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LINE UP

2WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

1,684,800円
消費税抜き価格 1,560,000円

4WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

1,904,040円
消費税抜き価格 1,763,000円

PHOTO: G スマートアシスト（2WD）　ファインブルー・マイカメタリックPHOTO: L スマートアシスト（2WD）　パール・ホワイトⅢ（32,400円高・消費税8％込）

＊1. ステアリングスイッチ（スポーツモード切替）付　●写真は撮影用に点灯しています。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。 　 この仕様はお断りなく変更する場合があります。 ※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。

STANDARD EQUIPMENTSTANDARD EQUIPMENT

G
スマートアシスト

2WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

1,528,200円
消費税抜き価格 1,415,000円

4WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

1,752,840円
消費税抜き価格 1,623,000円

L
スマートアシスト

2WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

1,890,000円
消費税抜き価格 1,750,000円

GS
スマートアシスト

14インチ
フルホイールキャップ＆
165/65R14タイヤ

メッキフロントグリル
（ダークメッキ）

ハロゲンヘッドランプ
（マニュアルレベリング機能付）

14インチ
フルホイールキャップ＆
165/65R14タイヤ

メッキフロントグリル
（ダークメッキ）

ハロゲンヘッドランプ
（マニュアルレベリング機能付）

LEDヘッドランプ
（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・

LEDクリアランスランプ付）

LEDフォグランプ
（LEDライナー付）

LEDリヤコンビランプ
（テールランプ/ストップランプ）

単眼メーター LCDマルチインフォメーション
ディスプレイ

・センタークラスターパネル
・マニュアルエアコン
（ダイヤル式）

ウレタン3本スポーク
ステアリングホイール

（六連星オーナメント加飾付）

衝突回避支援システム
スマートアシストⅡ

LEDリヤコンビランプ
（テールランプ/ストップランプ）

ルミネセントメーター
（2眼）

TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ

・センタークラスターパネル（ピアノブラック調）
・オートエアコン（プッシュ式/シルバーパネル）

ウレタン3本スポーク
ステアリングホイール

（六連星オーナメント/シルバー加飾付）

クルーズコントロール 衝突回避支援システム
スマートアシストⅡ
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LINE UP

STANDARD EQUIPMENT

PHOTO： カスタムRS スマートアシスト（2WD）　プラムブラウンクリスタル・マイカ（32,400円高・消費税8％込）

2WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

1,941,840円
消費税抜き価格 1,798,000円

4WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

2,138,400円
消費税抜き価格 1,980,000円

R
スマートアシスト

2WD
メーカー希望小売価格
（消費税8%込）

2,071,440円
消費税抜き価格 1,918,000円

RS
スマートアシスト

カスタム カスタム

＊1. ステアリングスイッチ（スポーツモード切替）付　●写真は撮影用に点灯しています。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。 　 この仕様はお断りなく変更する場合があります。 ※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。

15インチ
アルミホイール＆
175/55R15タイヤ

3D（クリアタイプ）
LEDリヤコンビランプ

（テールランプ/ストップランプ）

専用ルミネセントメーター
（2眼）

TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ

・センタークラスターパネル
（ピアノブラック/シルバー加飾付）

・オートエアコン（プッシュ式/ピアノブラックパネル）

革巻3本スポーク
ステアリングホイール

（六連星オーナメント/シルバー加飾付）

クルーズコントロール 衝突回避支援システム
スマートアシストⅡ

14インチ
アルミホイール＆
165/65R14タイヤ

・専用カラードバンパー（フロント）
・専用メッキフロントグリル
・フロントアンダースポイラー

メッキバックドア
ガーニッシュ

専用LEDヘッドランプ
（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・

LEDクリアランスランプ付）

専用LEDフォグランプ
（LEDライナー付）
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COLOR

OPTION

MONOTONE
（全車）

＊2. 2トーン：86,400円高・消費税8％込
＊3. 2トーン：54,000円高・消費税8％込

■写真の1～9はG スマートアシスト、10～12はカスタムRS スマートアシスト。
■写真はイメージで、印刷のインクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

