
期間中に対
象車種をご

成約いただ
くと、

 SUBAR
U厳選アイ

テムを

いずれかお
ひとつプレ

ゼント！

● S U B A R U オリジナ ル エコバッグ仕 様【 全 4 種 】サイズ：＜本 体＞約 幅 2 7 0×高 さ 5 0 0 ｍｍ ( マ チ 約 1 0 0 ｍｍ ）＜ポ ー チ＞約 幅 1 2 0×高 さ 9 0 ｍｍ 素 材：＜本 体・ポ ー チ・紐＞ポリエステル
＜紐止め＞ポリプロピレン・スチール●SUBARUオリジナルエコバッグの画像はいずれもイメージです。実際の賞品とはデザイン、仕様等が異なる場合がございます。●賞品は多数ご用意しておりますが、
万一品切れの際はご容赦ください。賞品はご試乗いただいたお客様1組様につきおひとつ限りです。 ●賞品は販売店によって異なる場合がございます。 ●イベントを実施していない販売店もございます。

収納
ポーチ付

どれが出るかは
おたのしみ

ご試乗いただいた方にプレゼント！

実際にクルマを運転して
走行性能を体感

アイサイトの
先進安全技術をVRで体感

キャンペーン期間 2021/7/31 sat まで

イエロー

ホワイト レッド

ブルー

▲SUBARU試乗
ポータルサイトはこちら

パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機。

ケルヒャー
高圧洗浄機
Ｋ２サイレント

パワフルなのに軽くて
静かな高圧洗浄機。

■商品の発送が予定より遅れる可能性がございます。

■商品の発送が予定より遅れる可能性がございます。

対象車種
選べるギフト、4アイテム。SUBARUの軽を選ぶならこのチャンス！

シフォン／シフォン カスタム／ステラ
ステラ カスタム／プレオ プラス（軽貨物を除く）

テーブルクッキングの楽しさ、広がる。

※画像はイメージです。

対象車種
選べるギフト、6アイテム。SUBARUを買うなら今がチャンス！

レヴォーグ ／ フォレスター ／ SUBARU XV
インプレッサ SPORT ／ インプレッサ G4 ／ ジャスティ

2021.6.5[SAT]　6.13[SUN]

九州地区スバルグループ 福岡スバル　西九州スバル　熊本スバル　大分スバル　南九州スバル　沖縄スバル

récolte
2ウェイグリルアメット

ネイビー　RWG-1NV

テーブルクッキングの
楽しさ広がる。

シワもニオイもさっとオフ！毎日を整える衣類スチーマー。

BRUNO
スタイリングハンディスチーマー

BOE076-GRG　グレージュ

シワもニオイもさっとオフ！
毎日を整える
衣類スチーマー。

PM2.5にも対応、ハイスペックな一台。
SHARP

プラズマクラスター
加湿空気清浄機

KC-40TH4-W

PM2.5にも対応。
ハイスペックな一台。

素早い着火と無煙BBQ！
ハーフェレジャパン

無煙炭火バーベキューグリル
ロータスグリル XL

Gｰ435P

素早い着火と無煙BBQ！

自然の心地良さを、部屋の中へ。
ボルネード

サーキュレータークラシック
ジュニア
VFAN JR-JP

自然の心地よさを
お部屋の中へ。

選りすぐりの名品を。

髙島屋
ローズセレクション
一品一会 HAコース

選りすぐりの名品を。

肌にたっぷりうるおい補給。

パナソニック
スチーマー ナノケア /

コンパクト
EH-SA3B-N

肌にたっぷり
うるおい補給。

家中のどこでも気持ち良くお掃除。

Shark
EVOPOWER SYSTEM
コードレススティッククリーナー

CS200JLB　ノルディックブルー

家中のどこでも
気持ち良くお掃除。

特別な一品と出会う喜びを。
髙島屋

ローズセレクション
一品一会

HNコース 
特別な一品と
出合う喜びを。

【注意事項】●既にご成約済みの車両にさかのぼって本キャンペーンの適用はできません。●プレゼントは、キャンペーン期間中に対象車種をご成約の上、ご登録いただ
くことが適用条件となります（登録日の期限はございません）。ご成約いただいた後にキャンセルされた場合は、本キャンペーンの適用はできません。●申込書をご提出
いただいた後のご希望商品の変更は受けかねます。●プレゼントは、申込書にご記入いただいた住所へお送りいたします。宅配便などが確実に届く住所をご記入くださ
い。申込書のご記入内容に不備がある場合、プレゼントの発送ができない場合がございます。●本権利は第三者に譲渡したり、換金や他の商品との交換はできません。
●株式会社SUBARUおよびSUBARU販売店の関係者は本キャンペーンの適用対象外となります。

キャンペーンに関するお問い合わせ
受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

※掲載写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

SUBARUキャンペーン事務局 03-6757-8225

1.0L DOHC  CVT  2WD/4WD
JUSTY

PHOTO ： JUSTY（2WD）　ブライトシルバー ・ メタリック
パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ、コンフォートパッケージ、
イルミネーションパッケージはメーカー装着オプション（88,000円高・消費税込）　※車両本体価格には含まれておりません

