
■ヘッドライトデカール　¥7,040
ブラックメタリック ▶SAA31905V2　
ホワイトパール ▶SAA31905W6　
レッドオレンジ ▶SAA3190505　

どのボディ色にもあわせやすいブラックとホワイトに、
X-BREAK の差し色にあわせたオレンジも用意。

■プロテクターキット　¥50,160＊
▶SAA3320120
（ディーラーOPコーナーセンサー車は▶SAA3320121）
＊単品購入（合計￥52,360）よりお得なキット価格です。
〈共着不可品は構成品を参照〉

■フロントコーナープロテクター ¥28,600
▶SAA3190170 〈＊1〉

（ディーラーOPコーナーセンサー車は▶SAA3190175）
■リヤコーナープロテクター ¥11,000
▶SAA3320110 〈＊2〉

■リヤゲ ートプ ロ テクター ¥12,760
▶SAA3320100 〈＊3〉

擦りやすいボディの四隅とリヤゲート端部に、
ラギッドな印象の樹脂製プロテクター。後付け感が無く、
視覚的にも前後のオーバーハングを引き締めます。

プロテクターキット構成品（単品購入もできます）

■シルバーコーティングウインカーバルブ
フロント ¥3,740 ▶SAA3050339　
リヤ ¥4,620 ▶SAA3050346　
●左右２個セット

ウインカー橙色バルブの映りこみを抑えて
ライト回りスッキリ。
点灯色は通常のウインカーと同様です。

■ピンストライプ　¥18,920
グレーメタリック ▶SAA3190406
  （SPORTは ▶SAA3190400）
シルバーメタリック ▶SAA3190409
 （SPORTは ▶SAA3190403）

グラデーションメタリックの2本のラインから、
ボディ色を垣間見せるシャープなデザイン。
ボディ色との相性でグレーとシルバーが選べます。

www.e-SAA.co.jp
掲載アイテム以外にも豊富にご用意しています。SAA ホームページをご覧ください。

見ているだけで楽しい、欲しかった物が見つかる。

SUBARUを知りつくした

多彩なカーライフ・アイテム“SAA ”

with SAA items

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1 大宮スバルビル

●SAA商品の取扱いは、SUBARU純正アクセサリー受託開発および、オリジナル商品開発を行うスバル用品（株）です。●表示

価格は工賃と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。工賃別商品の工賃、適応車種、共着不可品、保証内容、注意事項は

SAAホームページをご覧いただくか販売店にお問い合わせください。●画像はすべてイメージです。商品の仕様・名称・価格等

は2020年10月現在。予告なく変更されたり、仕様が実際と異なる場合があります。

2020.10

保証内容はこちら
www.e-saa.co.jp/warranty

もっと気軽に着こなせる、S U Vらしいアクセント。

accent style

〈＊1：STI フロントサイドアンダースポイラーと共着不可 ＊2：STI リヤサイドアンダースポイラーと共着不可 ＊3：STI テールゲートガーニッシュと共着不可〉
フロントコーナープロテクター

ブラックメタリック

グレーメタリック

シルバーメタリック

撮影車はすべて他車種 点灯時 点灯時

ホワイトパール レッドオレンジ

リヤゲート
プロテクター

リヤコーナープロテクター
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SAAドライブレコーダー（カメラ一体型・前方録画）

2カメラドライブレコーダー
（カメラ＆モニター

一体型・専用後方カメラ付）

写真はリヤゲートプロテクター装着車【裏表紙】

お手頃な前方録画と、一体モニター前後方録画が選べるアイサイト適合ドライブレコーダー。ナビ&リヤカメラ無し車にも対応します。 装着をしっかりアピール。高耐久で
貼り跡も残りにくいガラス面専用タイプ。

■SAAドライブレコーダー 
¥40,040＊ ▶SAA3060350
●付属8GB microSDで最長約100分録画（最大300万画素録画時は約50分）。
別売16GBカードも使用可。

■ドライブレコーダーステッカー
¥495 ▶SAA3190300　
●サイズ：126 ×47mm　　　　

SUBARUの安全性能に、さらにきめ細かいアシストを。

＊別売品が必要な場合があります。
※共通機能：●Windows PCビュアー対応。●逆光やトンネル出入口にも強いHDR合成。●LED信号対応。●駐車時録画対応。

霜や花粉、黄砂などの汚れからフロントガラスの視界を守り、
アイサイトやドライブレコーダー車も安心。
乗り降りのたびに手軽に使えます。

■フロントガラスクリアビューカバー
¥4,950 ▶SAA3110010　

●吸盤6個、ウレタンパッド、ワイパー、フロントドアで固定し積雪・防犯にも配慮。
●速乾性に優れたポリエステル製。

●助手席背面に装着。
●ティッシュボックス収納可。

専用撥水ガラスコートと組み合わせる、アイサイト対応フラットワイパー。
雪や霜にも強いブレードごと交換タイプも選べます。

■撥水ワイパー替えゴム
運転席 ¥2,134＊ ▶SAA302NW66
助手席 ¥1,892＊ ▶SAA302NW42
　　　　　　■撥水ウィンターブレード 
運転席 ¥5,500＊ ▶SAA301NW65
助手席 ¥3,465＊ ▶SAA301NW42
＊替えゴム、ブレードとも専用ガラスコート施行料金が別途必要。
販売店にお問い合わせください。

