5日間限定!!
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KUMAMOTO SUBARU

初売りフェア
明けましておめでとうございます。
本年も皆様のカーライフに
「安心と愉しさ」
をお届けいたします。
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新春おみくじ大抽選会

期間中、店頭でおみくじをお引きいただけます。
おみくじに記載された「大吉」
「中吉」
「小吉」のいずれかの賞品をプレゼント！

大吉

中吉

オリジナルロゴ入り

SUBARUオリジナル

SUBARUオリジナル

POP UP MINI TENT

豆皿

小吉

1/12（火）
・1/13（水）
・
1/19（火）
・1/20（水）
・
1/27（水）は
店休日となります。

SUBARUオリジナル

コースター

※おみくじは、
お一組様一回限り。
※万一品切れの際や、
ご希望に添えない場合は、
別の賞品に代えさせていただく場合がございます。
※写真はイメージです。

抽選で 合計
名様に当たる!
新車購入資金プレゼントキャンペーン!
全 車 種 対 象

軽自動車含む

【 登録車 】30万円：80名様、
10万円：240名様
【 軽自動車 】10万円：40名様、5万円：80名様にプレゼント！

ご応募はWebサイトから!

スバル購入資金

カー用品＆タイヤフェア開催！！

20

STI・スバル用品

%
OFF
（工賃は除く）

タイヤ
大特価

・ヨコハマタイヤ
・ブリヂストン
・ダンロップ

10

STIグッズを特別価格で！！
STIネックウォーマー

オンラインショップグッズ

（オンラインショップ除く）

%
OFF

特別価格

3,086円

（税込）

STIニットマフラー

無料

特別価格

特別価格

1月7日（木） 3月30日（火）

期間中、
対象車種ご成約で

11
. 施工!!
対象車種：車両本体価格55万円(税込)以上のSUBARU認定U-Car

（税込）

万円で

（税込）

ボディ
コーティングを

アイドリングストップ車

4,114円

ハイブリッド車

にオススメ!!

※画像はイメージです。※詳しくはサービススタッフにお問い合わせください。

※詳しくはU-Car販売スタッフまでお問い合わせください。

ベストセレクションカーライフフェア

同時
開催

すべての移動を感動に変えるクルマ。
レヴォーグが、
日本カー・オブ・ザ・イヤーを
受賞しました。

20 %OFF
渋滞での走行が多い方

通常価格4,840円（税込）が

（税込）

2021年

チョイ乗りが多い方

STIニットビーニー

4,862円

※イラスト・画像はイメージです。※詳しくはサービススタッフにお問い合わせください。

3,460円

（税込）

ブランケット約680×約950㎜、
ケース 約250×約340㎜

通常価格5,720円（税込）が

（バランス調整含む）

初売りフェア期間中、
車検・12か月法定点検をご予約いただいた方に
内部洗浄スラッジナイザーを入庫時同時作業で

通常価格4,070円（税込）が

特別価格

（工賃は除く）

SUBARU認定U-Car

エンジン内部洗浄スラッジナイザー

STIブランケット・クッション

通常価格3,630円（税込）が

タイヤご購入の方

組み換え
工賃

検索

多彩なアイテムでカーライフをより便利に、安心、快適に。熊本スバルから“ベストセレクションCar”のご提案！

TOURING ASSIST

TOURING ASSIST

TOURING ASSIST

TOURING ASSIST

Driving

1.8L BOXER 直噴ターボ“DIT” ＊

デジタルコクピット

SUBARU の新世代 BOXER エンジン。小型化・軽量化に加え、低回
転域から 300N・m の高トルクを発生させるターボシステムを採用し、
アクセルを踏んだ瞬間からしっかりとした加速感が得られます。日常
で扱いやすいだけでなく、高速道路などでの追い越しもスムーズに
行えます。少ない燃料でより多くのエネルギーを生み出すリーン燃
焼技術により、優れた環境性能も実現しました。

