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全車対象



Lスマートアシスト

メーカー希望小売価格（消費税8％込）

660cc DOHC CVT 2WD

660cc DOHC CVT 4WD

1,285,200円

1,414,800円

主な標準装備 主な標準装備

Gスマートアシスト

LINE UP : CHIFFON

●スマートアシストⅢ　●ミラクルオープンドア　●ルーフスポイラー　●ヒーテッドドアミラー（4WD）　●サイドアンダーミラー（助手席）
●UVカット機能付ガラス（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）　●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ
●ウレタンステアリングホイール　●単眼ルミネセントメーター　●マルチインフォメーションディスプレイ　●集中ドアロック（全ドア連動）　
●走行モード切替ステアリングスイッチ　●ブラウン／撥水加工ファブリックシート　●運転席シートヒーター（4WD）　●分割可倒式リクライニングリヤシート
●デュアルSRSエアバッグ　●コーナーセンサー（リヤ2個）　●ABS（EBD付）　●VDC　●寒冷地仕様

アンサーバック機能付
電波式リモコンドアロック

マニュアルエアコン 格納式リヤドアサンシェード 格納式リヤドアサンシェード14インチフルホイールキャップ

助手席テーブルモード リヤアンダーミラー（室内付） 電動格納式カラードドアミラー UV&IRカット機能付ガラス
（フロントウインドゥ）

●スマートアシストⅢ　●オートライト　●スライドドアイージークローザー（左右）　●チルトステアリング　●メッキシフトレバーボタン　
●イモビライザー　●スーパークリーンエアフィルター　●運転席シートヒーター　●運転席シートリフター　●プレミアムシャインブラックインパネセンタークラスター
●シルバーインパネ加飾パネル

キーレスアクセス&
プッシュスタート

オートエアコン 14インチフルホイールキャップ

パワースライドドア（左側） リヤアンダーミラー（室内付） 電動格納式カラードドアミラー
（キーレスアクセス連動）

スーパーUV&IRカット機能付ガラス
（フロントドア）

PHOTO：2WD　
プラムブラウンクリスタル・マイカ（27,000円高・消費税8%込）

取得税 80% 
重量税 75% 

エコカー減税対象
環境対応車普及促進税制適合

取得税 80% 
重量税 75% 

エコカー減税対象
環境対応車普及促進税制適合

●適用期間：自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日新車届出分まで。●自動車取得税、自動車重量税は新車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。

●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。

【エコカー減税について】

消費税抜き価格 1,190,000円

消費税抜き価格 1,310,000円

メーカー希望小売価格（消費税8％込）

660cc DOHC CVT 2WD

660cc DOHC CVT 4WD

1,420,200円

1,544,400円
PHOTO：2WD　パール・ホワイトⅢ（27,000円高・消費税8％込）

消費税抜き価格 1,315,000円

消費税抜き価格 1,430,000円

撮影用の小物は商品には含まれません

全車スマートアシストⅢ搭載（ハイビームアシスト付）
※スマートアシストⅢの詳細はP24-25をご覧ください。
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660cc DOHC TURBO CVT 2WD

660cc DOHC TURBO CVT 4WD

メーカー希望小売価格（消費税8％込）

1,749,600円

1,873,800円
PHOTO：2WD　ブライトシルバー・メタリック
ナビアップグレードパック装着車

消費税抜き価格 1,620,000円

消費税抜き価格 1,735,000円

全車スマートアシストⅢ搭載（ハイビームアシスト付）

メッキフロントグリル LEDヘッドランプ リヤコンビランプ  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

メッキシフトレバーボタン プレミアムシャインブラックインパネ
センタークラスター

プレミアムシャインブラック&
ファブリックドアアームレスト

●スマートアシストⅢ　●大型エアロバンパー　
●カスタム専用ルーフスポイラー　●サイドシルスポイラー　
●大型リヤゲートガ―ニッシュ（メッキ）　
●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付）　●LEDフォグランプ
●3眼ルミネセントメーター（タコメーター付）
●パワースライドドア（左側）　●ナビアップグレードパック　
●ブラックファブリックシート　●SRSサイドエアバッグ

