


LINE UP

うれしい価格の
エコノミーモデル。

PHOTO：ホワイト
Eのボディカラーはホワイトのみとなります。

うれしい装備が充実の
おすすめモデル。

PHOTO：F コットンアイボリー

快適&エコ装備が充実の
上質モデル。

L / L スマートアシスト / L スマートアシスト α

PHOTO：L 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）

安全と快適さにこだわった
ハイグレードモデル。

PHOTO：スカイブルー

ルミネセントデジタルメーター
&エコドライブアシスト照明
（ブルー&上部／下部）

エコドライブアシスト
ディスプレイ

電動格納式カラード
ドアミラー
（サイドターンランプ付）

UVカット機能付濃色ガラス

オートエアコン（プッシュ式）
／シルバーセンターパネル

リヤシートヘッドレスト SRSサイドエアバッグ 運転席シートリフター&
チルトステアリング

14インチアルミホイール

本革巻ステアリングホイール
（六連星オーナメント付）

キーレスアクセス&
プッシュスタート
（イモビライザー付）

インテグレーテッド
CDプレーヤー&
AM/FMチューナー
（ピアノブラック調オーディオパネル）

ルミネセントデジタルメーター
&エコドライブアシスト照明
（ブルー&上部／下部）

エコドライブアシスト
ディスプレイ※

電動格納式カラード
ドアミラー

UVカット機能付濃色ガラス

マニュアルエアコン
（ダイヤル式）

リヤシートヘッドレスト 14インチアルミホイール

ウレタン
ステアリングホイール
（六連星オーナメント付）

アンサーバック機能付
電波式リモコンドアロック

インテグレーテッド
CDプレーヤー&
AM/FMチューナー

ルミネセントデジタルメーター
&エコドライブアシスト照明
（アンバー&上部）※

鏡面可動式
カラードドアミラー

マニュアルエアコン
（ダイヤル式）

14インチ
フルホイールキャップ

ウレタン
ステアリングホイール
（六連星オーナメント付）

アンサーバック機能付
電波式リモコンドアロック

インテグレーテッド
CDプレーヤー&
AM/FMチューナー

ルミネセントデジタルメーター
&エコドライブアシスト照明
（アンバー&上部）

鏡面可動式ドアミラー

マニュアルエアコン
（ダイヤル式）

14インチスチールホイール
（センターキャップ付）

ウレタン
ステアリングホイール

寒冷地仕様は16,200円高（消費税8%込）

【エコカー減税について】　●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。

　 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。

●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。
●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。　

26-27

〈F スマートアシスト〉（Fに加えて）  ●スマートアシスト 〈F スマートアシスト α〉
（F スマートアシストに加えて） ●スーパーUVカット+IRカットガラス（フロントドア） ●エアクリーンフィルター（花粉除去機能付）

F / F スマートアシスト / F スマートアシスト α
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

寒冷地仕様は16,200円高（消費税8%込）

975,600円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 903,333円

F スマートアシスト α

967,000円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 895,370円F スマートアシスト 

915,500円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 847,685円F

E
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

766,300円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 709,537円E

PHOTO：F

PHOTO：F

PHOTO：L

PHOTO：L

※F スマートアシスト / F スマートアシスト αにはエコドライブアシストディスプレイが装備されます。

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

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

エコカー減税対象

取得税・重量税

免税

G スマートアシスト αには  ●スマートアシスト ●スーパーUVカット+IRカットガラス（フロントドア） ●エアクリーンフィルター（花粉除去機能付） が装備されます。

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）

寒冷地仕様は16,200円高（消費税8%込）

1,213,800円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 1,123,889円

G スマートアシスト α

〈L スマートアシスト〉（Lに加えて）  ●スマートアシスト 〈L スマートアシスト α〉
（L スマートアシストに加えて） ●スーパーUVカット+IRカットガラス（フロントドア） ●エアクリーンフィルター（花粉除去機能付）

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

寒冷地仕様は16,200円高（消費税8%込）

1,088,600円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 1,007,963円

L スマートアシスト α

1,080,000円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 1,000,000円L スマートアシスト 