 車両本体価格の一例（消費税込）

1,964,600円
660cc DOHC  CVT  2WD/4WD

CHIFFON
Gスマートアシスト

PHOTO ： Gスマートアシスト　マスタードイエロー ・ マイカメタリック
右側パワースライドドア、ディスプレイオーディオ&スマートパノラマパーキングパックは
メーカー装着オプション（151,800円高・消費税込）　※車両本体価格には含まれておりません

 車両本体価格の一例（消費税込）

1,490,500円●パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ装着時には、ディーラー装着オプションの
　パノラミックビューモニター対応純正ナビの装着が必要です。

660cc DOHC  CVT  2WD/4WD

STELLA CUSTOM
Rスマートアシスト

PHOTO ： Rスマートアシスト（2WD）
シャイニングホワイト ・ パール（22,000円高・消費税込）
パノラミックビューモニターはメーカー装着オプション（33,000円高・消費税込）　※車両本体価格には含まれておりません

 車両本体価格の一例（消費税込）

1,518,000円 660cc DOHC  CVT  2WD/4WD

PLEO+
Gスマートアシスト

PHOTO ： Gスマートアシスト（2WD）  ファイアークォーツレッド ・ メタリック

 車両本体価格の一例（消費税込）

1,243,000円

詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら

PHOTO ： Advance　プラズマイエロー ・ パール
ローマウントタイプルーフレール＋シャークフィンアンテナ、
アイサイトセイフティプラス（運転支援／視界拡張）は
メーカー装着オプション（132,000円高・消費税込）　※車両本体価格には含まれておりません

水平対向エンジンと電動技術を組み合わせたパワーユニット。優れた重量バランスと低重心を実現しま
した。各部の最適化と燃費の向上を追求したリニアトロニックとあわせて、アクセルをひと踏みした瞬
間からスムーズに加速する軽快な走りを提供します。

新感覚の走りの愉しさ。

e-BOXER
MOTOR BATTERY

先行車を認識

区画線を認識

アクセル・ブレーキ・
ステアリング操作をアシスト

全車速域＊で
追従走行&車線中央維持

高速道路や自動車専用道路における0km/h～約120km/hの幅広い車速域＊で、アクセル、ブレーキ、ステ
アリング操作をアシスト。区画線と先行車の両方を認識することで、渋滞から高速巡航まで、様々なシーンで
運転負荷を大幅に軽減します。制御の正確さはもちろん、人の感覚に近い自然で滑らかな質感の領域にま
でこだわった、新次元のアシスト機能です。

アクセル、ブレーキ、ステアリング操作をアシストし、運転負荷を大幅に軽減。
インプレッサ、SUBARU XV、
フォレスター全車に標準装備

＊車速の設定は必ず制限速度の範囲内で行ってください。

アイサイト・ツーリングアシスト

SUBARU XV Advance
先進性とデザイン性をさらに高める装備を搭載した、最上位モデル。

2.0L DOHC 直噴＋モーター （e-BOXER）　リニアトロニック  AWD（常時全輪駆動）

車両本体価格の一例（消費税込）

2,926,000円

詳しくはこちら

先進性とデザイン性をさらに高める装備を搭載した、e-BOXERモデル。
車両本体価格の一例（消費税込）

2,783,000円IMPREZA SPORT Advance
2.0L DOHC 直噴+モーター（e-BOXER）　リニアトロニック  AWD（常時全輪駆動）

PHOTO ： Advance　アイスシルバ― ・ メタリック
アイサイトセイフティプラス（運転支援／視界拡張）は
メーカー装着オプション（77,000円高・消費税込）　※車両本体価格には含まれておりません

走りと内外装の質感を徹底的に磨き上げた最上級モデル。
車両本体価格の一例（消費税込）

2,706,000円IMPREZA STI Sport
2.0L DOHC 直噴  リニアトロニック　2WD/AWD（常時全輪駆動）

PHOTO ： STI Sport　セラミックホワイト
アイサイトセイフティプラス（運転支援／視界拡張）はメーカー装着オプション（77,000円高・消費税込）
LEDアクセサリーライナー、フロントアンダースポイラーはディーラー装着オプション（89,100円高・消費税込）
※車両本体価格には含まれておりません

2WD

詳しくはこちら 詳しくはこちら

日常での扱いやすさを重視し、低回転域から300N・mの高トルクを
発生。アクセルを踏み込むとしっかりとした加速感が得られ、高速道
路上での合流や追い越しなども気持ち良く行えます。同時に、少な
い燃料でより多くのエネルギーを生み出す最新技術リーン燃焼など
の採用によって、優れた環境性能を実現しました。

PHOTO ： SPORT　アイスシルバ― ・ メタリック　 大型サンルーフ、アイサイトセイフティプラス（視界拡張）、
パワーリヤゲートはメーカー装着オプション（176,000円高・消費税込）　※車両本体価格には含まれておりません

力強い走りの歓び。

＊DIT：Direct Injection Turbo

1.8L BOXER
直噴ターボ“DIT”

