2016 年 10 月 4 日

スバル 特別仕様車「WRX S4 tS」を期間限定発売
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、WRX S4 をベースとした
特別仕様車「WRX S4 tS」を、本日 2016 年 10 月 4 日から 2017 年 3 月 12 日までの期間限定で発売します。
「WRX S4 tS」は、「Sport Always! ～スタイリッシュ アスリート～」をテーマに、STI コンプリートカーの最高峰とし
て高い評価を得た「S207」の走りのテクノロジーを継承しつつ、スバルが誇る先進安全機能である EyeSight(ver.3)、
アドバンスドセイフティパッケージを搭載。最高の走りと最上の安心を融合した、究極のアスリートモデルを目指し
ました。
パワーユニットは通気抵抗を低減した吸排気系の採用により、加速中の過渡エンジントルクを最大約 10％向上
（STI 測定値）。また、オイルクーラーを追加するなどスポーツリニアトロニック（CVT）のクーリング性能を強化し、
耐力を向上。WRX S4 が従来持つパワーユニットのポテンシャルを更に高めました。 足回りは「S207」に採用した
可変減衰力サスペンション DampMatic®II を装備。快適な乗り心地と、ハードなコーナリングにおける操縦安定性
を両立させました。また、フロントブレーキには brembo 製対向 4 ポットブレーキを採用して制動能力を向上させた
ほか、VDC とアクティブトルクベクタリングは専用の前後 2 輪制御とすることで、旋回時のライントレース性能を高
めました。更に、STI 製のフレキシブルタワーバー（フロント）、フレキシブルドロースティフナー（フロント）、ピロボ
ールブッシュリヤサスリンク、フレキシブルサポートサブフレームリヤを装備。ハンドルを切った瞬間の応答性を
高めました。
エクステリアは STI 製 BBS19 インチ鍛造アルミホイール（シルバー）をはじめ、メッシュタイプフロントグリル（チェリ
ーレッドストライプ、STI オーナメント付）、大型フロントアンダースポイラー、ブラックルーフアンテナ（シャークフィン
タイプ）、STI オーナメント付サイドガーニッシュ、チェリーレッドストライプ入りリヤバンパーを専用装備。鍛え上げ
られたアスリートのように美しく、機能的なスタイリングとしました。
インテリアにもセミアニリンレザーを使用した STI 製 RECARO バケットタイプフロントシートや STI ロゴ入りルミネセ
ントメーターをはじめとした専用装備を随所に採用。上質感と機能性を融合させた、スポーティな室内空間を実現
しました。
なお、WRX STI が参戦し続けているニュルブルクリンク 24 時間レースにおいて、2015 年、2016 年とスバルがクラ
ス優勝したことを記念し、更に特別な装備を追加した「NBR CHALLENGE PACKAGE」も用意しました。
*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）

WRX S4 tS

WRX S4 tS 「NBR CHALLENGE PACKAGE」

【WRX S4 tS 主要装備】
■足回り／メカニズム
・STI 製低背圧パフォーマンスマフラー（STI ロゴ入り）＆エキゾーストパイプリヤ
・STI 製低圧損エアクリーナーエレメント
・CVT オイルクーラー＆ラジエーターファン強化タイプ
・STI 製ビルシュタイン フロントストラット(DampMatic®II、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 255/35R19 92Y タイヤ（ダンロップ SPORT MAXX RT、特殊吸音スポンジ付）
・brembo 製 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（STI ロゴ入り）
・STI 製フレキシブルタワーバー（フロント）
・STI 製フレキシブルドロースティフナー（フロント）
・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 製フレキシブルサポートサブフレームリヤ

■ エクステリア
・STI 製 BBS19 インチ×8 1/2J 鍛造アルミホイール（シルバー）
・メッシュタイプフロントグリル（チェリーレッドストライプ、STI オーナメント付）
・大型フロントアンダースポイラー
・ブラックルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
・STI エンブレム付サイドガーニッシュ
・リヤバンパー（チェリーレッドストライプ）

■ インテリア／その他
・ルミネセントメーター（マルチインフォメーションディスプレイ付、STI ロゴ入り）
・本革巻ステアリングホイール（高触感革、メッキベゼル、金属調フィニッシャー、シルバーステッチ）
・STI製本革巻シフトレバー（STIロゴ入り)＋ピアノブラック調加飾パネル
・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）
・STI製RECAROバケットタイプフロントシート[本革（メイン：ブラックセミアニリン、サイド内側：ブラック）、
・シルバーステッチ＋シルバーアクセント、シートヒーター付、STIロゴ型押し、SRSサイドエアバッグ]
・リヤシート[本革（ブラック）、シルバーステッチ＋シルバーアクセント]
・インパネ加飾パネル（レッド）&オーナメント（tS LIMITED EDITION）
・サイドシルプレート（STIロゴ入り）

■「NBR CHALLENGE PACKAGE」専用装備
・STI 製 BBS 19 インチ×8 1/2J 鍛造アルミホイール（ブラック）
・STI 製ドライカーボンリヤスポイラー（STI ロゴ入り）
・NBR CHALLENGE PACKAGE 専用エンブレム（リヤ）
・ウルトラスエード巻ステアリングホイール（メッキベゼル、金属調フィニッシャー、シルバーステッチ、シルバーセ
ンターマーク付）

【WRX S4 tS 主要諸元表】
寸法・重量
車名・型式
全長(mm) /全幅(mm) /全高(mm) [参考値］
トレッド[前](mm) / トレッド[後](mm)
最低地上高(mm)
車両重量(kg) [参考値]
車両総重量(kg) [参考値]
エンジン

WRX S4・DBA-VAG
4635×1795×1475
1535/1550
135
1550
1825
FA20・水平対向４気筒［BOXER］
2.0ℓ DOHC 16 バルブ デュアル AVCS 直噴ターボ“DIT”
221（300）/5600
400（40.8）/2000-4800
60
無鉛プレミアムガソリン

型式・種類
最高出力[ネット] [ kW(PS)/rpm]
最大トルク[ネット] [N･m(kgｆ・m)/rpm]
燃料タンク容量(ℓ)
燃料種類

【販売計画】
2016 年 10 月 4 日から 2017 年 3 月 12 日までの期間限定発売 （台数限定なし）
【メーカー希望小売価格】
車種
車種名・グレード

エンジン

価格（単位：円）
駆動

変速機

2.0L 水平対向
スポーツ
4気筒DOHC
AWD リニアトロニッ
直噴ターボ
WRX S4 tS
ク
"DIT"
「NBR CHALLEN GE PACKAGE」
WRX S4 tS

消費税込

消費税抜

4,968,000

4,600,000

5,292,000

4,900,000

ボディカラー
WRブルー・パール
クリスタルホワイト・パール*
アイスシルバー・メタリック
クリスタルブラック・ シリカ

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）

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。

