2.0GT DIT spec.B EyeSight
［ LEGACY TOURING WAGON / B4 2.0 GT DIT EyeSig ht 特 別 仕 様 車］

本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

L i ne up

Acce s sor ie s
独創のカスタマイズで、スポーツの歓びを鮮烈に際立たせる
― STI パフォーマンスパッケージ

＊STIパフォーマンスパッケージはターボ車のみ適応

2.0GT DIT spec.B EyeSight
2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT ”
AWD[リニアトロニック]
メーカー希望小売価格（消費税込）

PHOTO：

・

3,486,000 円

消費税抜き価格 3,320,000 円

（31,500 円高・消費税込）

2.0GT DIT spec.B EyeSight
2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT ”
AWD[リニアトロニック]
メーカー希望小売価格（消費税込）

PHOTO：

・

3,328,500 円

消費税抜き価格 3,170,000 円

（31,500 円高・消費税込）

PHOTO：レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT DIT spec.B EyeSight サテンホワイト・パール（31,500 円高・消費税込） STIパフォーマンスパッケージ装着車 写真はイメージです。

Spec ia l E qu ipment

精悍かつ上質なスポーツの刺激 ― 特別仕様装備

電動格納式リモコンドアミラー（ブラック）

18インチアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）

フロントアンダースポイラー

カラードリヤゲートガ―ニッシュ

＊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。

スカートリップ※

48,300 円

サイドアンダースポイラー※

写真はフロントアンダースポイラー装着車

SG517AJ020[40,000 円＋工賃6,000 円]

（ツーリングワゴンに特別装備）

14,700 円

ST960204S291[10,000 円＋工賃4,000 円]

66,150 円

ST96030EZ020[55,000 円＋工賃8,000 円]

STI パフォーマンスパッケージ
ご購入者限定 オリジナル特典

フレキシブルタワーバー 34,650 円

マルチインフォメーションディスプレイ付
ルミネセントメーター（260km/h 表示）

シルバーカーボン調加飾パネル（スクエアバイアス）

■ ファブリック（スポーティクロス）／合成皮革 シート（オフブラック、ブルーステッチ） ■ リヤエンブレム
□ LEDアクセサリーライナー ＜ディーラー装着オプション＞

DIT 専用装備

フレキシブルドロースティフナー（ターボ車用）※

SG517AJ102[30,000 円＋工賃3,000 円]

ブラックルーフトリム&ピラートリム

ST20118EZ000[28,000 円＋工賃3,000 円]
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コンプリートキット（※のSTIスポーツパーツ） STPKG00EZ000[84,857円＋工賃18,000 円]＋
フロントアンダースポイラー
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ヴェネチアンレッド・パール（31,500 円高・消費税込）

参 考価格

装着

■記載価格

ダークグレー・メタリック

STIパフォーマンスパッケージ品番

196,350 円〈工賃込〉

パッケージ価格

アイスシルバー・メタリック

STI Performanceエンブレム [サイド2個＋リヤ1個]※

（非売品）
[工賃3,000 円]＊工賃はパッケージ価格に含まれます。

■ デュアルマフラーカッター
単品合計価格

サテンホワイト・パール（31,500 円高・消費税込）

32,550 円
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EQUIPMENT

SPECIFICATIONS
LEGACY SPORT HERITAGE
■標準装備

■特別装備

■メーカー装着オプション

ツーリングワゴン／B4
車

種

2.0GT DIT
spec.B EyeSight

車名・型式
車

スバル・DBA-BRG

スバル・DBA-BMG

ツーリングワゴン

B4

種

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT ”
AWD／リニアトロニック

■ AWDシステム
VTD-AWD［不等 &可変トルク配分電子制御 AWD］

■寸法・重量・定員

■足回り・メカ二ズム

全長×全幅×全高（mm）

4790×1780×1535

225/45R18タイヤ
18 インチアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）

室内長×室内幅×室内高（mm）

2190×1545×1230

ビルシュタイン製ダンパー（フロント倒立式）

トレッド［前／後］
（mm）

フロント（17インチ）&リヤ（16 インチ）ベンチレーテッドディスクブレーキ

最低地上高（mm）

SI-DRIVE

車両重量（kg）

ホイールベース（mm）

■視界

乗車定員（名）

［ヘッドランプレベライザー（オート) 付］
HID ロービームランプ〈ブラックベゼル〉

車両総重量（kg）

フロントフォグランプ（マルチリフレクター式）

■性能

電動格納式リモコンドアミラー〈ブラック〉
（LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付） 注1

