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車　　　種

RA Racing R S GT STI SportR Customize Package

2.0L DOHC

6MT 6MT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT

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
STIチューニング SACHS（ザックス）ダンパー（ZF製）&コイルスプリング
SACHS（ザックス）ダンパー（ZF製）
215/40R18ハイパフォーマンスタイヤ 

215/45R17タイヤ
205/55R16タイヤ
18インチアルミホイール（ブラック塗装）
17インチアルミホイール（スーパーブラックハイラスター）
17インチアルミホイール（ガンメタリック塗装＋切削光輝） 

brembo製フロント（17インチ対向4ポット）&リヤ（17インチ対向2ポット）
ベンチレーテッドディスクブレーキ 

16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ 

15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ  
トルセンLSD［リミテッド・スリップ・デフ］  
ローギヤード・ファイナルギヤ（MT車） 
STI製フレキシブルVバー 

Vタワーバー 

STI製フレキシブルドロースティフナーフロント 
ロアメンバーブレース 

アダプティブ制御付トランスミッション
（ダウンシフトブリッピングコントロール付）（AT車） 
フロント&リヤスタビライザー 
サウンドクリエータ® 
ヒルスタートアシスト 
専用ブレーキダクト（フロント左右・車両搭載）&専用ブレーキバックプレート 
空冷式エンジンオイルクーラー 

専用ブレーキパッド付 専用ブレーキパッド付 専用ブレーキパッド付

アラーム機能 アラーム機能 アラーム機能

■ 足回り・メカ二ズム

■ 視界

STI Sport装備 メーカー装着オプション標準装備 RA Racing架装装備

ブラックカラード

STIロゴ入り

ブラックカラード

クルーズコントロール
本革巻ステアリングホイール（高触感革、赤ステッチ、ダークキャストメタリック加飾付）
本革巻ステアリングホイール（高触感革、赤ステッチ、サテン調シルバー加飾付）
本革巻（高触感革）シフトレバー（AT車）/シフトノブ（MT車） 
本革巻ハンドブレーキレバー（赤ステッチ） 
シフトレバー（MT車はシフトノブ）&ハンドブレーキレバーブーツ（赤ステッチ）
パドルシフト（AT車）
ATスポーツ/スノーモードスイッチ（AT車）
VSC（VDC）TRACKモードスイッチ

アルミパッド付スポーツペダル
［アクセル、ブレーキ、クラッチ（MT車）、フットレスト］

フルオートエアコン（左右独立温度調整機能、クリーンフィルター付）
マニュアルエアコン（クリーンフィルター付）
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付メーター
レッドスポーツメーター（デジタルスピードメーター内蔵）
インフォメーションメーター（外気温/瞬間燃費・平均燃費/ODO&TRIP）
キーレスアクセス&プッシュスタート 注1
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2

■ 操作性・計器盤・警告灯

［全車標準装備］　●電動パワーステアリング　●チルト&テレスコピックステアリング　●方向指示器のワンタッチ機能　●パワーウインドゥ（オフディレイ&反転装置、インデックスシステム付）　
●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　●リモコントランクオープナー　●REVインジケーター　●シフトアップインジケーター（MT車）　●シフトポジションインジケーター　
●デジタル時計 注3　●半ドア表示モニター　●燃料残量ウォーニングランプ　●運転席&助手席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー　●イグニッションキー照明（キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車）　
●メーターイルミネーションコントロール

8スピーカー（フロント6＋リヤ2）
2スピーカー（フロント2）
スピーカーレス
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ） 

■ オーディオ

フルLEDヘッドランプ
［ヘッドランプレベライザー（オート）付］

LEDフロントフォグランプ（マルチリフレクター式）
電動格納式リモコンカラードドアミラー
ヒーテッドドアミラー 
ウェルカムライティング
オートライト
［全車標準装備］　●フルLEDリヤコンビランプ　●フロントワイパー（マルチ拡散式ウォッシャー連動 間けつ調整式）　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）
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レザー調素材巻インパネパネル（赤ステッチ）
カーボン調インパネパネル
メーターバイザー（グランリュクス、赤ステッチ）
メーターバイザー（レザー調素材巻、赤ステッチ）
ピアノブラック調加飾［エアコンスイッチパネル、パワーウインドゥスイッチパネル］ 
サテン調シルバー加飾［インパネセンターサイド、シフトパネル、ドアグリップ］
シルバー加飾［エアベントグリル、アルミセンターベンチルーバーノブ］
メッキインナードアハンドル
ドアトリム（赤ステッチ）［アームレスト：ボルドー、ショルダーパッド：グランリュクス］
ドアトリム（赤ステッチ）（アームレスト、ショルダーパッド） 
ニーパッド（レザー調素材巻、赤ステッチ）（運転席・助手席）  
ステンレス製サイドシルプレート（アシストパッド付） 
脱着式前席カップホルダー  
サンバイザー（運転席・助手席） 注5 
フレームレスインナーミラー 

DC12V/120W電源ソケット 
ドアカーテシーランプ 
トランクルームランプ 
トランクトリム 
トランクリッドトリム
トランクマット 
専用フロアマット（運転席/助手席・車両搭載） 注6 
ロールケージ（サイドバー付） 注7
［全車標準装備］　●グローブボックス　●ドアボトルホルダー　●インパネポケット　●オフディレイルームランプ（スイッチ付）