＊1. 32,400円高・消費税8％込

TWO TONE 
（カスタム専用）

12 ブラック/
インペリアルゴールドクリスタル・メタリック＊210 ブラック/

レーザーブルークリスタルシャイン＊2 11 ブラック/
マゼンタベリー・マイカメタリック＊3

3 ブラック・マイカメタリック2 ブライトシルバー・メタリック1 パール・ホワイトⅢ＊1

7 フレッシュグリーン・メタリック

5 ファインブルー・マイカメタリック4 プラムブラウンクリスタル・マイカ＊1

9 インペリアルゴールドクリスタル・メタリック＊18 レーザーブルークリスタルシャイン＊1

6 マゼンタベリー・マイカメタリック

イルミネーションパッケージ

フットイルミ＋インパネアッパートレイイルミ センターフロアトレイイルミセンターフロアトレイイルミ

気がきく4つの照明。

フットイルミ（運転席/助手席）/インパネアッパートレイイルミ（助手席）
/センターフロアトレイイルミ
フットイルミはドアの開閉に連動し点灯。インパネアッパートレイイルミとセンターフロ
アトレイイルミは、インパネ下部のスイッチでON・OFFが可能です。

■カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストに標準装備。　■写真の色や照度は実際とは異なります。

コンフォートパッケージ

シートバックテーブルシートバックテーブル シートヒーター

ますます、部屋のように快適。

シートバックテーブル［ショッピングフック・ボトルホルダー2個付］
（運転席/助手席）
飲み物や食べ物を気軽に置けるテーブルを2つ用意しました。車内での休憩も快
適です。

シートヒーター（運転席/助手席）
座面と背もたれをすばやく温めるシートヒーターを内蔵。身体を直接温めることがで
きます。

■4WD車およびカスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストは標準装備。G スマートアシスト（2WD）、GSスマートアシストはメーカー装着オプション。

パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ

運転をさらに便利に、直感的に。

パノラミックビューモニター（フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ）
車両の前後左右に搭載した4つのカメラから取り込んだ映像を合成し、クルマを真
上から見ているような映像をTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示
します。

ステアリングスイッチ（オーディオ操作）
ナビに視線を移さず、ステアリングから手を離さず、運転に集中したまま手元でオー
ディオを操作できます。

■Gスマートアシスト、GSスマートアシストにメーカー装着オプション。カスタムRスマートアシスト、カスタムRSスマートアシストに標準装備。パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージは純正以外のナビゲーショ
ンシステムを装着した場合の動作保証は致しかねます。　■ナビ本体は含まれません。別途、ディーラー装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 　［パノラミックビューモニター］■サイドアンダーミラーは非装
着となり、カメラ（左右）付となります。 ■カメラ画像はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。ディーラー装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合はナビ画像に表示されます。　■字光
式ナンバープレートは装着できません。　［バックカメラ］■カメラが映しだす範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。  ［ステアリングスイッチ］■ステアリングスイッチは、ディーラー装着オプションの
ナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。

バックカメラ ステアリングスイッチステアリングスイッチ



車　　　種
カスタムRS

スマートアシスト
カスタムR

スマートアシスト
GS

スマートアシスト
G

スマートアシスト
L

スマートアシスト

2WD / 4WD2WD / 4WD 2WD / 4WD 2WD2WD

■ 外装・視界
カラードバンパー（フロント） 
カラードバンパー（リヤ） 
メッキフロントグリル 
メッキバックドアガーニッシュ 
フロントアンダースポイラー 
電動格納式カラードドアミラー（キーレスアクセス連動） 
サイドアンダーミラー（助手席側） 
ドアミラーターンランプ 
スーパーUV＆IRカット機能付ガラス（フロントクォーター/フロントドア） 
UVカット機能付ガラス（フロントクォーター/フロントドア） 
ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付） 
LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム･オートレベリング機能･LEDクリアランスランプ付） 
LEDフォグランプ（LEDライナー付） 
LEDリヤコンビランプ（テールランプ/ストップランプ） 
フロント間欠ワイパー 
ピラーブラックアウト 
［全車標準装備］　●エンジンアンダーカバー　●ルーフスポイラー　●シルバードアハンドル　●UV＆IRカット機能付（フロント）　●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）　
●リヤ間欠ワイパー（リバース連動）　●リヤウインドゥデフォッガー    
   
