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5,130,000円
（消費税10%込）

SUBARU BRZ 2.4L ［ZD8A2E8］

Performance Package

究極のピュアスポーツカー

【車両本体価格について】■税金（消費税を除く）、保険料、リサイクル料金、登録
等に伴う諸費用等は別途必要となります。■記載価格は車両本体価格に消費税
が含まれた総額表示です。■登録等に伴う手続代行費用については別途消費税
が必要となります。■価格にはオプションは含まれておりません。■販売店で
セットする付属品は、別途扱いです。■価格はスペアタイヤもしくはタイヤパンク
修理キットと、タイヤ交換用工具を含む価格です。【特別価格について】■記載価
格は車両本体価格と特別装置（ベースキットその他）に消費税10%が含まれた総
額表示となっております。■リサイクル料金、税金（消費税を除く）、保険料、登録
等に伴う諸費用等が別途必要になります。■登録等に伴う手続代行費用につい
ては別途消費税が必要となります。■価格はタイヤパンク補修キットとタイヤ交
換用工具を含む価格です。■価格にはその他のオプションは含まれておりませ
ん。販売店でセットするその他の付属品は別途扱いです。

【残価設定型クレジットについて】■月々のお支払い額に、最終回支払い額に対
する手数料が含まれております。■お申し込みには申込書の他に別途「最終回支
払いに関する特約書」をご確認いただき、ご署名・ご捺印をいただきます。■最終
回お支払い時には「車両返却」「再分割（要審査）」「現金一括払い」よりお選びい
ただけます。■車両を返却してスバルの新車にお乗りかえの場合、または車両返
却の場合、最終回のお支払いは原則、不要です。但し、その際に車両状態が「最終
回支払いに関する特約書」に定められた規定を越えた分につきましては、別途差
額を頂戴いたします。■再分割の場合、対象車種の新車手数料（キャンペーン手
数料率は除く）・36回払いまでとなります。■各項目の詳細は販売店にお問い合
わせください。

通 常 価 格（消費税10%込）

3,267,000円
1,741,135円

444,290円

5,452,425円

・カロッツェリア サイバーナビ…282,260円
・ETC2.0キット………45,320円     

・リヤビューカメラ……50,380円
・ドライブレコーダー ……66,330円

・STI アルミホイール BBS 18インチ MG 
・STI フレキシブルドロースティフナー リヤ 
・STI コイルスプリング フロント 
・STI コイルスプリング リヤ 
・STI フレキシブルVバー 
・STI ドリルドディスク フロント
・STI ドリルドディスク リヤ
・STI パフォーマンスマフラー 
・STI バルブキャップセット ブラック

・STI オイルフィラーキャップ
・STI バッテリーホルダー チェリーレッド 
・STIドライカーボンリヤスポイラー 
・STI レザーシフトノブ 6MT 
・STI プッシュエンジンスイッチ 
・STIエアロパッケージ
・STI フロントフェンダーガーニッシュ 
 

・フロアカーペット
・LEDアクセサリーライナー 
・ボルテックスジェネレーター
・リヤアンダーディフューザー
・リヤバンパープロテクター
・ホイールロックセット
・ボルト・ナット・ショートパーツ類 

……384,560円
………43,120円
………34,320円
………34,320円

…………61,160円
……58,520円

………49,280円
……181,940円
………4,290円

………11,880円
………11,880円
……413,160円

………20,240円
………19,140円

……………139,040円
………39,600円

…………………38,940円
………71,720円
………31,240円
………65,780円
………14,080円

………………7,920円
…5,005円

車両本体価格 サイバーナビ（9インチ）セット

特 別 装 備

通常合計価格

49,900円

・車両本体価格   …………5,130,000円
・頭金  ……………………1,130,000円
・所要資金   ………………4,000,000円
・初回お支払額  ………53,248円×1回
・月々お支払額………49,900円×56回
・ボーナス時加算額…54,000円×10回

・頭金+57回までのお支払い額…合計4,840,073円
・残価率…………………………………37%
・最終回（58回）お支払い額
・新車代替・車両返却の場合 …………0円
・残価一括払いの場合 ………1,098,000円
　（お支払い総額5,938,073円）　　　　　　

安心補償
サービス

残価設定型
クレジット のお支払い例

残価設定型
クレジット

3.9%
（実質年率）

月 

々

カーライフに安心と愉しさを。
スバルなら3年間の修理保証を無償でプラス。

お支払い開始：10月 お支払い回数：58回契約月：7月 ボーナス月［1月・8月］
契約走行キロ数1,000km/月間プランの場合

通常価格より 322,425円 お得!!



