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

［STELLA L /  STELLA LS /  STELLA CUSTOM R  特別仕様車］

G/GS/CUSTOM R type S



急なハンドル操作や滑りやすい路面でのコーナリング時にエンジン出力やブレーキを自動制御し、
車両安定性を確保します。また、発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にします。

このページをカメラの
フレームに入れてください。

LINE UP
衝突回避支援システム“スマートアシスト”をはじめ、紫外線を約9 9％カット＊1するスーパーU Vカット+ I Rカットガラス、
花粉やP M 2 . 5などを大幅に抑制するエアクリーンフィルターを装備した「スマートアシスト  α」。ステラとの暮らしを、もっと安心に、もっと快適にするために。

軽初  の衝突回避支援システム、“スマートアシスト”。

 ■ワイパーを低速以上で使用中はシステムは作動しません。(VDCを除く)
■スマートアシストだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害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。 ■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、
および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や日差しの状況によってはレーザーレーダーが障害物を正常に認識できず、作動が困難な場合や
誤警報の可能性があります。 ■このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をお読みください。 ■スマートアシストの詳細は、販売店にお問い合わせください。

VDC（ビークルダイナミクスコントロール）4

PHOTO：GS スマートアシスト α　ファインブルー・マイカメタリックAWD車

エコカー減税対象

取得税 80% 
重量税 75% 

エコカー減税対象

2WD車

取得税・重量税

免税

ターボエンジン搭載。
走りもスタイルもスポーティ。

G/Gスマートアシスト α
スポーティな佇まいと
シックなブラックインテリア。

GS/GSスマートアシスト α

艶やかなアルミホイールを備えた
ひとつ上のカスタムモデル。

R typeS/
R typeSスマートアシスト α

スマートアシストの先進性に快適装備を加えた、“スマートアシスト α”登場。

低速域衝突回避支援ブレーキ機能
低速走行時に、前方不注意などにより、先行車との衝突の危険性が
高まった場合に緊急ブレーキで減速。衝突を回避したり、被害を軽減するシステムです。

1 誤発進抑制制御機能
前方に車両や壁などの障害物を検知している時に、アクセルを強く踏み込んだ場合
エンジン出力を抑えて急発進を抑制するシステムです。

2

先行車発進お知らせ機能
信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時
ブザー音でお知らせするシステムです。

3

スーパーUVカット+IRカットガラススマートアシスト
低速走行時のうっかり事故を減らす、
衝突回避支援システム“スマートアシスト”を
軽自動車で初めて＊2搭載。追突事故を防ぐための
機能を備え、安全な運転をサポートします。

花粉や砂ぼこり、PM2.5などを大幅にカットする
エアクリーンフィルター。
帯電フィルターの採用により
高い除塵性能を実現します。

エアクリーンフィルター（花粉除去機能付）

花粉紫外線 砂ぼこり PM2.5 イメージイメージ

約99％
カット

スマートアシスト
衝 突 回 避 支 援システム

＊2 自社調べ　※スマートアシストは運転支援システム〈アイサイト〉とはシステムが異なります。　＊3 警察庁交通局「平成23年中の交通事故の発生状況」より

追突事故の多くが時速30km以下の低速走行時に起きています。＊3 “スマートアシスト”はレーザーレーダーを使って追突事故を防ぐための
低速域衝突回避支援ブレーキ機能をはじめ、4つの先進機能で日常の運転に安心をもたらします。

花粉・砂ぼこり・
PM2.5
大幅カット

日焼けの原因となる紫外線を
約99％カット＊1するフロントドアガラスを採用。
車内温度の上昇を抑え、冷房効率がアップし
燃費向上にも貢献します。

＊1 測定値は自社調べ。
　  ISO9050基準。

＊2 自社調べ。

＊2

●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/届出分まで。 
●自動車取得税、自動車重量税は新車登録/届出時に減税されます。
●詳しくは、お近くの販売店までお問い合わせください。

【エコカー減税について】 
●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8％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。●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。　 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。写真は撮影用に点灯しています。