運転支援システムの作動状況などをグラフィカルに表示する 12.3 イ
ンチフル液晶メーター＊1 や、大型かつ高精細の 11.6 インチセンター
インフォメーションディスプレイ＊２。そして、安全運転を見守るドライ
バーモニタリングシステム＊２を採用した新型レヴォーグのデジタルコ
クピット。人とクルマが一体になったかのような、新世代 SUBARU に
相応しいドライビング空間を提供します。

Cockpit

＊DIT：Direct Injection Turbo

スバルグローバルプラットフォーム×
フルインナーフレーム構造

走りへの情熱とこだわりを結集させた、
新世代の走りの愉しさがここに。

Platform

走りと乗り心地を高度に両立する
「スバルグローバルプラットフォー
ム」
に、
さらなる高剛性化と軽量化を実現する
「フルインナーフレー
ム構造」
を採用。意のままに操る愉しさや高速道路などでの安定し
た走り、路面の凹凸を感じさせない快適な乗り心地、
さらに振動騒
音の少ない優れた静粛性を実現します。
ロングドライブでも疲れに
くく、いつまでも乗っていたくなるような走りの愉しさを、
クルマに
乗るすべての人にお届けします。

＊1：GT EX、GT-H EX、STI Sport EX に標準装備 ＊2：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

大容量カーゴルーム

PHOTO：アイスシルバー・メタリック 写真はイメージです。

インプレッサ SPORT

荷室スペースはカーゴフロアボード上部とサブトランクを合わせて、
VDA 法＊1 で 561L＊2 という大容量を実現。サブトランクに深くて広い
スペースを確保したことで、大きな荷物の収納はもちろん、汚れた荷
物など他の物と分けて収納したい時にも便利に使えます。
すべての人が移動時間を愉しめる、

Utility

理想の空間と心地良さ。

※写真はすべてイメージです。

SUBARU の次世代運転支援システムが、
もっと快適で安心なドライブをサポート。

※写真はすべてイメージです。

Connected
service

電動パーキングブレーキ&
オートビークルホールド

アイサイトX（エックス）

SUBARU STARLINK

視野を広げた新開発のステレオカメラに加えて、
前後 4 つのレーダーを組み合わせ
ることで 360 度センシングを実現。交差点の右左折時や見通しの悪い場所での出
会い頭など、
これまで対応しきれなかったシーンまで衝突回避をサポートします。

新世代アイサイトに
「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ることで、自車位置を正確に把握。
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状況まで認識し、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、
より迅速に救命活動が行われるようサポートします。
また、急な体調不良や車両故障などの際には、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。

標準装備

GT EX、GT-H EX、STI Sport EX

標準装備

1.8L DOHC 直噴ターボ“DIT”
リニアトロニック AWD（常時全輪駆動）

SUBARU の最新技術を凝縮した、
スタンダードモデル。

GT EX、GT-H EX、STI Sport EX

USB電源
（コンソールボックス内蔵2ヶ）

GT-H

車両本体価格（消費税込）

車両本体価格（消費税込）

3,322,000 円 ※1

GT EX（写真掲載車）

GT-H EX（写真掲載車）

3,487,000 円 ※1

3,707,000 円 ※1

車両本体価格（消費税込）

車両本体価格（消費税込）

■GT EX 車両本体価格（消費税込）3,487,000円の場合

■GT-H EX 車両本体価格（消費税込）3,707,000円の場合

3.9%（実質年率）

10,800 円

月々

SUBARU

PHOTO：GT EX ラピスブルー・パール

残価設定型クレジット

AWD・リニアトロニック［VN5A5VG-GA］車両本体価格3,487,000円 ボーナス併用58回払い（1月契約、3月
支払い開始、ボーナス月［ 8・1 月］契約走行キロ数 1000km/ 月間プラン）の場合●頭金 987,000 円●所要資金
2,500,000円●初回お支払い額14,695円×1回●月々お支払い額10,800円×56回●ボーナス時加算額53,000
円×9回●頭金＋初回〜57回までのお支払い額合計2,083,495円●最終回（58回）
お支払い額:新車代替・車両返
却の場合0円/残価額一括払いの場合1,806,000円（お支払い総額3,889,495円）●残価率57%

