
2.5i spec.B EyeSight
［2.5i EyeSight　特別仕様車］

全車対象

本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
アイサイト (ver.2)コンテンツをご覧いただけます。



警報&お知らせ機能
安全運転をサポートする
4

AT誤発進抑制制御
誤操作による急発進を防ぐ
3

プリクラッシュブレーキ

EyeS ight ( ve r.2 )の4つの主な機能

危険を予測し、衝突を避ける “ぶつからない技術”
1

カメラで監視、自動ブレーキで停止

ローダウンフォルムをさらに際立たせるスポーツパーツを、オプションでご用意。

STEP 1　警報
衝突の約2.5秒前

衝突の危険がある場合、
警報音と警告表示で
ドライバーに注意を促します。

衝突の約1.8秒前

衝突の約1秒前

STEP 2　警報ブレーキ制御

警報を出しても
回避操作がされない場合、
軽い自動ブレーキで注意を促します。

STEP 3　緊急ブレーキ制御

警報ブレーキ作動後も回避操作が
ない場合、強い自動ブレーキが作動。
衝突を回避または被害を軽減します。

先行車の速度に合わせて追従走行

ノロノロ運転が続く渋滞時でも追従走行

先行車が停止すれば自車も減速・停止。
※停止保持機能はありません。

ステレオカメラが常に前方を監視し、万一の際はドライバーに注意を喚起。
回避操作がない場合はブレーキ制御を行い、自動的に減速または停止します。

万一の時は衝突を回避
対象物との速度差が30km/h以内であれば衝突回避、もしくは被害軽減を
実現。＊ またクルマだけでなく歩行者や自転車も制御対象として認識します。
回避操作もアシスト[プリクラッシュブレーキアシスト] 

警報ブレーキ作動後にドライバーによるブレーキ操作があった場合は、強い
制動力を速やかに発生させ、ブレーキ操作をアシストします。

＊自車と対象物との速度差が30km/hを超える場合は、EyeSight（ver.2）の性能限界から衝突を回避することは
できません。また、自車と対象物との速度差が30km/h以下であっても、状況によっては衝突が回避できないことや
プリクラッシュブレーキが作動しない場合があります。

全車速追従機能付クルーズコントロール
車間距離を制御し、運転を支援する“ついていく技術”
高速道路や自動車専用道路において、0km/h～100km/hの
広い車速域で先行車に追従走行。ドライバーの負担を大幅に
軽減し、より快適で安全なロングドライブを提供します。

適正な車間距離で自動クルージング
先行車がいないときはセット車速（40km/h～100km/h）で定速走行。
先行車を検知すると減速し、一定の車間距離※1を保って追従走行します。
超低速でも追従
高速走行時だけでなく、ノロノロ運転が続く渋滞時でも追従走行。
さらに先行車が停止すると、ブレーキ制御で減速、停止します。※2

※1:車間距離は3段階から設定できます。  ※2:停止後はブレーキ制御が解除されますので、
ブレーキペダルを踏み、クルマの停止状態を保持させてください。また制御には限界があり
ますので、安全に留意してください。
●全車速追従機能付クルーズコントロールは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより
快適に行っていただくために、車速と車間距離を適切に制御する運転支援システムです。

ギヤやペダルの誤操作による衝突被害の軽減のために。
システムが誤発進と判断＊した場合、警報音と警告表示で
ドライバーに注意を喚起するとともに、エンジン出力を
抑え、発進をゆるやかにします。（制御は前進時のみです）
＊前方の壁や障害物の形状、見え方によっては作動しない場合があり
ます。

自車のふらつき（高速走行時・約50km/h以上 )や車線
逸脱（約40km/h以上）を検知した場合、また先行車の
発進に気づかず停止状態のままでいる場合には、警報音
と警告表示でドライバーに注意を促します。

■ プリクラッシュブレーキの制御イメージ

■全車速追従機能付クルーズコントロールの
　制御イメージ

　  ●EyeSight（ver.2）だけに頼った運転は、絶対に行わないでください。EyeSight（ver.2）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。わき見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を
防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。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。運転時は常に先行車両との車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じて
ブレーキペダルを踏むなど車間距離を保ち、安全運転を心掛けてください。●EyeSight（ver.2）の認識性能・制御性能には限界があります。●この他、EyeSight（ver.2）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。●EyeSight（ver.2）の詳細は、販売店にお問い合わせください。