最小回転半径（m）

■操作性・計器盤・警告灯

燃料消費率（km/ℓ）

全車速追従機能付クルーズコントロール（停止保持機能付）
電動パーキングブレーキ（ヒルホールド機能付）

注2

キーレスアクセス&プッシュスタート

注4

注

1865

1825
5.5
12.4

筒内直接燃料噴射装置／自動無段変速機／
可変バルブタイミング／電動パワーステアリング

■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

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）

ステアリングギヤ比

フルオートエアコン（左右独立温度調整機能、後席ベンチレーション、クリーンフィルター）

サスペンション［前輪／後輪］

■オーディオ& ナビゲーション

主ブレーキ形式

LEGACY マッキントッシュ・サウンドシステム&HDDナビゲーションシステム
＜SUBARU G-BOOK ALPHA 対応＞
［CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、
5.1chサラウンド対応システム、専用12スピーカー（センタースピーカー、
サブウーファー付）
、
地上波デジタルTV 対応ガラスアンテナ&チューナー］＋

ラック&ピニオン式

14.5:1
2 系統油圧式（倍力装置付）

初 搭 載 ＊ 。MT 車は 2.0ℓ量 産車 初 ＊の 28 0PS

GT-B のポテンシャルをベースに、スポーツ

FA20・水平対向 4気筒

ともに、250PS のハイパワーを達成。専用の

に到達。さらに17インチホイール採用など、多く

チューニングされた専用サスペンションや

2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS直噴ターボ“DIT ”