3.9%（実質年率）
SUBARU

PHOTO：GT-H EX アイスシルバー・メタリック

残価設定型クレジット

2,002,000円

11,100円

月々

AWD・リニアトロニック［VN5A5WG-LA］車両本体価格3,707,000円 ボーナス併用58回払い（1月契約、3月
支払い開始、ボーナス月
［8・1月］契約走行キロ数1000km/月間プラン）の場合●頭金1,107,000円●所要資金
2,600,000円●初回お支払い額12,839円×1回●月々お支払い額11,100円×56回●ボーナス時加算額52,000
円×9回●頭金＋初回〜57回までのお支払い額合計2,209,439円●最終回（58回）お支払い額:新車代替・車両返
（お支払い総額4,129,439円）
●残価率57%
却の場合0円/残価額一括払いの場合1,920,000円

歩行者保護エアバッグ

ドライブモードセレクト

電動パーキングブレーキ&
オートビークルホールド

USB電源
（コンソールボックス内蔵2ヶ）

歩行者保護エアバッグ

電動パーキングブレーキ

AWD・リニアトロニック［VN5A5BG-LX］車両本体価格3,707,000円、ボーナ
ス併用58回払い（1月契約、3月支払い開始、ボーナス月［8・1月］契約走行キロ
数1000km/月間プラン）の場合●頭金1,107,000円●所要資金2,600,000円
●初回お支払い額12,839円×1回●月々お支払い額11,100円×56回●ボー
ナス時加算額 52,000 円×9 回●頭金＋初回〜 57 回までのお支払い額合計
2,209,439円●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
額一括払いの場合1,920,000円（お支払い総額4,129,439円）●残価率57%

※1

SUBARU

残価設定型
クレジット

3.9%（実質年率）

11,100 円

月々

４,092,000 円

PHOTO：マグネタイトグレー・メタリック

AWD・リニアトロニック［VN5A5YG-LA］車両本体価格4,092,000円、ボーナ
ス併用58回払い（1月契約、3月支払い開始、ボーナス月［8・1月］契約走行キロ
数1000km/月間プラン）の場合●頭金1,192,000円●所要資金2,900,000円
●初回お支払い額12,859円×1回●月々お支払い額12,600円×56回●ボー
ナス時加算額 59,000 円×9 回●頭金＋初回〜 57 回までのお支払い額合計
2,441,459円●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
額一括払いの場合2,120,000円（お支払い総額4,561,459円）●残価率57%