1,028,500円660cc DOHC
2WD［CVT］ 消費税抜き価格 952,315円L

※L スマートアシスト / L スマートアシスト αには発電状態は表示されません。



LINE UP

うれしい装備が充実の
AWDモデル。

快適&エコ装備が充実の
AWDモデル。

LA / LA スマートアシスト / LA スマートアシスト α

安全と快適さにこだわった
AW Dモデル。

ルミネセントデジタルメーター
&エコドライブアシスト照明
（ブルー&上部／下部）

エコドライブアシスト
ディスプレイ

電動格納式ヒーテッド
カラードドアミラー
（サイドターンランプ付）

UVカット機能付濃色ガラス

オートエアコン（プッシュ式）
／シルバーセンターパネル

リヤシートヘッドレスト SRSサイドエアバッグ 運転席シートリフター&
チルトステアリング

14インチ
フルホイールキャップ

ウレタン
ステアリングホイール
（六連星オーナメント付）

キーレスアクセス&
プッシュスタート
（イモビライザー付）

インテグレーテッド
CDプレーヤー&
AM/FMチューナー
（ピアノブラック調オーディオパネル）

ルミネセントデジタルメーター
&エコドライブアシスト照明
（ブルー&上部／下部）

エコドライブアシスト
ディスプレイ※

電動格納式ヒーテッド
カラードドアミラー

UVカット機能付濃色ガラス

マニュアルエアコン
（ダイヤル式）

リヤシートヘッドレスト 14インチ
フルホイールキャップ

ウレタン
ステアリングホイール
（六連星オーナメント付）

アンサーバック機能付
電波式リモコンドアロック

インテグレーテッド
CDプレーヤー&
AM/FMチューナー

ルミネセントデジタルメーター
&エコドライブアシスト照明
（アンバー&上部）※

鏡面可動式ドアミラー

マニュアルエアコン
（ダイヤル式）

14インチ
フルホイールキャップ

ウレタン
ステアリングホイール
（六連星オーナメント付）

アンサーバック機能付
電波式リモコンドアロック

【エコカー減税について】　●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。

　 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。

●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。
●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。　

28-29

〈FA スマートアシスト〉（FAに加えて）　●スマートアシスト 〈FA スマートアシスト α〉（FA スマートアシストに加えて）　●スーパーUVカット+IRカットガラス（フロントドア） ●エアクリーンフィルター（花粉除去機能付）

FA / FA スマートアシスト / FA スマートアシスト α
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,078,500円660cc DOHC
AWD［CVT］ 消費税抜き価格 998,611円

FA スマートアシスト α

1,069,900円660cc DOHC
AWD［CVT］ 消費税抜き価格 990,648円FA スマートアシスト 

1,018,400円660cc DOHC
AWD［CVT］ 消費税抜き価格 942,963円FA

PHOTO：FA

PHOTO：FA

PHOTO：LA

PHOTO：LA

※FA スマートアシスト / FA スマートアシスト αにはエコドライブアシストディスプレイが装備されます。

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

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

GA スマートアシスト αには  ●スマートアシスト ●スーパーUVカット+IRカットガラス（フロントドア） ●エアクリーンフィルター（花粉除去機能付） が装備されます。

GA スマートアシスト α
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,316,700円660cc DOHC
AWD［CVT］ 消費税抜き価格 1,219,167円

GA スマートアシスト α

〈LA スマートアシスト〉（LAに加えて）　●スマートアシスト 〈LA スマートアシスト α〉（LA スマートアシストに加えて）　●スーパーUVカット+IRカットガラス（フロントドア） ●エアクリーンフィルター（花粉除去機能付）

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,191,500円660cc DOHC
AWD［CVT］ 消費税抜き価格 1,103,241円