EyeSight(ver.2)は、ステレオカメラによって常に前方を監視し、

必要に応じてドライバーをアシストする先進の運転支援システム。

危険を予測することで衝突の被害を軽減する「プリクラッシュセイフティ」の考えを

取り入れ、“事故を起こさない”ための多彩な機能を搭載しています。 ステレオカメラ

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具
を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●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。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
【エコカー減税について】●減税額は参考例です。実際には販売価格等により異なります。●自動車取得税、自動車重量税は新車登録時に減税、自動車税は登録翌年度１回減税されます。●適用期間：自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重
量税は平成27年4月30日新車登録分まで、自動車税は平成27年3月31日新車登録分まで。詳しくは販売店までお問い合わせください。
　 この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
●ALCANTARA®、アルカンターラ® はAlcantara S.p.A.の登録商標です。 ※シートは、シート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。またサードシートは前面の一部にも合成皮革を使用しています。
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SPORTS PARTS

SPECIAL EQUIPMENT

PRICE

SEAT CLOTH

2.5ℓ DOHC AWD
[リニアトロニック] 2,782,500円   消費税抜き価格 2,650,000円

アルカンターラ＋レザー（レッドステッチ付）

サテンホワイト・パール
（31,500円高・消費税込） クリスタルブラック・シリカ ディープシーブルー・パール

STIフロントアンダースポイラー サイドアンダースポイラー リヤバンパースカート（スポーツ）

アイスシルバー・メタリック

■ フロントグリル＜ブラック＞
■ HIDヘッドランプ＜ブラックアイライン＞
■ 電動格納式リモコンドアミラー＜ブラック＞
■ カラードリヤガーニッシュ
■ ビルシュタイン製ダンパー（フロント倒立式）&ローダウン
■ 18インチアルミホイール＜ブラック＞&215/45R18タイヤ[ポテンザ RE050A]

■ 大径マフラーカッター付ツインマフラー

■ アルカンターラ＋レザーシート（レッドステッチ付）
■ 本革巻ステアリングホイール（レッドステッチ付）
■ 本革巻リニアトロニックセレクトレバー＜ブラック＞
■ カーボン調シフトパネル　■ カーボン調センターパネル
■ ダークキャストメタリックパネル[インパネ、ドア]

■ キーレスアクセス&プッシュスタート
■ 運転席&助手席8ウェイパワーシート

メーカー希望小売価格（消費税込）

取得税59,600円＋重量税15,000円＝74,600円優遇
（2.5i spec.B EyeSight　メーカー希望小売価格2,782,500円の場合）

BODY COLOR

キーレスアクセス&プッシュスタート 運転席&助手席8ウェイパワーシート

エコカー減税 50% 対象車

2

保証等パーツの詳細についてはアクセサリーカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。写真はスポーツパーツ装着イメージです。

ぶつ
から

ない
ミニ

バン
？

ディーラー装着オプションディーラー装着オプション STIスポーツパーツ

警報

警報と軽いブレーキ

警報と強いブレーキ



富士重工業株式会社
〒160-8316 
東京都新宿区西新宿1-7-2スバルビル
スバル国内営業本部マーケティング推進部

環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

www.subaru.jp

m01CY030（2012.09）

受付時間 9：00～17：00（平日）
　　　　9：00～12：00、13：00～17：00（土日祝）
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き 他）  
②お問い合わせ／ご相談
※平日の12：00～13：00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

「SUBARU お客様センター」 
SUBARUコール 0120-052215

携帯電話からもアクセス。 
http://m.subaru.jp/

SPECIFICATIONSEQUIPMENT

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決め
ていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりま
せん。●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。●登録等に伴う手続き代行費用については別途
消費税が必要となります。
■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。
　 この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

■寸法・重量・定員
全長×全幅×全高（mm）
室内長×室内幅×室内高（mm）
ホイールベース（mm）
トレッド[前/後]（mm）
最低地上高（mm）
車両重量（kg） ＊
乗車定員（名）
車両総重量（kg） ＊
■性能
最小回転半径（m）
燃料消費率（km/ℓ）
（国土交通省審査値） ※1

主要燃費向上対策

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ
ステアリング歯車形式
ステアリングギヤ比
サスペンション［前輪／後輪］
主ブレーキ形式
ブレーキ［前/後］
駐車ブレーキ形式
■エンジン

型式・種類

内径×行程（mm）
総排気量（cc）
圧縮比
最高出力[ネット][kW（PS）/rpm]
最大トルク[ネット][N・m（kg・m）/rpm]
燃料供給装置
燃料タンク容量（ℓ）
燃料種類
■トランスミッション
変速機形式

変速比（第1速～第6速）

変速比（後退）
減速比

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取り
になることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

