
アイサイト/アイサイトセイフティプラスについて●本機能だけに頼った運転は、絶対に行わないでください。本機能は、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。また、あらゆる状況での衝突を回避するもので
はありません。運転時は常に、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じて操作するなど安全運転を心掛けてください。●本機能の認識性能・制御性能には限界があります。
アイサイト・ツーリングアシストについて●本機能は、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより安全・快適に行っていただくための運転支援システムです。●ドライバーがステアリング操作している状態を判定し、システムが無操作状態
と判断した場合には機能を停止します。■上記3つの機能のご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。■本機能の詳細は、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

キャンペーンについて

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。

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）

営業時間

定休日

10：00～18：15
毎週火曜日（一部除く）・毎週水曜日

他の定休日は、店舗によって異なります。詳しくは、HPをご覧ください。

マイスバルは、お使いのスマートフォンに安心をサポートする便利なサービスと、
愉しいカーライフをお手伝いする最新情報をお届けします。

※全ての機能をご利用いただくには、
　所有されているスバル車をアプリに
　ご登録いただく必要がございます。
・通信状況、OSのバージョンなどによっては
  動作しない場合がございます。
・iphone、App StoreはApple Inc.の商標です。
  Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標
  または登録商標です。

ドライブ情 報コンタクト機能 Web入庫予約 緊 急 連 絡 ス バ ル 情 報マイカー
マイショップ情報

SUBARU特約店でのみご加入いただける特別なプランです。

SUBARU自動車保険プラン
充実した自動車保険に、　　　　つのSUBARUオリジナルサービスをプラス。

スバル車以外でもご加入できます!
※自動車保険は、SUBARU
指定の引受保険会社の商品
となります。
※SUBARUオリジナルサー
ビスはSUBARU特約店が提
供するサービスであり、自動
車保険ではありません。
※詳しくは、店頭にてお問い
合わせください。

SUBARU
安心ほっとライン

距離無制限
レッカーサービス

オリジナル
修理サービス

アイサイトプラス
アイサイト搭載車限定

事故現場
かけつけサポート

アクティブライフ
サポート
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●本企画は熊本スバル独自の特別仕様価格となります。●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。●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。

●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。

65歳
以上の方に
うれしい
ニュース！

65歳以上の方がサポカー
（安全運転サポートカー）をご購入された
場合、サポカー補助金が支給されます。

※補助金の交付には条件があります。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

SUBARUの
「アイサイト」「スマートアシスト」搭載車
（新車・SUBARU認定U-Car）は

すべてサポカー補助金の対象です。

PHOTO:クールグレーカーキ

TOURING ASSIST

TOURING ASSIST

TOURING ASSIST

PHOTO:サンシャインオレンジ
ラダータイプルーフレール＋シャークフィンアンテナはメーカー装着オプション

（55,000円高　消費税込）価格には含まれておりません。

PHOTO:マグネタイトグレー・メタリック

PHOTO:クリスタルホワイト・パール（33,000円高・消費税込）価格には含まれておりません。 PHOTO:WRブルー・パール

お早めに！ ※注文受付終了後は販売店での在庫対応となります。また、想定を上回るご注文を頂いた場合、
　期日以前に注文受付を終了する可能性があります。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

レガシィB4／SUBARU BRZは、現行モデルの注文受付を終了します。

2020年6月22日
注文受付終了

SUBARU BRZ S
2.0L DOHC／6MT／
RWD（後輪駆動） 3,025,000円

2020年7月20日
注文受付終了

乗る人全員を豊かに満たす
フラッグシップSUV。

鍛え抜かれた
基本性能

TOURING ASSIST

PHOTO:クォーツブルー・パール

これこそがクルマだ。

本気の自由を
くれるクルマ。

TOURING ASSIST

●KENWOOD彩速ナビ 167,750円
●KENWOOD用ドライブレコーダー 42,900円

210,650円+

車両本体価格+オプション 3,235,650円（消費税込・工賃込）

（消費税込・工賃込）

3,025,000円
（消費税込）特別仕様価格

自動車保険
無料診断
実施中！

お客様がご加入の保険証券を
ご提示いただければ、特約の重
複加入などの無駄をチェック
し、最適なプランをおすすめさ
せていただきます。

※ご成約特典は期間中に新車をご成約後、登録いただくことが
条件となります（登録日に限りはありません）。本権利は譲渡した
り、金銭や他の商品との交換はできません。ご成約車両１台につ
き１回限りご利用可能です。以前のご成約に遡って適用すること
はできません。内容は予告無く変更・終了する場合がございます。
他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。商品は
新車の登録後に発送いたします。メーカーの在庫状況により発送
が遅れたり、商品が一部変更になる場合もございます。詳しくは
販売スタッフにお問い合わせください。（株）SUBARU、SUBARU
販売店の関係者は本キャンペーンの対象外となります。

九州地方ふるさと応援
ギフトカタログプレゼント！

期間中に新車をご成約いただいたお客様に

九州から元
気を！

21おトク！.0650万円

25おトク！.0294万円

車両本体価格（消費税込）レガシィ B4 B-SPORT
2.5L DOHC／リニアトロニック／
AWD（常時全輪駆動） 3,135,000円

●DIATONE　サウンドビルトインナビ 267,696円
●DIATONE用ドライブレコーダー 60,500円

328,196円+

車両本体価格+オプション 3,463,196円（消費税込・工賃込）

（消費税込・工賃込）

車両本体価格（消費税込）

3,135,000円
（消費税込）特別仕様価格 32おトク！.8196万円

2,252,294円 2,002,000円
特別仕様価格（消費税込）

車両本体価格+
オプション（消費税込）

カロッツェリア
楽ナビ

カロッツェリア用
ドライブ
レコーダー

192,764円 57,530円 250,294円
（消費税込）

+

+

インプレッサ SPORT
1.6i-L EyeSight
1.6L DOHC／
リニアトロニック／2WD

2,002,000円車両本体価格
（消費税込）

23おトク！.1594万円

3,091,594円 2,860,000円
特別仕様価格（消費税込）

車両本体価格+
オプション（消費税込）

KENWOOD
彩速ナビ

KENWOOD用
ドライブ
レコーダー

188,694円 42,900円 231,594円
（消費税込）

+

+

フォレスター
Touring
2.5L DOHC／リニアトロニック／
AWD（常時全輪駆動）

2,860,000円車両本体価格
（消費税込）

KENWOOD2点セット

32おトク！.8196万円

3,738,196円 3,410,000円
特別仕様価格（消費税込）

車両本体価格+
オプション（消費税込）

DIATONE
サウンド
ビルトインナビ

DIATONE用
ドライブ
レコーダー

267,696円 60,500円 328,196円
（消費税込）

+

+

レガシィ アウトバック
B-SPORT
2.5L DOHC／リニアトロニック／
AWD（常時全輪駆動）

3,410,000円車両本体価格
（消費税込）

DIATONE2点セット

カロッツェリア2点セット

23おトク！.0164万円

2,430,164円 2,200,000円
特別仕様価格（消費税込）

車両本体価格+
オプション（消費税込）

KENWOOD
彩速ナビ

KENWOOD用
ドライブ
レコーダー

187,264円 42,900円 230,164円
（消費税込）

+

+

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

2,200,000円車両本体価格
（消費税込）

KENWOOD2点セット