LA スマートアシスト α

1,182,900円660cc DOHC
AWD［CVT］ 消費税抜き価格 1,095,278円LA スマートアシスト 

1,131,400円660cc DOHC
AWD［CVT］ 消費税抜き価格 1,047,593円LA

※LA スマートアシスト / LA スマートアシスト αには発電状態は表示されません。
［＊21,600円高・消費税8%込］

スカイブルー
Eを除く全車

コットンアイボリー
Eを除く全車

ライトローズ・マイカメタリック
Eを除く全車

アーバンナイトブルー
クリスタル・メタリック＊

Eを除く全車

シャイニングレッド
Eを除く全車

プラムブラウンクリスタル・マイカ＊

Eを除く全車
ブラック・マイカメタリック

Eを除く全車

ブライトシルバー・メタリック
Eを除く全車

パール・ホワイトⅢ＊
Eを除く全車

ホワイト

BODY COLOR

PHOTO：FA　ブライトシルバー・メタリック

PHOTO：LA　パール・ホワイトⅢ（21,600円高・消費税8%込）

PHOTO：シャイニングレッド



ブラックインテリアパック（メーカー装着オプション）スマートアシスト α専用装備メーカー装着オプション標準装備

EQUIPMENT

2WD[CVT]

車種
GA スマートアシスト α

アイボリー アイボリー
ブラック／
アイボリー

ブラック／
アイボリー アイボリー

ブラック／
アイボリー

ブラック／
アイボリー

Fを除く Lを除く FAを除く LAを除く

電動格納式カラードドアミラー（キーレスアクセス連動）

リヤゲートハンドル

車速感応式

鏡面可動式ドアミラー（手動）

電動格納式カラードドアミラー

ヒーテッドドアミラー

サイドターンランプ付ドアミラー

スーパーUVカット+IRカットガラス（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）

リバース連動リヤワイパー 注1

フロント間けつワイパー

リヤコンビランプ（LEDストップランプ）

ヘッドランプ自動消灯システム

［全車標準装備］ ●UVカットガラス（フロント・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] ●リヤウインドゥデフォッガー

外
装
・
視
界

フロントスポイラー（バンパーフィン付）

フロントメッキグリル

カラードバンパー（フロント・リヤ）

ドアハンドル

ウレタンステアリングホイール

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）

チルトステアリング

ルミネセントデジタルメーター

エコドライブアシスト照明

エコドライブアシストディスプレイ
（外気温・航続可能距離・発電状態表示・節約燃料表示） 注2

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時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費）

ブルー

上部/下部

照明付

メッキプレート付シフトノブ

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）

オートエアコン（プッシュ式）

エアクリーンフィルター

花粉除去機能付

エアベントグリルメッキノブ&メッキリング

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3

操
作
性
・
計
器
盤
・
警
告
灯

盗難警報装置 注5

集中ドアロック（リヤゲート連動）

［全車標準装備］ ●電動パワーステアリング ●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（前席スイッチ照明付・運転席反転装置付） ●インパネアクセサリーソケット（12V）

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4

オーディオレス仕様（スピーカーは装備されません） 注7

インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー［CD-R/RW
対応&フロントドア10cmスピーカー＋AUX（外部入力）端子付］ 注6

4スピーカー（フロントドア内蔵16cm&リヤドア内蔵16cm）

ピラーアンテナ　

オ
ー
デ
ィ
オ

フロント上級シート表皮

ブラックシート（フロント上級シート表皮）

フロントセパレートシート

運転席シートリフター

可倒式リヤシート

フロントシートヘッドレスト

リヤシートヘッドレスト

シ
ー
ト

内
装

インストルメントパネル色

FA/
FA スマートアシスト/
FA スマートアシスト α

無塗装ブラック

アンバー

上部

照明付

F/
F スマートアシスト/
F スマートアシスト α

カラード

アンバー

上部

照明付

E

無塗装ブラック

無塗装ブラック無塗装ブラック

アンバー

上部

L/
L スマートアシスト/
L スマートアシスト α

車速感応式

ブルー

上部/下部

照明付

AWD[CVT]