Rスマートアシスト

RS L imi tedスマートアシスト

主な標準装備

LINE UP : CHIFFON CUSTOM

メッキフロントグリル（ダークメッキ） ダークメッキLEDヘッドランプ ダークメッキリヤコンビランプ R Limited専用14インチ
アルミホイール

15インチアルミホイール

ウレタンステアリングホイール

メッキシフトレバーボタン プレミアムシャインディープ
ブルー（マーブル柄）インパネ
センタークラスター

プレミアムシャインディープ
ブルー（マーブル柄）&Limited専用
ファブリックドアアームレスト

●スマートアシストⅢ　●Limited専用大型エアロバンパー　
●フロントウインドゥトップシェード　●LEDライナー
●パワースライドドア（左側）　●ナビアップグレードパック
●Limited専用ファブリック／
ソフトレザー調シート（シルバーステッチ）

主な標準装備

メッキフロントグリル（ダークメッキ） ダークメッキLEDヘッドランプ ダークメッキリヤコンビランプ 本革巻ステアリングホイール

本革巻インパネセンター
シフト（メッキシフトレバーボタン付）

プレミアムシャインディープ
ブルー（マーブル柄）インパネ
センタークラスター

プレミアムシャインディープ
ブルー（マーブル柄）&Limited専用
ファブリックドアアームレスト

●スマートアシストⅢ　
●DOHC 12バルブ インタークーラーターボ　
●Limited専用大型エアロバンパー
●パワースライドドア（両側）
●Limited専用ファブリック／
ソフトレザー調シート（シルバーステッチ）

主な標準装備

メーカー希望小売価格（消費税8％込）

660cc DOHC CVT 2WD

660cc DOHC CVT 4WD

1,617,840円

1,742,040円
PHOTO：2WD　
ナイトシャドーパープルクリスタル・メタリック（27,000円高・消費税8％込）

消費税抜き価格 1,498,000円

消費税抜き価格 1,613,000円

R L imi tedスマートアシスト

メーカー希望小売価格（消費税8％込）

660cc DOHC CVT 2WD

660cc DOHC CVT 4WD

1,652,400円

1,776,600円
PHOTO：2WD　パール・ホワイトⅢ（27,000円高・消費税8％込）

消費税抜き価格 1,530,000円

消費税抜き価格 1,645,000円

※スマートアシストⅢの詳細はP24-25をご覧ください。

●適用期間：自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日新車届出分まで。●自動車取得税、自動車重量税は新車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。

取得税 60% 
重量税 50% 

エコカー減税対象
環境対応車普及促進税制適合

取得税 80% 
重量税 75% 

エコカー減税対象
環境対応車普及促進税制適合

取得税 80% 
重量税 75% 

エコカー減税対象
環境対応車普及促進税制適合
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BODY COLORS

＊27,000円高・消費税8％込

9
COLORS

8
COLORS

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

ファイアークォーツレッド・メタリック プラムブラウンクリスタル・マイカ＊ コットンアイボリー

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

ナイトシャドーパープルクリスタル・メタリック＊ファイアークォーツレッド・メタリック プラムブラウンクリスタル・マイカ＊

メテオライトグレーイリュージョナル・パール＊ ディープブルークリスタル・マイカ＊ライトローズ・マイカメタリックⅡディープブルークリスタル・マイカ＊シルキーブルー・パール＊

36-37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。



車種

標準装備 メーカー装着オプション ブラックインテリアセレクション

オ
ー
デ
ィ
オ

外
装
・
視
界

操
作
性
・
計
器
盤
・
警
告
灯

シ
ー
ト

ミラクルオープンドア
大型エアロバンパー（フロント/リヤ）
メッキフロントグリル
ルーフスポイラー
サイドシルスポイラー
大型リヤゲートガーニッシュ（メッキ）
電動格納式カラードドアミラー
電動格納式カラードドアミラー（キーレスアクセス連動）
ヒーテッドドアミラー
サイドアンダーミラー（助手席）
リヤアンダーミラー（室内付）
UVカット機能付ガラス（フロントドア）
スーパーUV&IRカット機能付ガラス（フロントドア）
フロントウインドゥトップシェード
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）付］
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］
  LEDクリアランスランプ付
LEDフォグランプ
オートライト
LEDライナー
リヤコンビランプ（LEDストップランプ）
  クリアクリスタル