■ 操作性・計器盤・警告灯
　　　　　　　　　　　　ウレタン3本スポーク（六連星オーナメント加飾付）
ステアリングホイール　　 ウレタン3本スポーク（六連星オーナメント/シルバー加飾付）
　　　　　　　　　　　　革巻3本スポーク（六連星オーナメント/シルバー加飾付）

ステアリングスイッチ
　　　マルチインフォメーション操作

　　　　　　　　　　　　スポーツモード切替

インパネセンターシフト
　　ウレタン

　　　　　　　　　　　　本革（シルバー加飾付）
メッキシフトレバーボタン 
単眼メーター 
ルミネセントメーター（2眼） 
エコインジケーター 
LCD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･航続可能距離・
外気温･スマートアシスト故障/停止警告など〉 
TFTカラー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･航続可能距離・外気温･
スマートアシスト故障/停止警告･ガソリン節約量･メンテナンス情報･時計モード/
カレンダーモード/エコキャラモードなど〉
パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ［フロントカメラ、
サイドカメラ、バックカメラ、ステアリングスイッチ（オーディオ操作）］
〈トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/レフト&ライトサイドビュー/
トップ&リヤビュー/レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー〉

アクセサリーソケット 注8  
　フロント

　　　　　　　　　　　　カーゴルーム（右側）
オートエアコン（プッシュ式） 
マニュアルエアコン（ダイヤル式） 
パワースライドドア　　　　　　　　　　　　　　　    左側
（ワンタッチオープン・予約ロック・挟み込み防止機能付）　右側
スライドドアイージークローザー（左右） 
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（運転席/助手席/リヤゲート）］ 
イモビライザー（国土交通省認可品） 
クルーズコントロール 
シートヒーター（運転席/助手席） 
クリーンエアフィルター 
リヤヒーターダクト 
［全車標準装備］　●フットパーキングブレーキ　●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー　●燃料残量警告灯　●衝撃感知式フューエルカットシステム　●電動パワーステアリング　
●パワーウインドゥ（運転席挟み込み防止機構/全席スイッチ照明付）　●集中ドアロック（全ドア連動）　●ワンタッチ機能付方向指示スイッチ　●オートライト　●チルトステアリング　●フューエルリッドオープナー
●シートベルﾄ締め忘れ警告灯（全席）    
    
■ オーディオ
オーディオレス（16cmフロントスピーカー付）
リヤスピーカー
フロントツィーター
［全車標準装備］　●ルーフアンテナ（可倒式）

■ シート
シート表皮（ファブリック)
フロントセパレートシート
フロントセンターアームレスト（運転席）
シートリフター（運転席）

リヤシート機構（6:4分割可倒式）
　　左右分割ロングスライド（240mm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　左右分割70度リクライニング/格納（カーゴルーム側スライドレバー付）
［全車標準装備］　●フロントシートウォークスルー　●フロントシートヘッドレスト　●リヤシートヘッドレスト   
    

ダークメッキ ダークメッキ

注1

車速感応式

★A

シルバーパネル

ダークメッキ

注1

車速感応式

★A

シルバーパネル

★B

カスタム専用

カスタム専用

カスタム専用
カスタム専用

3D（クリアタイプ）
車速感応式

カスタム専用

ピアノブラックパネル

カスタム専用（撥水加工）

カスタム専用

カスタム専用

カスタム専用
カスタム専用

3D（クリアタイプ）
車速感応式

カスタム専用

ピアノブラックパネル

カスタム専用（撥水加工）

注2

　