特別仕様価格

※1

SUBARU

残価設定型
クレジット

12,600 円

レヴォーグが目の前に迫る!
迫力のエクステリアコンテンツ｡

新世代アイサイトをバーチャルで体感。
VRで､時空を超える。

事故につながる
｢うっかり｣を防いでくれる。
これは安心感がある。

ナビ液晶
保護フィルム

プロテクションフィルム
（ドアハンドル）

クリーンエアフィルター
プレミアム

暗い所もしっかり撮れる前後
方録画対応。駐車時の衝撃も
検知(前方記録のみ)。ナビの
大画面で映像をチェックでき、
もしもの時の安心をサポート

ハードコート処理でキズ
が入りにくく、液晶画面の
ブルーライトもカット。反
射光も低減し、運転中の
眼の負担を軽減します。

乗り降りで傷つけやすいドア
ハンドル奥の塗装面を保護。
見映えを損なわない透明軟質
フィルムです。

アレル物質やペット臭が気に
なる方におすすめのプレミア
ムタイプ。
花粉やPM2.5にも安心です。

XV用
ステンレス

フォレスター用
ステンレス

樹脂

高速道路の
車線変更は苦手。
けど、もう大丈夫かも。

8,500 円 × 56 回

557,854円（消費税・工賃込）

車両本体+セット価格 2,559,854円（消費税・工賃込）
特別仕様価格

月々

8,500 円 × 56 回

対象車種 XV／フォレスター

対象車種

オプション通常価格

568,414円（消費税・工賃込）

特別仕様価格

月々

576,697円（消費税・工賃込）

車両本体+セット価格 3,491,697円（消費税・工賃込）
特別仕様価格

2,620,000円（消費税・工賃込）

SUBARU
3.9%
残価設定型クレジット （実質年率）

フォレスター

オプション通常価格

車両本体+セット価格 2,768,414円（消費税・工賃込）

2,420,000円（消費税・工賃込）

SUBARU
3.9%
残価設定型クレジット （実質年率）

プライバシーを保護し、盗
難を抑止。巻き取り収納式
なので、背の高い荷物にも
すぐに対応。

9,600 円 × 56 回

3,330,000円（消費税・工賃込）

11,500 円× 56 回

SUBARU
3.9%
残価設定型クレジット （実質年率）月々

月々

ボーナス併用58回払い1月契約、約3月支払い開始、ボーナス月[8・1月]、
契約走行キロ数1,000㎞/月間プランの場合

ボーナス併用58回払い1月契約、約3月支払い開始、ボーナス月[8・1月]、
契約走行キロ数1,000㎞/月間プランの場合

※お支払例には保険料、税金、登録に伴う諸費用、
リサイクル料の代金は含まれておりません。これらの費用は別途申受けます。

※お支払例には保険料、税金、登録に伴う諸費用、
リサイクル料の代金は含まれておりません。これらの費用は別途申受けます。

※お支払例には保険料、税金、登録に伴う諸費用、
リサイクル料の代金は含まれておりません。これらの費用は別途申受けます。

※お支払例には保険料、税金、登録に伴う諸費用、
リサイクル料の代金は含まれておりません。これらの費用は別途申受けます。

運転に自信がなくても、
これなら気軽に
体感できるね。

クルマでドライブじゃなく、
クルマとドライブ。
私の新しいドライブスタイル。

2,420,000円（消費税・工賃込）

オプション通常価格

荷物の積み降ろし時にバンパ
ーの塗装面を保護。デザイン
に合わせてステンレス製と樹
脂製の2種類から選べます。

ボーナス併用58回払い1月契約、約3月支払い開始、ボーナス月[8・1月]、
契約走行キロ数1,000㎞/月間プランの場合

スバルの残価設定型
クレジットなら、
安心補償サービス付き。

※写真はイメージです。

573,804円（消費税・工賃込）

トノカバー

カーゴステップパネル

樹脂

ボーナス併用58回払い1月契約、約3月支払い開始、ボーナス月[8・1月]、
契約走行キロ数1,000㎞/月間プランの場合

臨場感あるVRで新型レヴォーグを体感しませんか？
https://www.subaru.jp/campaign/shijo/senshin/levorg

シートヒーター
（運転席＋助手席）

ドライブレコーダー
（DIATONEナビ用）

●頭金720,000 円●所要資金（割賦元金）1,700,000 円●初回
支払額（1回）12,512円●毎月支払額（2〜57回）8,500円×56回
●ボーナス時加算額59,000円×9回●頭金+初回〜57回までの
：新車代
お支払い額1,739,512円●最終回（58回のお支払い額）
替・車両返却 0 円 / 残価額一括払いの場合 928,000 円（お支払い
総額2,667,512円）●残価率51%

月々

電動パーキングブレーキ

進行方向の直前〜長距離情報を
集中的に取得できる「ETC2.0」
落下物や故障車、渋滞など多
彩な情報をアナウンスし、スマ
ートなドライブをサポート。

SUBARU
3.9%
残価設定型クレジット （実質年率）

3.9%（実質年率）

X-MODE（2モード、
ヒルディセントコントロール付）

リヤビューカメラのレンズに付いた
雨滴等を高圧空気で吹き飛ばし、
雨天の後退時やドライブレコーダ
ーの後方視界を確保。夜の雨など
に安心です。

車両本体+セット価格 2,575,804円（消費税・工賃込）

車両本体価格（消費税込）

車両本体価格（消費税込）

3,707,000 円

PHOTO：クリスタルホワイト・パール（33,000円高・消費税込）

歩行者保護エアバッグ

ステアリング連動ガイド
ラインで後退時の予想
進路を表示。バックで
の駐車が苦手な方も安
心です。

SUBARU 最先端の走りと特別な内外装をまとった、最上級モデル。

オプション通常価格

フルオートエアコン

高級オーディオの響きと、美し
く見やすい2画面連携。前後方
録 画ドライブレコーダー や
AppleCarPlayなどにも対応し
、ドライブに安心と愉しさを。

対象車種 インプレッサ（SPORT・G４）／XV

1.8L DOHC 直噴ターボ“DIT”