資金管理料金

380円130円2,010円2,380円11,080円 15,980円

380円130円2,010円2,380円10,130円 15,030円

合計
情報管理料金フロン類料金エアバッグ類

料金
シュレッダー
ダスト料金

リサイクル預託金

ガラスルーフ装着車

2.5i spec.B EyeSight

車種

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます（自動車取得税は
平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで）。詳しくは販売店にお問い合わせください。
■環境情報の詳細は、EXIGAの車種別環境情報をご参照ください。
■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。
（＊）車両重量/車両総重量：パノラミックガラスルーフ装着車は＋30kg
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が
異なってきます。なお、JC08モード燃費は10･15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料
消費率はやや低い値になります。
※1　JC08モード燃費はインテリジェントモード時の数値です。
※2　マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状
態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15％程度低い値(自工会調べ)となっています。
■リニアトロニック＝フル電子制御自動無段変速機■EXIGA＼エクシーガ、STI、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCSは富士重工業
株式会社の登録商標です。
■製造事業者　富士重工業株式会社

■リサイクル料金表

車名・型式

車　種

スバル・DBA-YAM
 2.5i spec.B EyeSight　★

2.5 DOHC
AWD

リニアトロニック

4740×1775×1650
2720×1510×1275

2750
1530/1535

150
1600

7
1985

5.6

13.2

アイドリングストップ装置/自動無段変速機/
電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/

ロックアップ機構付トルクコンバーター

ラック&ピ二オン式
16.5

ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架
 2系統油圧式（倍力装置付）

ベンチレーテッドディスク/ディスク
機械式後2輪制動

FB25
水平対向4気筒

2.5 DOHC 16バルブAVCS
94.0×90.0

2498
10.0

127(173)/5600
235(24.0)/4100

EGI(電子制御燃料噴射装置：マルチポイントインジェクション)
65

無鉛レギュラーガソリン

リニアトロニック（マニュアルモード付） 前進無段  後退1速
3.581～0.570

 [マニュアルモード時　1速3.581/2速2.262/3速1.658/
4速1.208/5速0.885/6速0.618]※2

3.667
3.700

車種

オプションコード

パノラミックガラスルーフ

2.5i spec.B EyeSight

6564

■メーカー装着オプション組み合わせ表 ■メーカー装着オプション

■AWDシステム
アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD]

■足回り・メカニズム
★ビルシュタイン製ダンパー（フロント倒立式）&ローダウン　
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ（16インチ2ポット）
リヤディスクブレーキ（15インチ）
★18インチアルミホイール＜ブラック＞&215/45R18タイヤ[ポテンザ RE050A]　
アイドリングストップ
SI-DRIVE
★大径マフラーカッター付ツインマフラー

■視界
★HIDヘッドランプ＜ブラックアイライン＞[ヘッドランプレベライザー（オート）付] 
フロントフォグランプ
★電動格納式リモコンドアミラー＜ブラック＞
　（ヒーテッド機能付、LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付）　（注1）

■操作性・計器盤・警告灯
全車速追従機能付クルーズコントロール（ステレオカメラ）　（注2）
先行車発進お知らせ機能　（注2）
★キーレスアクセス&プッシュスタート　（注3）
パドルシフト
★本革巻ステアリングホイール（レッドステッチ付）
★本革巻リニアトロニックセレクトレバー＜ブラック＞
6速マニュアルモード
アルミパッド付スポーツペダル（アクセル、ブレーキ、フットレスト）
スポーツルミネセントメーター（EyeSight機能表示、ECOゲージ、ウェルカム&グッバイ照明付）
インフォメーションメーター（外気温/平均燃費・瞬間燃費/デジタル時計）
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン（クリーンフィルター付）

■オーディオ・シート
スピーカー（フロント2＋リヤ2）
ルーフアンテナ
★アルカンターラ＋レザーシート（レッドステッチ付）　(注4)
★運転席&助手席8ウェイパワーシート（前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング）

■内装
★カーボン調加飾パネル（センター、シフト）
★ダークキャストメタリックパネル[インパネ、ドア]

■外装
★フロントグリル＜ブラック＞
★カラードリヤガーニッシュ
★パノラミックガラスルーフ（電動サンシェード付）　（注5）
UV&IR（赤外線）カットフロントガラス＋UVカット機能付濃色ガラス（リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート） （注5）
ルーフスポイラー
サイドシルスポイラー