インパネセンタークラスター ブラック
 プレミアムシャインブラック
 プレミアムシャインディープブルー（マーブル柄）
インパネ加飾パネル（シルバー）
ドアアームレスト ブラウン
 ブラック
 プレミアムシャインブラック&ファブリック

 プレミアムシャインディープブルー（マーブル柄）
&専用ファブリック

エアベントグリルメッキノブ
センターエアベントグリルシルバーリング加飾
メッキインナードアハンドル
格納式リヤドアサンシェード

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）
ステアリングホイール ウレタン（六連星オーナメント・シルバー加飾付）
 本革巻（六連星オーナメント・シルバー加飾付）
チルトステアリング
インパネセンターシフト ウレタン

 本革巻（シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付）
単眼ルミネセントメーター
3眼ルミネセントメーター（タコメーター付）
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〉
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック
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
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
盗難警報装置  注5
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）
クリーンエアフィルター
スーパークリーンエアフィルター
集中ドアロック（全ドア連動）
走行モード切替ステアリングスイッチ
リヤヒーターダクト
運転席&助手席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー

オーディオレス  注6
16cmフロントスピーカー
ナビアップグレードパック
〈ステアリングリモコン・リヤビューカメラ・16cmリヤスピーカー・ツィーター・
GPSアンテナ・フルセグTVフィルムアンテナ用ハーネス〉 注7
ルーフアンテナ（可倒式）

ファブリックシート ブラウン/撥水加工
 ブラック
専用ファブリック/ソフトレザー調シート（シルバーステッチ）
運転席シートヒーター
助手席ロングスライド（380mm） 注8
助手席テーブルモード
助手席シートバックレバー（スライド・リクライニング）
乗降グリップ付ベルトインシート（助手席）
リヤシート分割ロングスライド（240mm）
分割可倒式リクライニングリヤシート（格納機構付、カーゴルーム側レバー付）
運転席シートリフター

［全車標準装備］ ●UV&IRカット機能付ガラス（フロントウインドゥ） ●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） ●シルバードアハンドル 注1 
●ピラーブラックアウト 注2 ●ヘッドランプ自動消灯システム ●車速感応式間けつフロントワイパー ●リバース連動リヤワイパー

［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 ●運転席&助手席サンバイザー（運転席チケットホルダー付） ●運転席&助手席バニティミラー 
●格納式アシストグリップ（助手席＋後席左右） 注9 ●フットレスト

スマートアシストⅢ
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）&衝突警報機能（対車両・対歩行者）&車線逸脱
警報機能&AT誤発進抑制制御機能（前方誤発進・後方誤発進）&先行車発進お知らせ機能&
ハイビームアシスト
デュアルSRSエアバッグ
SRSサイドエアバッグ
SRSカーテンエアバッグ  注9
コーナーセンサー（リヤ2個）
4センサー4チャンネルABS（EBD付）
VDC
ヒルホールドシステム
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） ●シートベルト・ショルダーアジャスター（運転席）

大型プルハンドル（運転席・助手席）
カーゴルームアンダーボックス 注10
運転席トリプルシートバックポケット
ワンプッシュ式オートオープンカップホルダー（前席）
フロントセンターアームレスト（ボックス付）
［全車標準装備］ ●インパネアッパーボックス（運転席） ●運転席サイドトレイ ●インパネアンダートレイ（運転席） ●インパネトレイ（助手席） ●グローブボックス ●インパネセンターポケット 
●ドアポケット&ボトルホルダー（前席） ●後席クォーターポケット&ボトルホルダー ●ショッピングフック（インパネ助手席側・助手席シートバック）

14インチフルホイールキャップ&155/65R14タイヤ
14インチアルミホイール&155/65R14タイヤ
専用14インチアルミホイール&155/65R14タイヤ
15インチアルミホイール&165/55R15タイヤ
フロントスタビライザー、リヤスタビライザー（2WD車のみ）
［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

寒冷地仕様

［全車標準装備］ ●エコドライブアシスト照明 ●インパネアクセサリーソケット（12V） ●フットパーキングブレーキ ●燃料残量ウォーニングランプ&ブザー ●方向指示器のワンタッチ機能 
●電動パワーステアリング ●パワーウインドゥ（運転席スイッチ照明付・運転席反転装置付） ●フューエルリッドオープナー