サスペンションやホイールなどスポーティ

のトピックスにより人気を博したモデル。ビル

スポーツシフト E-4AT を搭載。欧州車に匹

な足回りに加え、ABS も標準で 装備した。

シュタインの頭文字「B」をグレード名に配した。

敵するハンドリングを究めた。

86.0×86.0

圧縮比
最高出力［ネット］
［kW（PS）/rpm］

1998

シート&トリムカラー（オフブラック）

（kg･m）/rpm]
最大トルク［ネット］
［N･m
燃料供給装置

シルバーカーボン調加飾パネル（スクエアバイアス）

燃料タンク容量（ℓ）

ブラックルーフトリム&ピラートリム

燃料種類

トノカバー

■トランスミッション

■外装

変速機形式

221（300）/5600
400（40.8）/2000-4800
筒内直接燃料噴射装置

65
無鉛プレミアムガソリン※2
リニアトロニック（マニュアルモード付）前進無段

DIT 専用デュアルマフラーカッター
変速比（第1速〜第 6速）

注2

その他の標準装備 ＜足回り・メカニズム＞●フロント&リヤスタビライザー●アダプティブ制御付トランスミッ
ション＜視界＞●オールウェザーパック（フロントワイパーデアイサー／ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー／
リヤフォグランプ／雨滴感知オートワイパー／オートライト／ヒーテッドドアミラー）●フロントワイパー（マルチ拡
散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式）●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注 6＜操作性・計器盤・警告灯＞
●パドルシフト●本革巻ステアリングホイール●ワンタッチレーンチェンジャー● ECO ゲージ（マルチインフォ
メーションディスプレイ内表示）●インフォメーションメーター（シートベルト警告／外気温／航続可能距離・平均
燃費・瞬間燃費／デジタル時計）●メーター・イルミネーションコントロール●ツイントリップメーター●チルト&テ
レスコピックステアリング●電動パワーステアリング●パワーウインドゥ（全席オートアップ& ダウン、反転装置、運
転席オフディレイタイマー付）●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 7●盗難警報装置
（アラーム表示機能付） 注 7●暗証コード式キーレスエントリー●集中ドアロック（ワゴンはリヤゲートロック付）
●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック●半ドア表示モニター（個別ドア表示）●全席シートベルト未
装着ウォーニングランプ&ブザー＜オーディオ＞● 6スピーカー（フロント 4＋リヤ 2）●ガラスアンテナ（FMダイバ
シティ）＜シート＞●フロントシートバックポケット● 3 名分リヤシートヘッドレスト（全席上下調整式）●フロント
センターアームレスト ●リヤシートセンターアームレスト［カップホル ダー 付（ B 4 はアームレストス ル ー 機 能
付）］＜内装＞● SUBARU ロゴ入りステンレス製サイドシルプレート（フロント）●フロアコンソールボックス●前
リッド付）
●フロント&リヤ大型ドアポケット
（ボトルホルダー付）
●リッド付インパネポケット
席カップホルダー
（2ヶ、
注8●センタートレイ●グローブボックス( 照明、車検証ホルダー付 注 9）●インパネソケット（DC12V/120W）
●運転席・助手席バニティミラー（照明付）●スポットマップランプ（シャワーライト付）●フロントドアカーテシーラ
ンプ●オフディレイルームランプ●アシストグリップ（運転席＋助手席＋後席左右）●リヤ左右席コートフック●サ
ブトランク＜外装＞●クロームウインドゥモール● UVカットガラス（フロント、フロントドア）● 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（ B4 はリヤガラス）］＜安全装備＞●デュアル SRS エアバッグ●
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 ●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）●ハイマウントストップランプ●セイフティブレーキペダル●セイフティフットレスト●
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機構付フロント3点式 ELRシートベ
ルト●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター●リヤ全席 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（リヤ左右席） 注10 ●リヤドアチャイルドプルーフ
＜ツーリングワゴン装備＞●リモートフォールディング機能付6:4分割可倒式リヤシート●リヤシートリクライニング
●カーゴルームランプ●カーゴフック●カーゴサイドフック●ルーフモール（キャリアブラケット内蔵）●ルーフスポ
イラー（ハイマウントストップランプ内蔵）
＜B4 装備＞●リモコントランクオープナー●トランクルームランプ●トランクルームサイドフック
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：アイサイト（ ver.2 ）、電動パーキングブレーキの使用については
取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。注 3：停止保持機能は、電動パーキングブレーキと連動
することによって長時間の停止を可能にするシステムです。注 4：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おそれがあります。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 5：
お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時等に、本機に保存された音楽データが変化・消失した場合、その
内容の補償はできません。データは万一に備えて、本機以外に保存しておくことをお奨めします。注 6：Rレンジの時は連続ワイパーとな
ります。注 7：国土交通省 認可品です。注 8：メーカー装着オプションのナビゲーション選択時は装備されません。注 9：車検証ホルダー
は、メーカー装着オプションのナビゲーション選択時は装備されません。注 10：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。■リヤフォグランプは運転席側のみに装着されています。
■ SRS＝Supplemental Restraint System（補助拘束装置）

後退1速

3.105〜 0.482
［マニュアルモード時 1速 3.105／2 速1.983／3速1.454／
4速1.057／5速 0.779／6速 0.542］ ※3※4

メッキリング付フォグランプカバー

SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグ
VDC［ビークルダイナミクスコントロール］

＊自社調べ

10.6

■内装

■安全装備

3 代 目レ ガシィのス ポーツモ デルとして 、

ビルシュタイン製ダンバーを国産乗用車として

テージツインターボ搭載によりAT・MT 車

ファブリックシート［スポーティクロス（サイドは合成皮革、
専用ブルーステッチ）
］

DIT 専用リヤエンブレム
DIT 専用エンジンカバー

2.0DOHC4カム16 バルブ
2 ステージツインターボ
[ スポーツシフト E- 4AT/5MT]

2代目レガシィのスポーツモデルとして、2 ス

運転席 10 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/ ランバーサポート）

ツーリングワゴン

2.0DOHC4カム16 バルブ
2 ステージツインターボ [E- 4AT/5MT]

電気・機械式後 2輪制動

内径×行程（mm）

サイドシルスポイラー

2.0DOHC4カム16 バルブ
2 ステージツインターボ [E- 4AT/5MT]