2WD車寒冷地仕様は10,800円高（消費税8%込）

GS

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

660cc DOHC  TURBO 2WD［CVT］

R type S

R type S
スマートアシスト α

1,328,000円 消費税抜き価格 1,229,630円

660cc DOHC  TURBO AWD［CVT］ 1,452,500円 消費税抜き価格 1,344,907円

660cc DOHC  TURBO 2WD［CVT］ 1,388,000円 消費税抜き価格 1,285,185円

660cc DOHC  TURBO AWD［CVT］ 1,512,500円 消費税抜き価格 1,400,463円

660cc DOHC 2WD［CVT］

660cc DOHC AWD［CVT］

660cc DOHC 2WD［CVT］

660cc DOHC AWD［CVT］

GS
スマートアシスト α

PHOTO：G スマートアシスト α　パール・ホワイトⅢ（21,600円高・消費税8%込）

G

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,193,000円 消費税抜き価格 1,104,630円

1,317,500円 消費税抜き価格 1,219,907円

1,253,000円 消費税抜き価格 1,160,185円

1,377,500円 消費税抜き価格 1,275,463円

G
スマートアシスト α

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,370,001円 消費税抜き価格 1,268,519円

1,494,500円 消費税抜き価格 1,383,796円

1,430,000円 消費税抜き価格 1,324,074円

660cc DOHC 2WD［CVT］

660cc DOHC AWD［CVT］

660cc DOHC 2WD［CVT］

660cc DOHC AWD［CVT］ 1,554,500円 消費税抜き価格 1,439,352円

エコカー減税対象

取得税・重量税

免税
環境対応車
普及促進税制適合

エコカー減税対象

取得税・重量税

免税
環境対応車
普及促進税制適合

環境対応車
普及促進税制適合

PHOTO：カスタムR type S　アーバンナイトブルークリスタル・メタリック（21,600円高・消費税8%込）



　　　

照明付
照明付

シンボル照明付 シンボル照明付

AWD車のみAWD車のみAWD車のみ

SPECIFICATIONSEQUIPMENT

BODY COLOR

■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）

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

サスペンション［前輪／後輪］

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
駆動方式
クラッチ形式
変速機形式
変速比（前進）
変速比（後退）
最終減速比

※スマートアシスト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1：2WD車の寒冷地仕様車
には、リヤヒーターダクトが装備されます。注2：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ください。注3：国土交通省認可品です。注4：オーディオスペースは、ワイドサイズ（200mm）
対応となります。オーディオ等の取付の際は、別途取付部品が必要となる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。注5：リヤドア
ガラスとリヤクォーター&リヤゲートガラスで濃度が若干異なります。注6：ブラック・マイカメタリック選択時はボディ同色となります。注7：盗難
警報装置は、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。注8：2WD車とAWD車では形状・容量（2WD車は27ℓ、
AWD車は12ℓ）が異なります。 ■タイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具が搭載されます。 ■VDC=ビークルダイナミクスコントロール ■ABS＝
アンチロックブレーキシステム  ■EBD＝電子制御制動力配分システム  ■ステラ/ステラ カスタムのAWDシステムはフルタイムAWDです。

■燃料消費率はJC08モードで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。

■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10％程度低い値（自工会調べ）となっています。 
■STELLAは富士重工業株式会社の登録商標です。 ■「スマートアシスト」「ECO IDLE」「i-EGR＼アイイージーアール」はダイハツ工業株式会社
の登録商標または商標です。 ■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

リサイクル料金表
資金管理
料金 合計

リサイクル預託金

4,360円 2,050円 1,950円 130円 380円 8,870円
情報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

ステラ ステラ カスタム

G/
G スマートアシスト α

2WD:CVT
AWD:CVT

GS/
GS スマートアシスト α

2WD:CVT
AWD:CVT

R type S/
R type S スマートアシスト α

GS/
GS スマートアシスト α

R type S/
R type S スマートアシスト α

2WD:CVT
AWD:CVT

車　　種

車名・型式

車　　 種

■標準装備　■特別装備 [    ]内はAWD車の数値

●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になります。
●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。

■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。■軽四輪自動車にも保管場所が必要です。
　 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。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%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。●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。

