
ｍ01JT010 （2018.05）

www.subaru.jp

〒150-8554 　東京都渋谷区恵比寿1-20-8　エビススバルビル



LINE UP

主な標準装備
■電動パワーステアリング　■マニュアルエアコン　■クリーン
エアフィルター　■プリントレザーシート　■助手席トレイ　■助手
席シートバックポケット　■ショッピングフック　■移動式灰皿
■大型グローブボックス　■カップホルダー（運転席）　■乗降用
グリップ（運転席&助手席）　■運転席SRSエアバッグ　■A B S
（EBD付）　■プリテンショナー&フォースリミッター付フロント
3点式ELRシートベルト　■歩み板対応リヤアオリ　■サイドアン
ダーミラー付ドアミラー（助手席側）　■車速感応式フロント間けつ
ワイパー
◆TB スマートアシストは上記に加えて、スマートアシストⅢt、VDC
などが装備されます。詳しくはP18-19の主要装備表をご覧ください。

移動式灰皿 助手席トレイ カップホルダー（運転席） 大型グローブボックス 助手席シートバック
ポケット

ショッピングフック

●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。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
●撮影用の小物は商品には含まれません。●走行中は収納したものが運転の支障とならないよう、しっかりと収納または固定してください。 ●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。

●メーカー装着オプションの組み合わせはP19をご覧ください。

プロの仕事を支える、行き届いた装備と基本性能。

TB 660cc DOHC

PHOTO：TB スマートアシスト（2WD・AT車）　ホワイトⅢ

気分よく仕事ができる、快適と便利が満載。

993,600円　

1,090,800円　

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

831,600円　5MT 2WD

928,800円　4AT 2WD
5MT
セレクティブ4WD
4AT 
セレクティブ4WD

TB スマートアシスト 660cc DOHC

1,047,600円　

1,144,800円　

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

885,600円　5MT 2WD

982,800円　4AT 2WD
5MT
セレクティブ4WD
4AT 
セレクティブ4WD ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック

BODY COLORS

ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック

BODY COLORS

TBから追加・変更される主な標準装備
■スマートアシストⅢt　■VDC　■エマージェンシーストップシグ
ナル　■ヒルホールドシステム（AT車のみ）　■電波式リモコンドア
ロック　■集中ドアロック　■パワーウインドゥ　■オーディオレス
仕様（10cmフロントスピーカー付）　■フルファブリックシート
（撥水加工）　■大型乗降用グリップ（運転席&助手席）　■運転席
バニティミラー　■ドアポケット（運転席&助手席）　■メッキフロント
グリル　■格納式リヤアオリチェーン　■大型荷台作業灯　
■LEDフォグランプ（メッキベゼル付）　■ドアハンドル／ドア
ミラー（ボディ同色）　■UV&IRカット機能付ガラス（フロント
ウインドゥ）　■フロントウインドゥトップシェード　■UVカット機能付
濃色ガラス（リヤ）　■寒冷地仕様

