
 

2015 年 6 月 30 日 

 

「SUBARU BRZ tS」を 300 台限定発売 
 

 

富士重工業のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル＊1は、SUBARU BRZ をベース

とした「SUBARU BRZ tS」(300 台限定)を 2015 年 6 月 30 日より発売します。 

 

「SUBARU BRZ tS」は、FR スポーツである SUBARU BRZ の「ドライバーが意図したとおりに操れるハンドリングの

愉しさ」をレースカー並みに引き上げたうえ、相反する「上質な乗り心地」という二面性を高次元でまとめ上げた

STI コンプリートカーです。 
 

STI 独自に開発したフレキシブルパーツの採用など専用チューニングを実施。操舵応答性を向上させるとともに、

brembo ベンチレーテッドディスクブレーキ、18 インチアルミホイール、フロントアンダースポイラーの採用により走

行性能も向上。エクステリアには、STI、tS オーナメントや専用となるフェンダーガーニッシュ、インテリアにも STI

専用設計「RECARO 製バケットタイプシート」や専用スポーツメーターを採用するなど、走りへの期待感、所有する

喜びを感じることができる特別な仕様を施しました。 

 

ボディ外装色は、専用色のサンライズイエロー(100台限定)のほか、WR ブルー・パール、クリスタルホワイト・パー

ル、クリスタルブラック・シリカの 4色を設定しており、2015年 10月 12日までの受注期間限定で、生産台数は 300

台限定となっています。 
 

*1：スバルテクニカインターナショナル株式会社（代表：平川良夫、東京都三鷹市、略称：STI） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBARU BRZ tS WR ブルー・パール SUBARU BRZ tS サンライズイエロー 



 

【SUBARU BRZ tS 主要装備】 

■ 足回り／メカニズム 

・ 225/40ZR18 (92Y)タイヤ (ミシュランパイロットスーパースポーツ) 

・ STI 製18 インチ×7 1/2J アルミホイール(ブラック塗装) 

・ STI 製brembo 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 (ドリルドディスク、STI ロゴ入り) 

・ STI 製brembo 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 (ドリルドディスク、STI ロゴ入り) 

・ 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 製ビルシュタインフロントストラット(倒立式)&コイルスプリング 

・ STI 製ビルシュタインリヤダンパー&コイルスプリング 

・ STI 製フレキシブル V バー 

・ STI 製フレキシブルドロースティフナーフロント 

・ STI 製大径ドライブシャフト 

・ 専用VDC(ビークルダイナミクスコントロール) 

・ サウンドクリエータ®*2用専用フィルター 

■ エクステリア 

・ STI 製フロントアンダースポイラー 

・ 専用STI オーナメント（フロント＆リヤ）、専用tS オーナメント（リヤ） 

・ 専用フロントグリルチェリーレッドモール 

・ 専用リヤバンパーチェリーレッドピンストライプ 

・ LED デイライナー & STI 製LED デイライナーカバーエクステンション 

・ STI 製フロントフェンダーガーニッシュ(ブラック、STI ロゴ入り) 

・ ブラック電動格納式リモコンドアミラー（ヒーテッド機能付）、ブラックルーフアンテナ（シャークフィンタイプ） 

■ インテリア／その他 

・ 専用スポーツメーター(STI ロゴ入り) 

・ 専用メーターバイザー[アルカンターラ(ブラック)、レッドステッチ] 

・ カーボン調インパネパネル & オーナメント(tS LIMITED EDITION 300) 

・ 専用本革巻ステアリングホイール(高触感革、STI オーナメント入り、レッドステッチ) 

・ STI 製本革巻シフトノブ(MT 車:STI ロゴ入り)または STI 製本革巻シフトレバー(AT 車:STI ロゴ入り) 

・ 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） 

・ RECARO 製バケットタイプフロントシート 

・ アルカンターラ（ブラックパンチング）/本革（ブラック）、STI ロゴ型押し、レッドステッチ＋レッドアクセント、SRS サイド

エアバッグ付き 

・ リヤシート(ブラックトリコット) 

・ ダークキャストメタリック加飾（ステアリングホイールスポーク、インパネセンターサイド、シフトパネル、ドアグリップ） 

・ サイドベンチレーショングリル(レッド) 

・ ニーパッド(ブラックステッチ) (運転席・助手席) 

・ ドアトリム アームレスト：アルカンターラ*3（ブラック）、レッドステッチ＋レッドアクセント、ショルダーパッド：ブラックス

テッチ 

・ 専用サイドシルプレート（ｔＳロゴ入り） 

・ 専用インシュレーター(インパネ、トランクトリム、ドア) 

 

*2：サウンドクリエータ®は株式会社マーレ フィルターシステムズの登録商標です。 

*3：アルカンターラ®は Alcantara S.p.A.の登録商標です。 

 

 

 



 

 

 

【SUBARU BRZ tS 主要諸元表】                                          

寸法・重量  

車名・型式 スバル・DBA-ZC6 

全長(mm) /全幅(mm) /全高(mm) 4,260 / 1,775 / 1,310 

トレッド[前](mm) / トレッド[後](mm) 1,520 / 1,545 

最低地上高(mm) 120 

車両重量(kg) [参考値] 1,240(MT) / 1,260(AT) 

車両総重量(kg) [参考値] 1,460(MT) / 1,480(AT) 

エンジン  

FA20・水平対向４気筒［BOXER］ 
型式・種類 

2.0ℓ DOHC 16 バルブ デュアル AVCS 

最高出力[ネット] [ kW(PS)/rpm] 147(200) / 7,000 

最大トルク[ネット] [N･m(kg・m)/rpm] 205 (20.9) / 6,400-6,600 

燃料タンク容量(ℓ) 50 

燃料種類 無鉛プレミアムガゾリン 

 

【販売計画】 

 2015 年 10 月 12 日受注までの限定 300 台（サンライズイエロー塗色車は 100 台限定） 

 

【メーカー希望小売価格】 

 

 

 

 

 

 

 
 

以 上 

 

 

なお、商品等についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、または SUBARU お客様センター「SUBARU コール」 0120-052215 までお願いいたします。 

エンジン 駆動 変速機 消費税込 消費税抜 

6MT 3,990,000 3,694,444

E-6AT 4,071,000 3,769,444

本車両は架装車両のため、持ち込み登録となります。
*：32,400円高（消費税込）

価格（単位：円）
ボディカラー

車種

RWD

車種名

SUBARU BRZ tS

サンライズイエロー(専用色)*

WRブルー・パール
クリスタルホワイト・パール*
クリスタルブラック・シリカ

2.0L
水平対向4気筒

DOHC