その他の標準装備　＜外装・視界＞ ●ヒーテッドドアミラー（AWD車のみ） ●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 ●ヘッドランプ自動消灯システム ●UVカットガラス（全面） ●ドアハンドル（シルバー塗装） ●カラードリヤゲート
ハンドル ●リヤウインドゥデフォッガー ●ウォッシャー連動車速感応式フロント間けつワイパー ●リバース連動リヤワイパー ●Bピラー・
Cピラーブラックアウト 注6 ＜操作性・計器盤・警告灯＞ ●チルトステアリング ●マルチインフォメーションディスプレイ（アイドリング
ストップ経過時間・アイドリングストップ積算時間・ecoリーフゲージ・平均燃費・航続可能距離・外気温） ●アンサーバック機能付
電波式リモコンドアロック ●盗難警報装置 注7 ●フットパーキングブレーキ ●フットパーキングブレーキ戻し忘れウォーニングブザー 
●電動パワーステアリング ●集中ドアロック（リヤゲート連動） ●フューエルリッドオープナー ●燃料残量ウォーニングランプ ●パワー
ウインドゥ（スイッチ照明付・運転席反転装置付） ●インパネアクセサリーソケット（12V） ＜オーディオ＞ ●2スピーカー（フロントドア
内蔵16cm） ●ルーフアンテナ（可倒式） ＜シート＞ ●フロントコンフォートベンチシート ●運転席シートリフター ●フロントアーム
レスト（ボックス付） ●分割可倒式リクライニングリヤシート（カーゴルーム側スライドレバー付） ●リヤシート一体ロングスライド
（240mm） ●フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト ＜内装＞ ●マップランプ&ルームランプ ●リヤパーソナルランプ 
●運転席&助手席サンバイザー（運転席チケットホルダー付） ●カーゴルームランプ ●アシストグリップ（助手席＋後席左右） ●フット
レスト ＜ポケットエリア＞ ●インパネアンダートレイ（運転席） ●インパネロアポケット ●グローブボックス ●助手席シートアンダー
トレイ ●カーゴルームアンダーボックス（カーゴボード固定フック付） 注8 ●運転席サイドトレイ ●助手席シートバックポケット ●ドア
ポケット&ボトルホルダー（フロント・リヤ） ●ショッピングフック（フロント・助手席シートバック） ＜足回り＞ ●フロントスタビライザー 
●リヤスタビライザー（2WD車のみ） ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ（13インチ） ＜安全装備＞ ●4センサー4チャンネル
ABS（EBD付） ●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシート
ベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート固定バー&テザーアンカー（後席） ●リヤドアチャイルドプルーフ
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富士重工業株式会社
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

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/

スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。 詳しくは 　 http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html

▲

無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。

左記アイコンのあるページに端末をかざすと
動画などのコンテンツがSTART。スバプリを起動。

▲ ▲

●コンテンツは予告なく終了する場合があります。 ●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。 ●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや
無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。 ●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合がございます。 ●推奨動作環境はiPad2、iPhone4&4S /iOS4.0以上、AndroidTM搭載端末/Android 
OS 2.2以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。●iPad、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。●アプリケーションをダウンロードして最初にご
利用になるときに、コンテンツの表示まで1～2分ほどかかる場合がございます。