［全車標準装備］ ●フロントコンフォートベンチシート ●リヤシートヘッドレスト

シフォン シフォン カスタム

CVT CVT

4WD

4WD

4WD

4WD

Limited専用
ダークメッキ
カスタム専用

サイドターンランプ付
4WD

ダークメッキ

ダークメッキ

カスタム専用

サイドターンランプ付
4WD

Limited専用
ダークメッキ
カスタム専用

サイドターンランプ付
4WD

ダークメッキ

ダークメッキ

L スマートアシスト G スマートアシスト R スマートアシスト R Limited 
スマートアシスト

RS Limited 
スマートアシスト 車種

シフォン シフォン カスタム

CVT CVT

L スマートアシスト G スマートアシスト R スマートアシスト R Limited 
スマートアシスト

RS Limited 
スマートアシスト

メッキシフトレバー
ボタン付

メッキシフトレバー
ボタン付

メッキシフトレバー
ボタン付

安
全
装
備

足
回
り

内
装

ポ
ケ
ッ
ト
エ
リ
ア

オプションコード
右側パワースライドドア
LEDヘッドランプ
ナビアップグレードパック
SRSサイドエアバッグ
SRSカーテンエアバッグ
ブラックインテリアセレクション

ECACDCXCBCACJCHCGCFCCCBCACXCACXC

RS Limited 
スマートアシスト

R Limited 
スマートアシストR スマートアシストG スマートアシストL スマートアシストグレード

※

※

※

※

●ブラックインテリアセレクション
ブラック内装（シート表皮、ドアトリム）、エアベントグリルメッキノブ、センターエアベントグリルシルバーリング加飾、メッキインナードアハンドル、SRSサイドエアバッグ
※RS Limited スマートアシストはナビアップグレードパックとSRSカーテンエアバッグは同時選択できません。

●スマートアシストⅢ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：ドアアウターハンドルはボディカラーのブライトシルバー・メタリックと同色となります。
注2：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。
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：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7：ナビアップグレードパックは、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
注8：助手席テーブルモード時、シートスライド量は減少します。
注9：SRSカーテンエアバッグ選択時は、運転席にも格納式アシストグリップが装着されます。
注10：2WD車と4WD車では形状・容量（2WD車は15ℓ、4WD車は10ℓ）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ています。　■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　
■シフォン/シフォン カスタムの4WDシステムはフルタイム4WDです。フルタイム4WDは、プロペラシャフトとリヤデファレンシャルとの間にビスカスカップリングを配置しており、路面状態や走行条件において前輪と後輪の回転差が
生じたときに必要な駆動力を後輪に伝えて4輪駆動とし、優れた走行性を発揮します。

■メーカー装着オプション組み合わせ表 標準装備 メーカー装着オプション ブラックインテリアセレクション

EQUIPMENT
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3395×1475×1750
2200×1350×1365

2455
1300

1295［1265］
145

920［970］

1140［1190］
4

930［980］ 940［990］ 960［1010］

1150［1200］ 1180［1230］
4.74.4 4.4

26.0［24.6］

1160［1210］

28.0［25.8］ 28.0［25.8］28.0［27.0］

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/可変バルブタイミング/オルタネータ回生制御/アイドリングストップ装置
ラック&ピニオン式

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［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

9.5

63.0×70.4
658

11.3
38（52）/6800
60（6.1）/5200

47（64）/6400
92（9.4）/3200

11.3
38（52）/6800
60（6.1）/5200

EGI（電子制御燃料噴射装置）
30

無鉛レギュラーガソリン

2WD（前2輪駆動）/4WD
3要素1段2相形

CVT：前進無段・後退1速

DOHC DOHC
DOHC

インタークーラーターボ

2WD［4WD］
CVT

R スマートアシスト R Limited スマートアシスト RS Limited スマートアシストL スマートアシスト G スマートアシスト

シフォン カスタムシフォン
スバル・DBA-LA600F［スバル・DBA-LA610F］

車種

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［前輪/後輪］

ブレーキ
後
前

駐車ブレーキ形式

エンジン

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（kgf･m）/rpm］
燃料供給装置
燃料タンク容量（ℓ）
燃料種類