アイサイト適合

新車のうちにしっかりコートして、
シーンを選ばないSUBARUの活躍をサポート。

■ガラス系ボディコーティング
　「ウルトラグラスコーティングNE’X」

＊新車から長年の愛車まで、
SAAがサポートする多彩なメンテナンス施工をご用意しています。
メニューと内容は各販売店にお問い合わせください。

床下防錆コート施工前

18インチ 17インチ施工後（クリアコートもご用意しています）

ロングライフ&チェーン規制対応で夏冬の履きかえも不要。
話題のオールシーズンタイヤの性能をSUBARUで引きだす。

■オールシーズンタイヤ
＊車種ごとに銘柄等が異なります。販売店にお問い合わせください。

安心のアイサイト適合アイテムをはじめ、
カーライフの「かゆい所」に手がとどく多彩なS A Aアイテム。

花粉やPM2.5にも安心のエアコンフィルター。
アレル物質やペット臭が気になる方には
高性能プレミアムタイプもご用意しています。

運転中の灰皿手さぐりを避けられるカップホルダー搭載型。
夜も安心のLED&がたつき防止マグネット付も用意。

■アッシュトレー　
ノーマルタイプ ¥1,650 ▶SAA1060015　
LEDタイプ ¥8,250 ▶SAA1060016

■プロテクションフィルム　
ドアハンドル4点 ¥6,600 ▶SAA3320025
ドアエッジ4点 ¥6,600 ▶SAA3340020

SAAムービー・ライブラリ
www.e-saa.co.jp/movie

※画像はすべてイメージ。旧型車や他車種も含まれます。※記載のない価格、工賃、品番等は販売店にお問い合わせください。

17インチホイール車のインチアップはもちろん、
18インチホイール車のスタッドレス用に17インチを使う等も可能。
スマートな切削光輝ホイール。

■アルミホイール
18インチ ダークグレー&切削光輝 
¥137,280 ▶SAA3104210
　17インチ ダークシルバー&切削光輝 
¥126,280 ▶SAA3104310
●4本セット。

本革にオレンジのステッチがスタイリッシュなステアリングロック。
乗降時にワンタッチで着脱できます。
SUBARUロゴのリフレクター付。

■ステアリングロック 
¥12,100 ▶SAA3230020　

毎日の乗り降りから、さりげなくボディを守る。
スタイリングを崩さない透明保護フィルム。

■インテリアLEDセット ¥14,080 ▶SAA3050317
（X‐BREAK用は ¥8,800 ▶SAA3050318）
〈ウェルカムライト、リヤエンターテイメントと共着不可〉

●ルームランプ、前席ドア下カーテシランプ、カーゴルームランプ
（LEDバルブ標準装備のX-BREAKを除く）のバルブのみLEDに交換。

■LEDバニティミラーランプバルブ ¥3,740 ▶SAA3050390
●前席左右セット。

人気のLED室内灯が、夜の乗り降り/積み降ろしも明るくサポート。
省電力で駐車作業中のバッテリーにも優しく、長寿命とバルブ交換だけのお手頃さも魅力。

■ハンズフリーリヤゲートキット ¥48,840＊ ▶SAA3060610
〈パワーリヤゲート車用〉

＊別途のれんわけハーネスⅤ ¥2,200 ▶H0077AL000 が必要
（フットランプキット、ドリンクホルダーイルミネーションキット装着車は不要）。

アクセスキーを持ってリヤバンパー下につま先を入れるだけで、パワーリヤゲートを
開け閉めできます。荷物、傘、スマホなどで両手が塞がっている時にも助かります。

LEDタイプ

LEDタイプ
（ブルーLED。六連星マークも点灯）

ノーマルタイプ

ドアエッジ ドアハンドル奥

■カーエアコンフィルター
¥4,950＊ ▶SAA3330109

   ■クリーンエアフィルター プレミアム
¥7,700＊ ▶SAA333009P
＊工賃別。＊フィルターの形状等は車種により異なります。

お子様もよろこぶ車内軽食テーブル。
シートバックの保護にも。

■シートバックポケット 
￥6,050 ▶SAA1031510  

■2カメラドライブレコーダー 
¥65,780＊ ▶SAA3060360
●付属32GB microSDで最長約5時間録画（最大200万画素フルHD前後録画時は約3時間）。
40時間以上のタイムラプス録画も可。

万一に備えれば、毎日が安心。
アクティブなSUBARUドライバーの身だしなみ。

■エマージェンシーサポートキット
￥19,580 ▶SAA1020010 
●事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。
●車外脱出やバッテリー接続、牽引にも配慮。

アイサイトセイフティプラスのフロントビューモニターの映像に、
直進時と最大舵角時の車幅ガイドラインを追加し、
大きなナビ画面に表示。車両とりまわし安全ゾーンが
確認しやすくなり、ワイドでボンネットの高いSUVも安心です。

■フロントガイドライン（ヴァーチャルバンパー）
 ¥36,080 ▶SAA3060630 

＊ステアリング連動ガイドではありません。
＊車速8㎞/h以下で作動します。

乗り降りと積み降ろし、降りたあとも安心。乗る人のフットワークも軽くなる。

あなたの愛車を、みんなに愛されるクルマに。 いつまでも、いろんなシーンで活躍するSUVのために。

クリーンエアフィルター プレミアムカーエアコンフィルター

バニティミラーランプ

ルームランプ 前席ドア下カーテシランプ

カーゴルームランプ

■床下防錆コート

〈ドアエッジ4点はドアエッジモール（純正アクセサリー）と共着不可〉 

〈アイサイトセイフティプラス＆ディーラーOPナビ車用。
Touring、X-BREAKには装着不可。ディーラーOPのコーナーセンサー、
パワーコンセントとは共着不可〉

アイサイト適合 装着位置等は車種/グレードで異なります。
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