LA/
LA スマートアシスト/
LA スマートアシスト α

車速感応式

ブルー

上部/下部

照明付

G スマートアシスト α GA スマートアシスト α
FA/

FA スマートアシスト/
FA スマートアシスト α

F/
F スマートアシスト/
F スマートアシスト α

E
L/

L スマートアシスト/
L スマートアシスト α

LA/
LA スマートアシスト/
LA スマートアシスト α

G スマートアシスト α

2WD[CVT]

車種

AWD[CVT]

シルバーシルバー シルバー シルバーシルバー

無塗装ブラックカラード無塗装ブラック

カラードカラード カラードカラード

車速感応式

ブルー

上部/下部

照明付

ピアノブラック調オーディオパネル

シルバーセンターパネル

メッキインナードアハンドル

［全車標準装備］ ●サンバイザー〈バニティミラー（運転席/助手席）&チケットホルダー（運転席）付〉 ●格納式アシストグリップ（助手席） ●ルームランプ ●フットレスト

センターコンソールトレイ（カップホルダー付）

センターコンソールボックス（リヤ）

インパネロアポケット

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

［全車標準装備］ ●フロントドアポケット ●リヤドアポケット&ボトルホルダー ●グローブボックス ●フロントショッピングフック

ポ
ケ
ッ
ト
エ
リ
ア

14インチフルホイールキャップ&155/65R14タイヤ

14インチスチールホイール（センターキャップ付）&155/65R14タイヤ

14インチアルミホイール&155/65R14タイヤ

足
回
り

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） ※

安
全
装
備

エマージェンシーストップシグナル

［全車標準装備］ ●LEDハイマウントストップランプ ●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

4センサー4チャンネルABS（EBD付）

SRSサイドエアバッグ

デュアルSRSエアバッグ

●ブラックインテリアパック（メーカー装着オプション）
本革巻ステアリングホイール（六連星オーナメント付）、4スピーカー（フロントドア&リヤドア）、ブラックシート（フロント上級シート表皮）、
ピアノブラック調オーディオパネル、助手席シートアンダートレイ

※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、リバース連動リヤワイパーとリヤヒーターダクトが装備されます。
注2：スマートアシスト搭載車には発電状態表示の設定はございません。
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4：国土交通省認可品です。
注5：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6：一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。
注7：オーディオスペースは、ワイドサイズ（200mm）対応となります。オーディオなどの取付の際は、別途取付部品が必要となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■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 ■プレオ プラスのAWDシステムは、フルタイムAWDです。

アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック

Fを除く FAを除く

30-31

クリアクリスタル クリアクリスタル クリアクリスタル クリアクリスタル クリアクリスタル クリアクリスタル クリアクリスタル



●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。 ■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。 

エンジン

ECOLOGY

AWD
CVT

AWD
CVT

AWD
CVT

2WD
CVT

2WD
CVT

2WD2WD
CVTCVT

DOHC

G スマートアシストα
FA/

FA スマートアシスト/
FA スマートアシストα

LA/
LA スマートアシスト/

LA スマートアシストα
GA スマートアシストαE

F/
F スマートアシスト/
F スマートアシストα

L/
L スマートアシスト/
L スマートアシストα

G スマートアシストα
FA/

FA スマートアシスト/
FA スマートアシストα

LA/
LA スマートアシスト/
LA スマートアシストα

GA スマートアシストαE
F/

F スマートアシスト/
F スマートアシストα

L/
L スマートアシスト/
L スマートアシストα

スバル・DBA-LA300F スバル・DBA-LA310F

車種

車名・型式

3395×1475×15003395×1475×1490
1920×1350×1240 1920×1350×1240 2000×1350×12402000×1350×1240

2455
1305 1300

12651295
140 150
730

950
4

790

1010
4.4

32.235.2

オルタネータ回生制御/アイドリングストップ装置/可変バルブタイミング/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 