駆動方式
クラッチ形式
変速機形式
変速比（前進） 3.327～0.628

2.230変速比（後退）
4.800［5.105］ 4.8004.800［5.105］最終減速比

トランスミッション

車両総重量（kg）

車名・型式

■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10％程度低い値（自工会調べ）となっています。　
■CHIFFON、アクセスキー、TRANSCARE、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。 　■「ミラクルオープンドア」「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。 
■シフォン/シフォン  カスタムの4WDシステムはフルタイム4WDです。フルタイム4WDは、プロペラシャフトとリヤデファレンシャルとの間にビスカスカップリングを配置しており、路面状態や
走行条件において前輪と後輪の回転差が生じたときに必要な駆動力を後輪に伝えて4輪駆動とし、優れた走行性を発揮します。 
■製造事業者 ダイハツ工業株式会社　■富士重工業株式会社は、2017年4月1日をもちまして、社名を「株式会社SUBARU」に変更します。

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。 ■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
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
鉛　＊1

車室内VOC

環境負荷物質
使用状況等

環境負荷物質の
削減

エアコン冷媒の種類（GWP値 注1）/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

環境仕様書

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32年度燃費基準達成レベル
適合規制

変速機
駆動方式

総排気量（cc）

種類

エンジン型式

L スマートアシスト R Limited 
スマートアシスト

RS Limited 
スマートアシスト

シフォン カスタムシフォン

スバル・DBA-LA600F
［スバル・DBA-LA610F］

R スマートアシスト

スバル・DBA-LA600F
［スバル・DBA-LA610F］

スバル・DBA-LA600F
［スバル・DBA-LA610F］

KF型
658

DOHC 12バルブDOHC 12バルブ
DOHC 12バルブ

インタークーラーターボ

G スマートアシスト

スバル・DBA-LA600F
［スバル・DBA-LA610F］

スバル・DBA-LA600F
［スバル・DBA-LA610F］

無鉛レギュラーガソリン
2WD［4WD］

CVT
960［1010］940［990］920［970］

83［90］ 89［94］
26.0［24.6］28.0［25.8］

達成＋10%達成
83［86］

28.0［27.0］
930［980］

＋10%達成
83［90］

28.0［25.8］

1.15
0.013
0.013

76

環
境
性
能
情
報

車
両
情
報

環
境
へ
の
取
り
組
み

［　］内は4WD車の数値

全廃済み
全廃済み

液晶ディスプレイに使用
使用部品：電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子等

あり
ダッシュパネルインシュレータ、エンジンアンダーカバー、リヤホイールハウスライナー等
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、フロント・リヤバンパー等

自工会目標達成（2007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（2005年1月以降使用禁止）
自工会2006年目標達成（1996年比1/10 以下）
自工会目標達成（厚生労働省指針以下）
代替フロンHFC134a（1430 注2）/300g

平成10年規制

JC08CH
平成17年基準 75%低減

平成17年規制

［　］内は4WD車の数値

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　　シフォン全車は「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」

L スマートアシスト
G スマートアシスト

カスタムR スマートアシスト
カスタムR Limited スマートアシスト

カスタムRS Limited スマートアシスト 全車

●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。

全車

リサイクル預託金
合計

エアバッグ類料金
1,900円

フロン類料金
1,750円

情報管理料金
130円

資金管理料金

380円 9,580円
シュレッダーダスト料金

5,420円

車種

■リサイクル料金表

●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。
■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。
【撮影協力】onoff （オノフ）／ジュン アンド ロペ／モルテン

トレッド1295mm

トレッド1295mm

3面図
単位 ： mm

シフォン
G スマートアシスト
（2WD車）

シフォン カスタム 
RS  Limited
スマートアシスト
（2WD車）

室内長2200mm

室内長2200mm

ホイールベース2455mm

全長3395mm

ホイールベース2455mm

全長3395mm

室
内
高

13
65

m
m

室
内
高

13
65

m
m

全
高

 1
75

0m
m

最低地上高145mm

トレッド 1300mm

全幅1475mm

最低地上高145mm

トレッド1300mm

全幅1475mm

全
高

 1
75

0m
m
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	P12-13_インパネ・内装_念戻_ipc
	P14-15_シート・内装_念戻_ipc
	P16-17_カスタムFrスタイル_念戻_ipb
	P18-19_カスタムRrスタイル_念戻_ipc
	P20-21_カスタムインパネ・シート_念戻_ipc
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