駐車ブレーキ形式

総排気量（cc）

カラードリヤゲートガ―ニッシュ

GT-B E-tune （ 1999・BH 型）

ベンチレーテッドディスク／ベンチレーテッドディスク

型式・種類

ダーク調フロントグリル

GT-B （ 1996・BG 型）

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

■エンジン

注5

GT/B-spec （ 1993・BG 型）

ブレーキ［前／後］

■シート

プリクラッシュブレーキ／プリクラッシュブレーキアシスト／
AT 誤発進抑制制御／ふらつき警報／車線逸脱警報

たの

それは、レガシィをさらなるスポーツの愉しみへと誘う。

1550
5

マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター（260km/h 表示）

リヤビューカメラ＋オーディオリモートコントロールスイッチ＋外部入力端子
（USB＋ピンジャック）
＋コンソール12V 電源ソケット

1590

走り出せば、鮮烈なパワーと俊敏なハンドリングに、操る心が躍る。
グランドツーリングに込められた走りへの熱き想い。

150

主要燃費向上対策

注 2 注3

2190×1545×1215
1530／1535

（国土交通省審査値）※1

注 2 注3

先行車発進お知らせ機能

スポーティな風 貌に、走りの期待感が高まる。

4745×1780×1505
2750

注

それはスポーツの歓びを物語る。

変速比（後退）

2.077

減速比

4.111

■環境情報の詳細は、
LEGACY＼TOURING WAGON、LEGACY＼B4 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。
（注）車両重量 / 車両総重量：LEGACY マッキントッシュ・
サウンドシステム&HDDナビゲーションシステム装着車は＋20kg。
SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグ装着車は＋10kg。
■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、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、
習慣、整備状況およびその他の状況に応じて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 燃料消費率は、インテリジェントモード時の数値です。※2 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使う
こともできますが、エンジン性能は低下します。※3 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。※4 スポーツ・
シャープモード時は 8速となり、変速比は以下のように変わります。1速 3.105／2 速 2.010／3速1.552 ／4速1.255／5 速1.036／6 速 0.857／7
速 0.695／8速 0.542
■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。■ DIT＝Direct Injection Turbo ■リニアトロニック＝フル電子制御自動無段変速機 ■ LEGACY、LEGACY＼TOURING
WAGON、LEGACY＼B4、DIT、STI、STI Performance、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD 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

2.0GT spec.B （ 20 03・BP 型）

3.0R spec.B （ 20 04・BP 型）

2.0R spec.B （ 20 07・BP 型）

2.0DOHC16 バルブ
デュアル AVCS ツインスクロールターボ
[ スポーツシフト E-5AT/5MT]

3.0DOHC24 バルブ
AVCS＋ダイレクト可変バルブリフト [6MT]

2.0DOHC16 バルブ
AVCS[ スポーツシフト E- 4AT/5MT]

＊SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車の加算額は420 円となります。

4 代 目レ ガシィのス ポーツモ デルとして 、

水平対向 6気筒エンジン＋6MT を組み合わせ

爽 快で自然な加速 感が味わえる自然吸 気

●自動車リサイクル法の施行により、
上表のリサイクル料金が別途必要となります。

GT-Bの後継となる「GT」のポテンシャルを

た3.0ℓのスポーツモデル。ビルシュタイン製

エンジン（ 2.0ℓDOHC ）のスポーツモデル

ベースに、減速比やサスペンションをよりス

ダンパー、18 インチホイール、スポーティグリ

として、サスペンション、グリル & バンパー、

ポーティに設定。さらに18 インチホイール、

ル& バンパーなど、大排気量の重厚な走りに、

コクピットをスポーティにバージョンアップ。

スポーティグリル & バンパーも 装 備した。

スポーティなドライビングテイストを宿した。

レガシィspec.Bの魅力を高めた。

■リサイクル料金表
リサイクル預託金

資金管理
料金

シュレッダー
ダスト
料金

エアバッグ類
料金

フロン類
料金

情報管理
料金

ツーリングワゴン

9,710 円

2,410 円

2,050 円

130 円

380 円

14,680 円

B4

9,320 円

2,410 円

2,050 円

130 円

380 円

14,290 円

車種

合計＊

●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。
●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。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用し
ています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■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。

■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

車種
オプションコード

2.0GT DIT spec.B EyeSight

73

74

75

76

LEGACY マッキントッシュ・サウンドシステム&HDDナビ
SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグ

写真はイメージです。

「

Google Play

動

」
検索

。

出

。

詳

起動。

●
予告
終了
場合
。●通信 環境 契約内容
別途通信料
接続環境
奨
。●通信状況、OS
●
、Wi-Fi 無線 LAN 利用
。Android 一部端末
動作
●推奨動作環境 iPad2 、iPhone4&4S /iOS4.0 以上、Android TM搭載端末 /Android OS 2.2 以上
。● Android 、Google Play Google Inc. 商標
登録商標
。
● iPad 、iPhone 、App Store Apple Inc. 商標
場合
。
●
最初
利用
、
表示
1〜2分

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

左記
動画

場合
場合

端末

START 。
。 確認

上

。

動作

。
場合

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

■SUBARU最新情報をインターネットで。
お見積もりも簡単、お気軽にどうぞ。

m01DB060（2013.10）

http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html

▲

専用

App Store

紙面

▲

無料

、

▲

端末

www.subaru.jp

携帯電話からもアクセス。

http://m.subaru.jp/

※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。

富士重工業株式会社

〒160-8316 東京都新宿区西新宿1-7-2
国内営業本部
推進部

。