PERFORMANCE PARTS

期間中SUBARU BRZご成約で
STI商品15%OFF

カロッツェリア サイバーナビ（9インチ）10

STIフレキシブル
ドロースティフナーリヤ

リヤサイドフレーム左右間に装着するSTI独自のス
ポーツパーツ。適度なテンションをかける事で走
行中のボディのしなりを補正、機敏な初期操舵と
しなやかな乗り心地の両立を実現。

（本体32,000円 +工賃7,200円）43,120円

9

STIパフォーマンス
マフラー

「上質で心地良いサウンド」と「車外から
でも楽しめる美しい外観」にこだわった
大口径スポーツマフラー。

（本体159,000円 +工賃6,400円）181,940円

8

STIフロントフェンダー
ガーニッシュ

エアアウトレットの迫力がよりアップ。

（本体30,000円 +工賃6,000円）39,600円

7

（本体234,000円 +取付キット4,200円 +工賃18,400円）282,260円
リヤビューカメラ11

（本体33,000円 +工賃12,800円）50,380円
ドライブレコーダー12

（本体39,000円 +工賃14,400円）58,740円

STIドライカーボン
リヤスポイラー

GT300にも採用されるスワンネックタイ
プ。翼端も一体のウイングレット化とし、
軽量化と共にバランスのよい空力、操安
性能を発揮。
（本体360,000円 +工賃15,600円）413,160円

4

STIリヤサイド
アンダースポイラー

サイドアンダーからリヤのフィニッシュ
への繋がりとともにウイングを拡大。車
体下面の空気を整流し、リヤの安定性が
さらに向上。

（本体35,000円 +工賃6,800円）45,980円

3

STIサイド
アンダースポイラー

リヤタイヤ前に風を当てない造形を採
用。タイヤ付近の風の流れを整流し、リ
ヤの安定感を向上。

（本体40,000円 +工賃5,600円）50,160円

2

STIフロント
アンダースポイラー

断面形状を見直して中央部を持上げ、床
下に流れる風を整流しリフト低減。

（本体41,000円 +工賃10,000円）56,100円

1

STIアルミホイール
BBS18インチ

（マットグレイ／マットブロンズ）モー
タースポーツで培ったホイール開発の
思想をフルに取入れた、新型BRZ専用
チューニング鍛造ホイール。

（本体83,000円+工賃4,400円）×4  384,560円

5

STIフレキシブル
Vバー

ステアリング操作によるリニアな応答性
の向上と共に、しなやかな乗り心地を実
現。

（本体52,000円 +工賃3,600円）61,160円

6

※表示価格は消費税（10％）込みの価格です。　※（　）内は消費税抜の本体価格・工賃です。

（※工賃は値引対象外となります。）

※詳しくはスタッフまでお問い合せ下さい。■SUBARU純正ナビ・ドライブレコーダー関連商品

※詳しくは店舗スタッフまでお問い合せ下さい。

2021.7.29～9.30まで

NEW SUBARU BRZ
PERFORMANCE PARTS

E-CarLife
with 五味やすたか

■日 の 出 店
■BESTSHOP栗生
■太白山田店
■泉　　　店

■長命ヶ丘店
■多 賀 城 店
■岩　沼　店
■大 河 原 店

■石　巻　店
■古　川　店
■気 仙 沼 店

宮城スバル自動車株式会社
定 休 日 毎週火・水曜日 営業時間 9：45～18：00

☎0225-22-6303
☎0229-28-1991
☎0226-22-9263

☎022-378-8321
☎022-367-1605
☎0223-24-1173
☎0224-53-4451

☎022-235-9111
☎022-391-0833
☎022-738-9907
☎022-373-6113