伸びのよい加速感と上級装備が魅力の
ハイクオリティモデル。

冒険心をかきたてるデザインとアイテムを備え、
アクティブさをより際立たせたモデル。

FORESTER
X-BREAK
2.0L DOHC
直噴+モーター（e-BOXER）
リニアトロニック  AWD（常時全輪駆動）
車両本体価格の一例（消費税込）

3,058,000円

FORESTER SPORT
1.8L DOHC 直噴ターボ“DIT”
リニアトロニック
AWD（常時全輪駆動）
車両本体価格の一例（消費税込）

3,289,000円

PHOTO ： X-BREAK　クリスタルホワイト ・ パール（33,000円高・消費税込）
運転席&助手席8ウェイパワーシート、アイサイトセイフティプラス（運転支援／視界拡張）、
ドライバーモニタリングシステム&運転席シート自動後退機能はメーカー装着オプション（209,000円高・消費税込）
※車両本体価格には含まれておりません

詳しくはこちら

詳しくはこちら

アイサイトX搭載。スポーティさと
上質感を兼ね備えた、ハイグレードモデル。

PHOTO ： GT-H EX　アイスシルバ― ・ メタリック
スマートリヤビューミラーはメーカー装着オプション（55,000円高・消費税込）、LEDアクセサリーライナーはディーラー装着オプション（54,780円高・消費税込）　※車両本体価格には含まれておりません

［GT EX、GT-H EX、STI Sport EXに標準装備］

進化したアイサイトに「高度運転支援システム」を搭載し
た、最先端の安全テクノロジー。GPSや準天頂衛星「みちび
き」などからの情報と３D高精度地図データを組み合わせ、
自車位置を把握。ステレオカメラやレーダーでは検知しき
れない行く先々の複雑な道路情報まで認識し、新次元の運
転支援を実現します。

エアバッグが作動するような重大な衝突事故が発生した場
合に、クルマが自動的にコールセンターに通報。警察や救
急、医療機関などと連携し、より迅速な救命活動が行われる
ようにサポートします。急な体調不良や車両故障の際には、
専用スイッチを押すとコールセンターに接続。24時間365
日、状況に応じて適切なサポートを行います。

［GT EX、GT-H EX、STI Sport EXに標準装備、
 GT、GT-H、STI Sportにメーカー装着オプション］

LEVORG GT-H EX
1.8L DOHC 直噴ターボ“DIT”
 リニアトロニック AWD（常時全輪駆動）
車両本体価格の
一例（消費税込） 3,707,000円

詳しくはこちら

記載価格について ●上記価格は、福岡スバル㈱の価格です。 ●価格は各社が独自に定めておりますので、それぞれ各社にお問い合わせください。●記載の車両本体価格は、消費税10%が含まれた価格
です。●価格は、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。●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は別途必要となります。●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。●軽四輪自動車にも保管場所が必要です。●写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色と異なって見
えることがあります。●詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。

福岡スバル株式会社
本社／福岡県福岡市東区千早4-14-12
TEL（092）710-0111（代表）

熊本スバル自動車株式会社
本社／熊本県熊本市南区南高江1-2-30
TEL（096）357-9691（代表）

沖縄スバル株式会社
本社／沖縄県浦添市勢理客4-19-7
TEL（098）877-1100（代表）

南九州スバル株式会社
本社／鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目52-22
TEL（099）254-1192（代表）

西九州スバル株式会社
本社／長崎県西彼杵郡時津町日並郷3605-1
TEL（095）882-1234（代表）

大分スバル自動車株式会社
本社／大分県大分市宮崎835-1
TEL（097）569-5396（代表） https://www.kyushu-subaru.jp/

検 索九州地区スバルグループ

スバルのスタッフは、お客様に「安心と愉しさ」を
ご提案し、全力でサポートします。

営業時間 定休日 毎週火曜日（一部除く）・毎週水曜日 詳しくはHPをご覧ください。10：00～18：00（サービス受付は17:30まで）

アイサイト／アイサイトX／スマートアシストは、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候等の
状況によっては作動しない場合があります。機能を過信せず、安全運転を行なってください。詳しくは店舗またはWEBでご確認ください。アイサイト、スマートアシスト搭載車はサポカーSに該当

サポカーＳ（セーフティ･サポートカーＳ)とは､交通事故防止対策の一環として国が推奨す
る安全運転機能を搭載したクルマを指し､特に高齢ドライバーに推奨されます｡サポカーＳ
は搭載される機能によって区分けされます。さらにSUBARUのサポカーは、衝突被害軽減
ブレーキの性能認定車＊1です。

サポカーS
ワイド

自動（衝突被害軽減）ブレーキ［対歩行者］／
ペダル踏み間違い急発進抑制装置／
車線逸脱警報＊2／先進ライト＊3

サポカーS
ベーシック＋

自動（衝突被害軽減）ブレーキ［対車両］／
ペダル踏み間違い急発進抑制装置

＊1：認定制度の詳細はWEBサイトを
ご確認ください。＊2：車線維持支援装
置でも可。＊3：自動切替型前照灯、自
動防眩型前照灯または配光可変型前照
灯をいう。