注3

 
注1 注3 注4 注5 注6 注7

注9

4WD

4WD
4WD

2WD ★B 4WD

4WD

4WD

4WD 4WD 4WD

2WD ★B 4WD

EQUIPMENT

■スマートアシストはダイハツ工業株式会社の登録商標です。

パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージを選択した場合、サイドアンダーミラー
は装着されません。  
ボディカラーのブラック・マイカメタリックを選択した場合、ボディ同色となります。 
パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージを選択した場合、カメラ映像はTFTカ
ラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。尚、ディーラー装着オプションのナビを
選択した場合はナビ画面に表示されます。  
字光式ナンバープレートは装着できません。  
パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージは純正以外のナビゲーションを装着した
場合の動作保証は致しかねます。
ステアリングスイッチ（オーディオ操作）は、ディーラー装着オプションのナビゲーションシステムを装
着した場合に操作可能となります。
パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージにナビゲーションシステムは含まれませ
ん。ディーラー装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場
合があります。詳しくは販売店におたずねください。
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。

オプションコード
コンフォートパッケージ
パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ
LEDヘッドランプ
SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンエアバッグ

注1.

注2.
注3.

注4.
注5.

注6.

注7.

注8.

注9.

SRSサイドエアバッグ（運転席/助手席）&SRSカーテンエアバッグ（前後席）を選択した場合、アシス
トグリップは運転席にも装着されます。
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リヤ左右席でご使用ください。
 寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。 

パノラミックビューモニター（フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ）とステアリングスイッチ
（オーディオ操作）は『パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ』としてセットで
メーカー装着オプションとなります。
シートバックテーブル（運転席/助手席）とシートヒーター（運転席/助手席）は『コンフォートパッケー
ジ』としてセットでメーカー装着オプションとなります。  

注10.

注11.

注12.

★A

★B

メーカー装着オプション標準装備

カスタムRS
スマートアシスト

カスタムR
スマートアシスト

GS
スマートアシスト

G
スマートアシスト

L
スマートアシスト

2WD / 4WD2WD / 4WD 2WD / 4WD 2WD2WD

左側

オレンジ

左右

オレンジ

左右

★B

オレンジ

左右

ファブリック（シルバー加飾付）

テックブルー

左右

ファブリック（シルバー加飾付）

テックブルー

注10

注10

注12

メーカー装着オプション標準装備

車　　　種

■ 内装
メッキインナードアハンドル
　　　　　　　　　　　　　　　ピアノブラック（シルバー加飾付）
センタークラスターパネル　　　ピアノブラック調材着　
　　　　　　　　　　　　　　　材着
サイドエアコンレジスター（シルバー加飾付）
メッキエアコンレジスターノブ
後席ステップランプ

デッキサイドランプ
　　　　　　 左側

　　　　　　　　　　　　　　　右側（スイッチ付）
イルミネーションパッケージ
［フットイルミ（運転席･助手席）/インパネアッパートレイイルミ（助手席）/センターフロアトレイイルミ］
ドアトリム
シートバックテーブル［ショッピングフック・ボトルホルダー2個付］（運転席/助手席）
アシストグリップ（助手席/後席左右）
多機能デッキボード（防汚シート付）
［全車標準装備］　●フロントマップランプ　●ルームランプ　●カーゴルームランプ　●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）］　●防眩ルームミラー　
●大型乗降用アシストグリップ（チャイルドグリップ付）　●フットレスト　●格納式リヤドアサンシェード

■ ポケットエリア
シートアンダートレイ（助手席）
脱着式大型センターダストボックス
シートバックポケット（助手席）
カーゴルームアンダーボックス
インパネアッパートレイ（助手席）
［全車標準装備］　●回転式カップホルダー（運転席/助手席）　●ドアポケット&ボトルホルダー（フロント）　●トレイ式デッキサイドトリムポケット&ボトルホルダ－　●ショッピングフック（フロント・カーゴルーム）
●ツールボックス（助手席足元）　●インパネセンターポケット　●センターフロアトレイ　●グローブボックス（助手席）　●フロントドアプルハンドルポケット（運転席・助手席）