主要装備

ETC2.0
車載器キット

LEDルームランプと清浄機を一体化。
車内を明るく爽やかな空気に。

リニアトロニック AWD（常時全輪駆動）

車両本体価格
（消費税込）

2,915,000

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

■SUBARU XV・
・・トノカバー、
ドアバイザー、
ホイールロックセット、
ナンバープレートベース、
ナンバープレートロック、
センターコンソールトレー、
フロアカーペット
■フォレスター・・
・ドアバイザー、
スプラッシュボード、
ホイールロックセット、
ナンバープレートベース、
ナンバープレートロック、
トレーマット

プラズマクラスター搭載
LEDルームランプ

STI Sport EX

写真はイメージです。

フォレスター Touring

リヤビューカメラ
ブロワー

＊全車速追従機能付クルーズコントロール使用時

1.8L DOHC 直噴ターボ“DIT”

2,200,000円
※1

リヤビュー
カメラ

クルマのキャラクターをスイッチひとつで変えることができる、革新的なシステム。ひとりで気ままにスポーツ走行を愉しみたい時や、大切な人と穏やかにドライブしたい時など、
ドライバーの
好みや気分、
シーンに合わせて 5 つのモードから走りの特性を選ぶことができます。
アクセルに対するパワーの出方やステアリングフィール、AWD の旋回性能、
アイサイト＊やエアコンの設定
など車両全体のデバイスを緻密に制御することで、乗る人すべてが愉しめる未体験の走りを提供します。

リニアトロニック AWD（常時全輪駆動）

車両本体価格
（消費税込）

1.6i EyeSight 1.6L DOHC／
AWD
（常時全輪駆動）
／リニアトロニック

■インプレッサ SPORT・
・
・トノカバー、
ドアバイザー、
スプラッシュボード、
ホイールロックセット、
ナンバープレートベース、
ナンバープレートロック、
センターコンソールトレー、
フロアカーペット
■インプレッサ G4・
・
・ドアバイザー、
スプラッシュボード、
ホイールロックセット、
ナンバープレートベース、
ナンバープレートロック、
センターコンソールトレー、
フロアカーペット

ベースキット
カーライフの基本アイテムを
スタイリッシュ＆リーズナブルな
パッケージで。

STI Sport、STI Sport EX

STI Sport

PHOTO：ホライゾンブルー・パール

SUBARU XV

主要装備

※写真はすべてイメージです。

標準装備

※1

DIATONEサウンド
ビルトインナビ

GT、GT-H、STI 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）

3,102,000 円 ※1

車両本体価格
（消費税込）

1.6i-L EyeSight 1.6L DOHC／
2WD／リニアトロニック

主要装備

※写真はすべてイメージです。

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。

GT

メーカー装着オプション

PHOTO：クールグレーカーキ 写真はイメージです。

インプレッサ G4

ベストセレクション
アクセサリー

新世代アイサイト
全車標準装備

2,002,000円
※1

主要装備

＊1：ドイツの自動車工業会による測定方式。
＊2：カーゴフロアボード上部：492L、サブトランク：69L

Safety
標準装備

PHOTO：ピュアレッド 写真はイメージです。

車両本体価格
（消費税込）

1.6i-L EyeSight 1.6L DOHC／
2WD／リニアトロニック

スバルが賢く
手に入る!
残価設定型
クレジット

頭金・残価額を差し引いた分を月々お支払い

●頭金720,000 円●所要資金（割賦元金）1,700,000 円●初回
支払額（1回）12,512円●毎月支払額（2〜57回）8,500円×56回
●ボーナス時加算額59,000円×9回●頭金+初回〜57回までの
：新車代
お支払い額1,739,512円●最終回（58回のお支払い額）
替・車両返却 0 円 / 残価額一括払いの場合 928,000 円（お支払い
総額2,667,512円）●残価率51%