（2018.09）

車　　　種

RA Racing R S GT STI SportR Customize Package

2.0L DOHC

6MT 6MT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT

STI Sport装備 メーカー装着オプション標準装備 RA Racing架装装備

ファブリック/トリコットトリコット/トリコットトリコット/トリコットトリコット/トリコット アルカンターラ/本革 注4 アルカンターラ/本革 注4

運転席前倒しストラップ付 運転席前倒しストラップ付 運転席前倒しストラップ付
ブラック/ボルドー

［全車標準装備］　●運転席シートリフター（レバー式）　●一体可倒式リヤシート　●上下調整式フロントシートヘッドレスト

シート材質
アルカンターラ/本革シート（フロントシートヒーター付） 注4
フロントシートスライド&リクライニング
助手席ウォークインスライド
助手席シートバックポケット

■ シート

STIロゴ入り

バニティミラーバニティミラー バニティミラー＋照明付 バニティミラー＋照明付 バニティミラー＋照明付

2ヶ1ヶ2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ

■ 内装

フロントドアスピーカーリングフロントドアスピーカーリング フロントドアスピーカーリング

SUBARU BRZ STI Sportエクステリア
［フロントバンパー、STIエンブレム（フロント&リヤ）、BRZエンブレム（ブラック）］

フロントフェンダーガーニッシュ
リヤアーチフィン
デュアルテールパイプ
リヤスポイラー 
フルフロアアンダーカバー（フロア下、燃料タンク下）
フロアサイレンサー
アウトサイドドアハンドル

UVカットガラス

UVカット機能付濃色ガラス（リヤクォーター、リヤ） 
インテークマニホールドカバー（AT車） 

フロントトランスポートフック（布製）&リヤトランスポートフック
（競技専用部品・車両搭載） 注8

■ 外装

STIロゴ入り

大型マフラーカッター大型マフラーカッター大型マフラーカッター大型マフラーカッター

ブラック（無塗装） カラード カラード カラード カラード カラード

全面 全面 フロント、フロントドア 
フロント（トップシェード付）、

フロントドア
フロント（トップシェード付）、

フロントドア
フロント（トップシェード付）、

フロントドア

［全車標準装備］　●フロント&リヤバンパー（カラード） 　●リヤガーニッシュ　●リヤディフューザー　●チッピングプロテクター　●エンジンアンダーカバー（アルミ製）　●トランスミッションアンダーカバー　
●エアフラップ（フロント・リヤ）　 ●トーボードインシュレーター　●フードインシュレーター　●赤チヂミ塗装インテークマニホールド（MT車）
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注9

EBD（電子制御制動力配分システム）付4センサー4チャンネルABS

VDC［ビークルダイナミクスコントロール］   
SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグ
エマージェンシーストップシグナル
4点式シートベルト（FIA公認、競技専用部品・車両搭載）&アンカーボルト装着 注8

［全車標準装備］　●ハイマウントストップランプ　●セイフティペダル［ブレーキペダル、クラッチペダル（MT車）］　●セイフティフットレスト　●ブレーキオーバーライド（ブレーキ操作優先制御）　●クラッチスタートシステム（MT車）　
●デュアルSRSエアバッグ　●プリテンショナー&可変フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト（シートベルトホルダー付）　●リヤ3点式ELRシートベルト　●ISOFIX取付装置&トップテザーアンカレッジ（後席） 注10

注1：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2：国土交通省認可品です。
注3：照明色は、RA Racing/R Customize Package/Rがアンバー、S/GT/STI Sportがレッドとなります。
注4：シートの側面と背面及びヘッドレストの背面などに合成皮革を使用しています。
注5：ロールケージ装着により、RA Racingは非装着となります。
注6：専用品となりますので、他のフロアマットは使用しないでください。
注7：ロールケージ装着のため、フロアカーペット、内装パネル等に切断等の加工を施しています。また、ロールケージ装着により乗り降りがしづらくなりますので、ご了承ください。
注8：フロントトランスポートフック、リヤトランスポートフック、4点式シートベルトは競技専用ですので、一般公道走行時は取り外し、使用しないでください。
注9：ロールケージ装着のため、SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグは機能しません。
注10：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リヤ左右席でご使用ください。
■RA Racingは、競技レースを前提とした架装を行っていますので、乗り心地や操縦性、居住性、乗降性、静粛性など標準車と比較して不都合が生じる場合がありますのでご注意ください。

■レザー&アルカンターラパッケージ：アルカンターラ/本革シート（フロントシートヒーター付）

グレード R S

オプションコード
フルフロアアンダーカバー（フロア下、燃料タンク下）
リヤスポイラー
レザー&アルカンターラパッケージ

OCOAOFODOFOD

メーカー装着オプション標準装備

■ 安全装備

■ メーカー装着オプション組み合わせ表

■R Customize Package、R、Sの16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキは高性能な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。
■brembo製ブレーキは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。
■トルセンは株式会社ジェイテクトの登録商標です。　■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。　■VSCはトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。　■Glanluxe®、グランリュクス®はセーレン株式会社の登録商標です。　■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

車　　　種

RA Racing R S GT STI SportR Customize Package

2.0L DOHC

6MT 6MT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT 6MT/E-6AT

STI Sport装備 メーカー装着オプション標準装備 RA Racing架装装備
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