■ 足回り・メカニズム
15インチアルミホイール&175/55R15タイヤ
14インチアルミホイール&165/65R14タイヤ
14インチフルホイールキャップ&165/65R14タイヤ
リヤスタビライザー
［全車標準装備］　●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ　●フロントスタビライザー　●スペアタイヤレス&タイヤパンク修理キット　●アイドリングストップ機能

■ 安全装備
衝突回避支援システム スマートアシストⅡ
〈衝突回避支援ブレーキ機能、衝突警報機能（対車両・対歩行者）、車線逸脱警報機能、
誤発進抑制制御機能（誤発進抑制制御機能、後方誤発進抑制制御機能）、先行車発進お知らせ機能〉
デュアルSRSエアバッグ（運転席/助手席） 
SRSサイドエアバッグ（運転席/助手席）&SRSカーテンエアバッグ（前後席）
［リヤシートベルト（左右席）プリテンショナー&ロードリミッター付］ 
ABS（EBD機能付） 
VDC［ビークルダイナミクスコントロール］ 
エマージェンシーストップシグナル
[全車標準装備]　●ハイマウントストップランプ（大型導光式LED）　●ヒルホールドシステム　●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（全席）
●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11　●ブレーキアシスト

■ 地域仕様
寒冷地仕様（ヒーテッドドアミラー/ウインドシールドディアイサー/室内補助ヒーター)   

メーカー装着オプション標準装備

グレード

XH

2WD

AC

4WD
G スマートアシストL スマートアシスト カスタムRS スマートアシスト

2WD

JH KHJH KH JC KC

2WD 4WD
カスタムR スマートアシストGS スマートアシスト

FH GH HH

2WD

XH CH DH EH AC BC DC EC

2WD 4WD

■ メーカー装着オプション組み合わせ表

42-43

■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ています。



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、トルエン等の
揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直す
ことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質
の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。
＊VOC＝Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）

生産における環境負荷の低減
SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッ
ション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、
水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上
リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

注1： GWP=Global Warming Potential（地球温暖化係数）　
注2： 改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150 以下（乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）にすることを求められております。
■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。　■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）　■CO2排出量は燃費からの換算値です。

駆動装置

車両重量（kg）

燃料
消費率

平成17年規制
平成17年基準75%低減

JC08CH
排出ガス

1.15

0.013

0.013

騒音
平成28年規制

燃費値（km/ℓ） 
（国土交通省審査値）

適合規制
低排出ガス車認定レベル
試験モード

基準値
CO（g/km）
NMHC（g/km）
NOx（g/km）

適合規制
加速騒音規制値（dBA） 72

エアコン冷媒の種類（GWP値 注1）/使用量 HFC134a（1430 注2）/380g
車室内VOC 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（96年比1/10以下）
自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）環境負荷

物質の
削減 自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止）

鉛  ＊1
水銀  ＊2
六価クロム
カドミウム 自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）

フロント＆リヤバンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュなど
リサイクル フェンダーエクステンション、エンジンアンダーカバー、ダッシュパネルインシュレータなど

材質表示 あり

リサイクルし易い材料を使用した部品
再生材の使用

鉛 使用部品：電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子
水銀環境負荷

物質使用
状況等

全廃済み
六価クロム 全廃済み
カドミウム 全廃済み

グレード名

車両型式

エンジン
種類

エンジン型式
総排気量（cc）

燃料種類

変速機
駆動方式

燃費基準達成レベル

CO2排出量（g/km）

スバル・DBA-M900F

1KR-VET1KR-FE1KR-VET1KR-FE

996

1.0ℓ 直列3気筒DOHC
インタークーラー付ターボ

1.0ℓ 直列3気筒DOHC
インタークーラー付ターボ

1.0ℓ 直列3気筒
DOHC

1.0ℓ 直列3気筒
DOHC

1.0ℓ 直列3気筒
DOHC

無鉛レギュラーガソリン
4WD2WD

1KR-FE
996

無鉛レギュラーガソリン

CVT

平成32年度達成

CVT

スバル・DBA-M910F

1,1001,0801,1001,070 1,130

21.824.621.824.6 22.0

1069410694 106

ジャスティ

環
境
性
能
情
報

環
境
へ
の
取
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。

リサイクル預託金
車　種 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

資金管理
料金

合　　計

全　車 5,850円 1,900円 1,750円 130円 290円 9,920円

●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。
　  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。