■安全装備
プリクラッシュブレーキ/AT誤発進抑制制御/車線逸脱警報/ふらつき警報　（注2）
VDC[ビークルダイナミクスコントロール]
EBD[電子制御制動力配分システム]付4センサー4チャンネルABS
デュアルSRSエアバッグ

★＝EXIGA 2.5i spec.B EyeSight特別装備 ★＝メーカー装着オプション

注1：クリスタルブラック・シリカの場合はボディ同色となります。注2：EyeSight(ver.2)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。またEyeSight(ver.2)はフロントウインドゥトップシェード付となります。  注3：植え込み型心臓
ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいた
だくか、取扱説明書をお読みください。  注4：シートは、シート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。またサードシート
は前面の一部にも合成皮革を使用しています。  注5：パノラミックガラスルーフはUVカット機能付濃色ガラスとなります。なお濃色ガラス
は、パノラミックガラスルーフ、リヤドアガラス、リヤクォーターガラス、リヤゲートガラスで濃度が若干異なります。  注6：国土交通省認可品で
す。  注7：SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシート
は左右席でご使用ください。
■スペアタイヤはテンポラリースペアタイヤ（応急用スペアタイヤ）です。■ALCANTARA®、アルカンターラ® はAlcantara S.p.A.の登録
商標です。■SRS＝Supplemental Restraint System[補助拘束装置]

■その他の標準装備　[足回り・メカニズム] ●ストラット式フロントサスペンション●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペン
ション●フロント&リヤスタビライザー●タイロッド式タンデムブレーキブースター  [視界] ●オートライト●フロントワイパー
デアイサー●撥水加工フロントドアガラス●リヤウインドゥデフォッガー●フィン一体フロントワイパー（マルチ拡散ウォッシャー
連動 間けつ時間調整式）●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー  [操作性・計器盤・警告灯]●チルトステアリング●テレスコ
ピックステアリング●電動パワーステアリング●フットパーキングブレーキ●スカイ空調（後席用ベンチレーション）●盗難警報
装置（アラーム表示機能付）（注6）●イモビライザー[盗難防止用エンジン始動ロックシステム]（注6）●メーター・イルミネー
ションコントロール●パワーウインドゥ（運転席：スイッチ照明&反転装置&オフディレイタイマー付）●アンサーバック機能付電波式
リモコンドアロック●集中ドアロック&リヤゲートロック●燃料残量ウォーニングランプ●運転席シートベルト未装着ウォーニング
ランプ&ブザー●液晶デジタルツイントリップメーター●後席足元暖房（セカンドシート・サードシート）  [シート]●ソフトフラット
シート（前席フラット）●フロントシートアームレスト（無段階調整式）●6：4分割可倒式セカンドシート（スライド&リクライ
ニング）●セカンドシートウォークインスライド●セカンドシートアームレスト（カップホルダー付）●セカンドシートヘッドレスト
●5：5分割可倒式サードシート（リクライニング&フォールドダウン機構）●サードシートヘッドレスト●助手席シートバックポケット  
[内装] ●センタートレイ●ブルーイルミネーション（センタートレイ、オーバーヘッドコンソール）●マップランプ&カーテシー
ランプ（全ドア連動）●フロントセンターコンソール（移動式カップホルダー付）●助手席インパネオープントレイ●グローブボックス
（車検証ホルダー付、照明付）●インパネソケット（DC12V/120W）●ショッピングフック（インパネ、運転席シートバック、カーゴ
サイド、カーゴフロアボード）●フロント&リヤ大型ドアポケット（ボトルホルダー付）●サードシートサイドポケット&カップホル
ダー●運転席&助手席バニティミラー（リッド付）●デイナイトインナーミラー●アシストグリップ（助手席＋セカンドシート左右）
●オフディレイルームランプ●荷室ダブルアンダーボックス●カーゴルームランプ●カーゴソケット（DC12V/120W）●カーゴ
フック●リヤゲートインナーハンドル●乗降用大型ステップ  [外装]●UVカットフロントドアガラス●ダンパー付フロントフード  
[安全装備] ●ブレーキアシスト●ブレーキオーバーライド（ブレーキ操作優先制御）●フロントアクティブヘッドレスト●プリテン
ショナー（運転席はダブルプリテンショナー）&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト●セカンド3点式ELRシート
ベルト●サード3点式ELRシートベルト●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー（セカンドシート左右）（注7）
●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター●セイフティブレーキペダル●セイフティフットレスト（運転席）●ハイマウント
ストップランプ●リヤドアチャイルドプルーフ●フロント&リヤバンパービーム●サイドドアビーム●ステアリングサポートビーム
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