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2017 年 10 月 25 日

SUBARU BRZ に最上級グレード「STI Sport」を設定
〜STI との共同開発により、走行性能や走りの質感、内外装の質感を更に向上〜
ＳＵＢＡＲＵは、SUBARU BRZ 最上級グレード「STI Sport」を、本日 2017 年 10 月 25 日に発表・発売します。

SUBARU BRZ STI Sport は、ＳＵＢＡＲＵ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
＊1 との共同開発により、SUBARU BRZ が持つ走行性能や走りの質感、内外装の質感を
ナショナル（ STI ）

これまでよりも更に高めた最上級グレードとして設定。ドライバーの意のままに動くシャープなハンド
リング性能に加え、優れた操縦安定性としなやかな乗り味を両立したほか、高い走行性能に相応しい、洗練
された専用内外装を採用することで、SUBARU BRZ の魅力を最大限に引き出しました。
足回りは、 STI の独自技術で開発したフレキシブル V バーやフレキシブルドロースティフナーフロントに
加え、専用の 18 インチアルミホイールと 18 インチハイパフォーマンスタイヤを装備。また、STI による専用
チューニングを施した SACHS ダンパー（ZF 製）＊2 及びコイルスプリングを採用することで、操舵応答性を
向上させるとともにロールを抑え、しなやかで安定性の高い走りを実現しました。
エクステリアは、STI オーナメントをあしらった専用フロントバンパーや専用のフェンダーガーニッシュ、
艶のあるブラックパーツ等を採用。精悍で高い走行性能を感じさせる、特別なスタイリングとしました。

インテリアは、
「STI Sport」専用のテーマカラーであり、上質さとスポーツさを表現した「ボルドー」色で
コーディネート。シートには本革やアルカンターラ＊3 といった上質な素材を採用したほか、メーターパネル
やメーターバイザー、ステアリングホイール等に専用パーツを採用し、スポーティで特別な空間を演出しま
した。
なお、特別色のクールグレーカーキのボディを持つ「STI Sport クールグレーカーキ Edition」を 100 台限定
で生産し、販売予定（抽選販売）です。

SUBARU BRZ STI Sport クールグレーカーキ Edition

SUBARU BRZ STI Sport インテリア

＊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）
＊2：SACHS（ザックス）はドイツの老舗自動車パーツメーカーZF 社のブランド。快適性と走りのパフォーマンスの両立に定評があり、
欧州車に広く採用されています。
＊3：アルカンターラ ® は、Alcantara S.p.A. の登録商標です。
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【SUBARU BRZ STI Sport の主な特別装備】
■足回り
・ 専用チューニング SACHS ダンパー（ZF 製）＆コイルスプリング
・ STI 製フレキシブル V バー
・ STI 製フレキシブルドロースティフナーフロント
・ 18 インチアルミホイール（ブラック塗装）
・ 215/40R18 ハイパフォーマンスタイヤ
・ Brembo 製 4 輪ベンチレーテッドディスクブレーキ＊4
■エクステリア
・ 専用フロントバンパー
・ STI エンブレム（フロント＆リヤ）
・ BRZ エンブレム（ブラック）
・ 専用フロントフェンダーガーニッシュ（STI ロゴ入り）
・ 電動格納式リモコンドアミラー（ブラックカラード）
・ ブラックカラードシャークフィンアンテナ
■インテリア
・ 専用アルカンターラ / 本革シート（ブラック / ボルドー、フロントシートヒーター付）
・ 専用 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（STI ロゴ入り）
・ 専用メーターバイザー（グランリュクス＊5、赤ステッチ）
・ 専用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）
・ 専用ドアアームレスト（ボルドー、赤ステッチ）
・ 専用ショルダーパッド（グランリュクス＊5、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］
・ STI ロゴ入りステンレス製サイドシルプレート
＊4：
「GT」も装備。
＊5：グランリュクス ® はセーレン株式会社の登録商標です。
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【SUBARU BRZ STI Sport の主要諸元表】
車名・型式

スバル・DBA-ZC6

全長（mm）／全幅（mm）／全高（mm）
［参考値］

4240×1775×1320＊6

トレッド［前］
（mm）／トレッド［後］
（mm）

1520/1540

最低地上高（mm）

130

車両重量（kg）
［参考値］

1250（MT）、1270（AT）

車両総重量（kg）
［参考値］

1470（MT）、1490（AT）

■ 寸法・重量

■ エンジン

FA20・水平対向 4 気筒

型式・種類

2.0ℓ DOHC 16 バルブ デュアル AVCS

最高出力［ネット］
［ kW（PS）/rpm］

152（207）／7000（MT）、147（200）／7000（AT）

最大トルク［ネット］
［N･m（kg・m）/rpm］

212（21.6）／6400〜6800（MT）、205（20.9）／6400〜6600（AT）

燃料タンク容量（ℓ）

50

燃料種類

無鉛プレミアムガソリン
＊6：ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は 1285mm になります。

【メーカー希望小売価格】
グレード

エンジン

変速機

STI Sport

2.0ℓ水平対向
4 気筒 DOHC

6MT
AT

駆動方式

RWD

価 格（単位：円）
消費税込

消費税抜

3,531,600

3,270,000

3,591,000

3,325,000

注）ボディカラー：クリスタルホワイト・パール※1、ピュアレッド、アイスシルバー・メタリック、ラピスブルー・パール、
ダークグレー・メタリック、WR ブルー・パール、クリスタルブラック・シリカ、クールグレー・カーキ※2
※ 1：32,400 円高（消費税込）
※ 2：
「クールグレーカーキ Edition」として 100 台限定で販売

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 までお願いします。
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