トーションビーム式コイルスプリング

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

ディスク
3リンク式コイルスプリング

リーディングトレーリング
機械式後2輪制動

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）

前
後

トレッド（mm）

最低地上高（mm）
車両重量（kg）
乗車定員（名）

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

ステアリング歯車形式

寸
法
・
重
量

性
能

諸
装
置

サスペンション

ブレーキ
後

後輪
前輪

前

駐車ブレーキ形式

車両総重量（kg）

KF型

直列3気筒 DOHC 12バルブ
63.0×70.4

658
12.2

36［49］/6800
57［5.8］/5200

EGI（電子制御燃料噴射装置）
3430

無鉛レギュラーガソリン

内径×行程（mm）
総排気量（cc）

型式・種類

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

フルタイムAWD（4輪駆動）2WD（前2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
4.272

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

トランスミッション

■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。■「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

■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。■CO2排出量は燃費からの換算値です。■自工会目標適用除外部品 ＊1：鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外） ＊2：ナビゲーション等の液晶
ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）

カドミウム
六価クロム
水銀

鉛

材質表示
再生材の使用リサイクル

環境負荷
物質使用
状況等

リサイクルし易い材料の使用
カドミウム
六価クロム
水銀　＊2環境負荷

物質の
削減

鉛　＊1
車室内VOC

エアコン冷媒の種類、使用量

車両型式

エンジン

燃料種類

駆動装置

車両重量（kg）

グレード名

加速騒音規制値（dBA）
適合規制

騒音

基準値
NOx（g/km）
NMHC（g/km）
CO（g/km）

排出
ガス

低排出ガス車認定レベル
試験モード

燃料
消費率

燃費値（km/ℓ）（国土交通省審査値）
CO2排出量（g/km）
平成27年度燃費基準達成レベル
適合規制

環境仕様書

変速機
駆動方式

総排気量（cc）
種類

エンジン型式

2WD
CVT

DBA-LA300F

730
35.2
66

DBA-LA310F

AWD
CVT
790

72
32.2

プレオ プラス

KF型
658

DOHC 12バルブ
無鉛レギュラーガソリン

＋20%達成 ＋20%達成
平成17年規制

平成17年基準 75％低減
JC08CH

1.15
0.013
0.013

平成10年規制
76

代替フロンHFC134a、300g
自工会目標達成（厚生労働省指針以下）

自工会2006年目標達成（1996年比1/10 以下）
自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止)
自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止)
自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止)

インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、ガラスラン、ルーフモール、フロント・リヤバンパー等
エンジンアンダーカバー、フェンダーエクステンション、リヤホイールハウスライナー等

あり
使用部品：電子基板、電子部品のはんだ、圧電素子等

代替済み部品：ホイールバランサー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホース、軸受/ベアリング等

液晶ディスプレイに使用
廃止済み
廃止済み

環
境
性
能
情
報

車
両
情
報

環
境
へ
の
取
り
組
み

●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。

全車

リサイクル預託金
合計

エアバッグ類料金
2,050円

フロン類料金
1,950円

情報管理料金
130円

資金管理料金

380円 7,700円
シュレッダーダスト料金

3,190円

車種

■ リサイクル料金表

SPECIFICATIONS

32-33

3面図
単位 ： mm

G スマートアシスト α

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために
SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立する
ための取り組みを積極的に行っています。

車室内VOC＊の低減　　鼻、のどなどへの刺激の原因とされる
ホルムアルデヒド等のVOCを低減するために、内装部品に
使用する素材や接着剤を見直すことで、その放出量を抑制し、
厚生労働省が定めた室内濃度指針値以下としました。　
＊VOC＝Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）

環境負荷物質の低減　　廃棄時に漏出する恐れがある環境
負荷物質（鉛、水銀、六価クロム、カドミウム）の削減は、自工
会の目標を達成しています。

グリーン購入法に適合　プレオ プラス全車は「グリーン購入法＊

特定調達物品等の判断基準」に適合しています。
＊「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」

全車 全車

トレッド1,295

全
高

1,
49

0

室内幅1,350

トレッド1,305

全幅1,475

最低地上高140

室内長2,000

室
内
高

1,
24

0

ホイールベース2,455
全長3,395
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