カスタム専用
カスタム専用
カスタム専用

カスタム専用

カスタム専用

シルバー加飾付

クリアクリスタル

サイドターンランプ付

メッキメッキ

ブルー
メッキ調メーターリング付

アンバー
シルバーメーターリング付

メッキプレート付シフトノブメッキプレート付シフトノブ

アンバー
シルバーメーターリング付

メッキプレート付シフトノブ

スバル・DBA-LA100F［スバル・DBA-LA110F］

ステラ

DOHC DOHC インタークーラーターボ DOHC
2WD［AWD］ 2WD［AWD］ 2WD［AWD］

CVT CVT CVT

ステラ カスタム

3395×1475×1620
2130×1350×1280

2455
1305/1295［1265］

150［145］

4

4.4 4.7

810［870］ 820［870］ 820［870］

1030［1090］ 1040［1090］ 1040［1090］

可変バルブタイミング － 可変バルブタイミング

29.0［26.0］ 25.2［23.4］ 29.0［26.0］

オルタネータ回生制御/アイドリングストップ装置/自動無段変速機：CVT/ロックアップ機構付トルクコンバーター

ラック&ピニオン
マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/

トーションビーム式コイルスプリング［3リンク式コイルスプリング］
ベンチレーテッドディスク/リーディング・トレーリング

機械式後2輪制動

KF型
直列3気筒

DOHC 12バルブ
直列3気筒

DOHC 12バルブ
直列3気筒 DOHC 12バルブ
インタークーラーターボ

63.0×70.4
658

11.3 9.0 11.3
38（52）/6800
60（6.1）/5200

47（64）/6400
92（9.4）/4000

38（52）/6800
60（6.1）/5200

EGI（電子制御燃料噴射装置）
30［34］

無鉛レギュラーガソリン

2WD（前2輪駆動）/ フルタイムAWD（4輪駆動）
3要素1段2相形

CVT：前進無段・後退1速
3.327～0.628

2.230
4.800 4.5234.523

スマートアシスト（低速域衝突回避支援ブレーキ機能&
誤発進抑制制御機能&先行車発進お知らせ機能&VDC）
エマージェンシーストップシグナル
LEDハイマウントストップランプ（ルーフスポイラー内蔵）
デュアルSRSエアバッグ

■安全装備

■足回り
14インチアルミホイール&155/65R14タイヤ
専用15インチアルミホイール&165/55R15タイヤ

■ポケットエリア
プッシュ式オートオープンカップホルダー（前席）
助手席オープントレイ
インパネセンタートレイ

■内装
インストルメントパネル色
シルバーセンターパネル
ブルーイルミネーション（助手席オープントレイ、インパネセンタートレイ）
インナードアハンドルメッキタイプ
運転席&助手席バニティミラー 照明付

ブラック ブラック/アイボリー ブラック

シート材質
シート色

■シート
ファブリック ファブリック ファブリック
ブラック ブラック ブラック

■オーディオ

ウレタンステアリングホイール（六連星オーナメント付）
本革巻ステアリングホイール（六連星オーナメント付）

3眼ルミネセントメーター

インパネセンターシフト
マニュアルエアコン（ダイヤル式）＋メッキノブ（エアベントグリル）
オートエアコン（プッシュ式）＋メッキノブ（エアベントグリル）
エアクリーンフィルター
　　 花粉除去機能付
リヤヒーターダクト　注1
キーレスアクセス&プッシュスタート
（リクエストスイッチ付/運転席・助手席・リヤゲート）　注2
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3

■ 操作性・計器盤・警告灯

■外装・視界
カラードバンパー（フロント・リヤ）
フロントグリル
ルーフスポイラー（LEDハイマウントストップランプ付）
サイドシルスポイラー
電動格納式カラードドアミラー（キーレスアクセス連動）
サイドターンランプ（クリア）
フロントウインドゥトップシェード
スーパーUVカット+IRカットガラス（フロントドア）
マルチリフレクターヘッドランプ
［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）付］
プロジェクター式LEDヘッドランプ（ロービーム）
［ヘッドランプレベライザー（オート）付］
マルチリフレクターハロゲンフォグランプ
オートライト
リヤコンビランプ（LEDストップランプ）

＊1 21,600円高・消費税8%込　＊2 R type S/R type S スマートアシスト αのみ　＊3 G/G スマートアシスト α/GS/GS スマートアシスト αのみ

ファインブルー・
マイカメタリック

ファイアークォーツレッド・
メタリック

シャンパンゴールド・
メタリックⅡ

アーバンナイトブルー
クリスタル・メタリック＊1

プラムブラウンクリスタル・マイカ
＊1＊3

タングステングレー・メタリック
＊2

ブラック・
マイカメタリック

パール・ホワイトⅢ＊1 ブライトシルバー・
メタリック

ライトローズ・マイカメタリック
＊3

※

オーディオレス仕様　注4

G スマートアシスト αのみ GS スマートアシスト αのみ R type S スマートアシスト αのみ

G スマートアシスト αのみ GS スマートアシスト αのみ R type S スマートアシスト αのみ

G/
G スマートアシスト α

G スマートアシスト αのみ GS スマートアシスト αのみ R type S スマートアシスト αのみ
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