■ リサイクル料金表

SPECIFICATIONS ECOLOGY

4面図（カスタムRS スマートアシスト） 単位 ： mm

44-45

■ 環境仕様書

72［98］/
6,000

直列3気筒
DOHC
インター
クーラー付
ターボ

カスタムRS
スマートアシスト

カスタムR
スマートアシスト

GS
スマートアシスト

G
スマートアシスト

L
スマートアシスト

カスタムR
スマートアシスト

G
スマートアシスト

L
スマートアシスト

カスタムRS
スマートアシスト

カスタムR
スマートアシスト

GS
スマートアシスト

G
スマートアシスト

L
スマートアシスト

カスタムR
スマートアシスト

G
スマートアシスト

L
スマートアシスト

1,100 1,130

1,375 1,405

21.8 22.0

2WD 4WD

車　　　種

車名・型式

■ 寸法・重量・定員
全長×全幅（ｍｍ） 3,715×1,670 3,715×1,670

1,7351,735

130

5

130

5

2,180×1,480×1,355

スバル・DBA-M900F スバル・DBA-M910F

1,465×1,445

4.6

1KR-VET 1KR-FE

9.5 12.5

2,180×1,480×1,355

2,490 2,490

3,700×1,670 3,700×1,670
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）

可変バルブタイミング、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、充電制御

可変バルブタイミング、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、充電制御

主要燃費向上対策

ラック＆ピニオン

直列3気筒DOHC

51［69］/6,000

140［14.3］/
2,400-
4,000

92［9.4］/4,400

ラック＆ピニオン

71.0×83.9 71.0×83.9

996 996

■ 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

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

マクファーソンストラット式コイルスプリング/
トレーリングリンク車軸式コイルスプリングサスペンション［前輪／後輪］

ベンチレーテッドディスク/
リーディングトレーリング式ドラム

ベンチレーテッドディスク/
リーディングトレーリング式ドラム

電子制御式燃料噴射装置電子制御式燃料噴射装置

ブレーキ［前/後］

機械式機械式駐車ブレーキ型式（後2輪制動）

■ エンジン

型式・種類

内径×行程（ｍｍ）
総排気量（ｃｃ）
圧縮比

燃料供給装置
3836燃料タンク容量（ℓ）

無鉛レギュラーガソリン無鉛レギュラーガソリン燃料種類

最高出力［ネット］ ［kW（PS）/rpm］

最大トルク［ネット］ ［N･m（kgf･m）/rpm］

2.386～0.426 3.327～0.628

2.505～1.736 2.230

CVT CVT
■ トランスミッション
変速機形式

変速比（前進）

変速比（後退）

直列3気筒
DOHC
インター
クーラー付
ターボ

72［98］/
6,000

1,100

1,375

4.7

21.8

1,455×1,465

1KR-VET

9.5

140［14.3］/
2,400-
4,000

2.386～0.426

2.505～1.736

5.0795.079

1,080

1,355

24.6

1KR-FE

12.5

直列3気筒
DOHC

51［69］/6,000

92［9.4］/4,400

3.327～0.628

2.230

5.105

1,070

4.6

1,345

24.6

1,465×1,475

1KR-FE

12.5

直列3気筒DOHC

51［69］/6,000

92［9.4］/4,400

3.327～0.628

2.230

5.105 5.105減速比

■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。
■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。　
■ジャスティ、JUSTY、EyeSight、アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。DVVTはダイハツ工業（株）の商標です。
■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

（全車） （全車）

※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。

（
全
幅
）1
,6
70

1,
48
0

1,455 1,465

（
全
高
）1
,7
35

49
5

49
5 1,
24
5 1,
35
5

2,490
（全長）3,715

2,180