●頭金720,000 円●所要資金（割賦元金）1,900,000 円●初回
支払額（1回）14,502円●毎月支払額（2〜57回）9,600円×56回
●ボーナス時加算額67,000円×9回●頭金+初回〜57回までの
：新車代
お支払い額1,875,102円●最終回（58回のお支払い額）
替・車両返却0円/残価額一括払いの場合1,020,000円（お支払い
総額2,895,102円）●残価率51%

傷や凹みのないボディをキープできる安心補償サービスを無料でプラス

詳しくはWebへ

万一の時には、わずかな負担で
安心の補償が受けられます。
※1：隣のクルマのドアが対象自動車の
ドアに衝突して起こる凹みやキズのこと。
※2：1年間で上限2回まで
（3年間で計6回ご利用可能）。

●頭金930,000 円●所要資金（割賦元金）2,400,000 円●初回
支払額（1回）13,530円●毎月支払額（2〜57回）11,500円×56
回●ボーナス時加算額72,000円×9回●頭金+初回〜57回まで
：新車
のお支払い額2,235,530円●最終回（58回のお支払い額）
代替・車両返却0円/残価額一括払いの場合1,457,000円（お支払
い総額3,692,530円）●残価率55%

■SUBARU残価設定型クレジット+安心プロテクト3について●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。●車両返却、
または車両を返却してスバル新車にお乗り換えの場合、残価の支払いは不要です。●再分割の場合、36回払いまでとなります。●残価額は車両
本体価格（税抜）
に残価率を掛けて算出します。●残価額（最終回お支払額）は千円単位で設定し、端数は切り捨てとします。●返却自動車が「最終回支払に関す
る特約書」
に定められた規定を超える場合には別途差額を頂戴いたします。
●お支払例の金額は参考です。●手数料率等計算結果は支払い時期によって異なります。●詳細は販売スタッフにお問い合せ下さい。●お支払例には保険料、税金、登録に伴う諸費用、
リサイクル料、及び
ディーラー装着オプションの代金は含まれておりません。
これらの費用は別途申し受けます。●審査の結果、
お客様のご希望に添えない場合がございます。●トランスケア商品等、改造車両について一部取扱
いできない商品がございます。●月々のお支払額に、最終回支払額に対する手数料が含まれております。●お申込みには申込書の他に別途「SUBARU残価設定型クレジット安心プロテクト3専用説明書」
な
らびに
「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。●取扱い会社：スバルファイナンス株式会社。●スバル販売店の関係者のご利用は対象外とします。●詳しくは店頭
スタッフにお問合せ下さい。

アイサイト/アイサイトX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、安全運転を行ってください。
詳しくは店舗またはWEBでご確認ください。

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。●※1 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。
記載価格について ●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、

キャンペーンについて ●各キャンペーンは、以前のご成約にさかのぼって適用することは出来ません。●キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。●他のキャンペーンとは併用できない場合があります。●詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。

店舗情報

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。

南高江店 096-357-9691 清 水 店 096-344-3261
熊本県熊本市南区南高江1-2-30

熊本県熊本市北区高平2-26-7

東 店 096-349-7200

熊本県熊本市東区上南部2-1-120

菊 陽 店 096-232-8177

熊本県菊池郡菊陽町津久礼字久保2774-2

八 代 店 0965-35-2522
熊本県八代市旭中央通６-７

人 吉 店 0966-24-2130

熊本県人吉市下林町字七麦田219

天 草 店 0969-24-2101
熊本県天草市志柿町7072-3

玉 名 店 0968-74-3300
熊本県玉名市岱明町野口541

熊本スバル自動車株式会社

営業時間

10：00〜18：00

定休日

毎週火曜日（一部除く）
・毎週水曜日

本社／熊本県熊本市南区南高江1-2-30 TEL（096）357-9691（代表） 新型コロナウイルスの影響により、営業時間が変更になる場合があります。詳しくはHPをご覧ください。

https://kumamoto.kyushu-subaru.jp/

熊本スバル

検索

