品

新商
品

新商
品

牽引フック

¥8,700¥8,700
通常価格 ¥10,290通常価格 ¥10,290

通常価格 ¥546,000通常価格 ¥546,000

通常価格 ¥173,250通常価格 ¥173,250

通常価格 ¥441,000通常価格 ¥441,000 通常価格 ¥42,000通常価格 ¥42,000

定価 ¥4,725定価 ¥4,725 定価 ¥4,935定価 ¥4,935

トレーリング
ロッド

トレーリング
ロッド ¥52,000¥52,000

通常価格 ¥57,750通常価格 ¥57,750

BH/BE/BG/BDBH/BE/BG/BD

Fパイプ+センターパイプFパイプ+センターパイプ
+インシュレーター+インシュレーター

¥275,000¥275,000

GRB/GVB

BP/BL

https://www.facebook.com/KITservice.SUBARU.ProShop

¥225,000¥225,000
通常価格 ¥242,550通常価格 ¥242,550

¥297,000¥297,000
通常価格 ¥325,500通常価格 ¥325,500

FRPフルセットFRPフルセット

通常価格 ¥106,024通常価格 ¥106,024

補強ステー+AVOギアブッシュ補強ステー+AVOギアブッシュ

¥150,000¥150,000
通常価格 ¥171,675通常価格 ¥171,675セ

ッ
ト

セ
ッ
ト ¥71,000¥71,000

通常価格 ¥81,900通常価格 ¥81,900セ
ッ
ト

セ
ッ
ト

セ
ッ
ト

セ
ッ
ト

セ
ッ
ト

セ
ッ
ト

水温・油温・油圧メーター＋パネル＋必要部品＋消耗品＋工賃込 ¥155,000¥155,000
通常価格 ¥178,815通常価格 ¥178,815

¥145,000¥145,000
通常価格 ¥166,215通常価格 ¥166,215

アドバンスCRの場合アドバンスCRの場合アドバンスCRの場合アドバンスCRの場合

アドバンスBFの場合アドバンスBFの場合アドバンスBFの場合アドバンスBFの場合

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

お持ち帰り
特価！！

¥200,000¥200,000
通常価格 ¥224,700通常価格 ¥224,700

通常価格 ¥51,450通常価格 ¥51,450

⬇
フロントのみ
FRPにした場合

レガシィツーリングワゴン
2.5i D型 (BRM)
レガシィツーリングワゴン
2.5i D型 (BRM)

¥53,760¥53,760
通常価格￥67,200

エアロ4点セット

足回り4点セット

マウント3点セット

フルセット

¥441,420¥441,420 ¥357,420¥357,420 ¥35,700¥35,700

通常価格 ¥76,650通常価格 ¥76,650

通常価格 ¥51,975通常価格 ¥51,975通常価格 ¥79,800通常価格 ¥79,800

定価 ¥12,600定価 ¥12,600

定価 ¥34,650定価 ¥34,650

定価 ¥15,750定価 ¥15,750
定価 ¥9,240定価 ¥9,240

定価 ¥9.240定価 ¥9.240

定価 ¥15,750定価 ¥15,750

定価 ¥3,570定価 ¥3,570定価 ¥11,550定価 ¥11,550

※ウィングレス

セット販売

15％OFF!!

単品販売

10％OFF!!

工賃
込み!
工賃
込み!

工賃
込み!
工賃
込み!

+インシュレーター+インシュレーター

+インシュレーター+インシュレーター

BRZ用

通常価格 ¥318,150

10％OFF!!
Varis商品全品

クラッチ

製品+消耗品+工賃込み

カッパーシングルセット カッパーシングルセット
＋フラホ

¥128,000¥128,000
通常価格 ¥137,794通常価格 ¥137,794

5速

¥133,000¥133,000
通常価格 ¥143,044通常価格 ¥143,044

6速 6速¥182,000¥182,000
通常価格 ¥200,794通常価格 ¥200,794

5速¥171,000¥171,000
通常価格 ¥189,244通常価格 ¥189,244

シングルシステム 

6速¥200,000¥200,000
通常価格 ¥223,474通常価格 ¥223,474

5速¥196,000¥196,000
通常価格 ¥218,224通常価格 ¥218,224

フロントLSD 6速フロントLSD 6速

¥210,000¥210,000
通常価格 ¥235,385通常価格 ¥235,385

¥220,000¥220,000
フロントLSD 5速フロントLSD 5速
通常価格 ¥244,684通常価格 ¥244,684

通常価格 ¥155,867通常価格 ¥155,867
リアLSD（R180)リアLSD（R180)

¥135,000¥135,000

スーパーチャージャーキットスーパーチャージャーキット

水冷式キット水冷式キット

ICレスキットICレスキット¥690,000¥690,000
通常価格 ¥179,460通常価格 ¥179,460

¥890,000¥890,000
通常価格 ¥922,583通常価格 ¥922,583

BRZ用各種パーツ

展開中！

¥50,000¥50,000
通常価格 ¥57,750通常価格 ¥57,750

¥58,900¥58,900
通常価格 ¥68,250通常価格 ¥68,250

工賃
込み!
工賃
込み!

BRZ用 カーボンBRZ用 カーボン BRZ用 スウェード/本革BRZ用 スウェード/本革

ステアリング

適合車種 BRZ適合車種 BRZ

パワーブレース

セ
ッ
ト

セ
ッ
ト¥102,000¥102,000

通常価格 ¥117,075通常価格 ¥117,075

フロントメンバー　　 ¥26,355
フロアーセンター　　¥42,210
フロアーリア　　　　¥13,913
リアトランク   　　 　¥24,990

インプレッサ
GDB/アプライドA-G

単品販売

10％OFF!!

LSD L
S
D+

ク
ラ
ッ
チ
セ
ッ
ト

カーボンフルセットカーボンフルセット

製品＋付属品＋ECUセッティング＋工賃込み

新商品新商品

先行予約受付中！

セット販売

15％OFF!!

イベント参加皆勤賞

新商品新商品GR#/GV#GD#/GG#

SAM
PLE

SAM
PLESAM

PLE
SAM

PLE

工賃
込み!
工賃
込み!

通常価格 ¥89,040

通常価格 ¥94,290

新商
品

新商
品

ブラック
カーボン
ブラック
カーボン

シルバー
カーボン
シルバー
カーボン

カラー
カーボン
カラー
カーボン

ブラック
カーボン
ブラック
カーボン

シルバー
カーボン
シルバー
カーボン

カラー
カーボン
カラー
カーボン

セ
ッ
ト

セ
ッ
ト

GDBの場合