電波式リモコンドアロック 集中ドアロック パワーウインドゥ フルファブリックシート
（撥水加工）

大型乗降用グリップ
（運転席&助手席）

格納式リヤアオリチェーン
作動イメージ 作動イメージ

●TB スマートアシストはカラーパックが選べます

●カラーパックが選べます

PHOTO：TC スマートアシスト

ブラック・マイカ
メタリック

ミストブルー・マイカ
メタリック

ライトローズ・マイカ
メタリック

トニコオレンジ・
メタリック

オフビートカーキ・
メタリック

ファインミント・
メタリック

ブラックドアミラー カラードドアハンドル UVカット機能付濃色ガラス（リヤ）
※TC スマートアシスト、グランドキャブ スマート
アシストは標準装備。

シルバーインパネ加飾

心弾む、毎日へ。6色のボディカラーから選べるオプションパック。

カラーパック ［TB スマートアシスト、TC スマートアシスト、グランドキャブ スマートアシストにメーカー装着オプション］

PHOTO：TC スマートアシスト（4WD・MT車）　ホワイトⅢ

TC スマートアシスト 660cc DOHC

1,188,000円　

1,285,200円　

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,036,800円　5MT 2WD

1,134,000円　4AT 2WD
5MT
セレクティブ4WD
4AT 
セレクティブ4WD

消費税抜き価格
770,000円

消費税抜き価格
920,000円

消費税抜き価格
1,010,000円

消費税抜き価格
860,000円

消費税抜き価格
820,000円

消費税抜き価格
970,000円

消費税抜き価格
1,060,000円

消費税抜き価格
910,000円

消費税抜き価格
960,000円

消費税抜き価格
1,100,000円

消費税抜き価格
1,190,000円

消費税抜き価格
1,050,000円
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●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。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
●撮影用の小物は商品には含まれません。 ●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。

●荷台寸法はすべてダイハツ工業株式会社による社内測定値です。●荷物の大きさによっては積載できない場合があります。販売店でご確認ください。

LINE UP

荷台長
1880mm
荷台高（アオリ）
285mm
荷台幅
1410mm

過積載の原因となるため、土砂は積載しないでください。土砂禁止

荷台床面地上高
670mm

16-17

ハイルーフ&広びろキャビン。積載性も備えたこだわりサンバー。

グランドキャブ スマートアシスト
660cc DOHC

PHOTO：グランドキャブ スマートアシスト（2WD・MT車）　ホワイトⅢ

キャビンを大きくしても1990mmの荷台フロア長を確保し、
長い物もしっかり積める荷台構造。

雨やほこりから荷物をガード。
ゆとりの室内高でキャビンも快適。

パネルバン ハイルーフ
660cc DOHC

PHOTO：パネルバン ハイルーフ（4WD・AT車）　ホワイトⅢ

開口部高
1160mm

開口部幅
1130mm

床面地上高
660mm

■上下2分割のバックドア ■両側スライドドア

スライドドア開口部高
1150mm

スライドドア開口部幅
740mm

長：1890mm
幅：1450mm
高：1270mm

荷室寸法

●パネルバン ハイルーフは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。 ●三方開ダンプは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。

荷物の積み降ろしもラクラクできる、
低床設計ダンプ。

三方開ダンプ 
660cc DOHC

PHOTO：三方開ダンプ（4WD・AT車）　ホワイトⅢ

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,258,200円　

1,339,200円　

消費税抜き価格
1,165,000円

消費税抜き価格
1,240,000円

5MT
セレクティブ4WD
4AT 
セレクティブ4WD

主な標準装備
■スマートアシストⅢt　■VDC　■エマージェンシーストップ
シグナル　■ヒルホールドシステム（AT車のみ）　■電波式リモコン
ドアロック　■集中ドアロック　■パワーウインドゥ　■オーディオ
レス仕様（10cmフロントスピーカー付）　■フルファブリック
シート（撥水加工）　■運転席バニティミラー　■メッキフロント
グリル　■格納式リヤアオリチェーン　■大型荷台作業灯　■LED
ハイ&ロービームランプ　■LEDフォグランプ（メッキベゼル付）
■UV&IRカット機能付ガラス（フロントウインドゥ）　■フロント
ウインドゥトップシェード　■助手席SRSエアバッグ　■寒冷地仕様

メッキフロントグリル LEDフォグランプ
（メッキベゼル付）

LEDハイ&ロービームランプ 電波式リモコンドアロック 集中ドアロック パワーウインドゥ

ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック

BODY COLORS

ホワイトⅢのみ

BODY COLOR

頭上に、背後に、広びろ空間。
リクライニングシートも標準装備。

シートスライド シートバックスペースリクライニング ルームランプ（リヤ）

1345mm

スペース幅

175mm

スペース長さ

100mm

140mm

作動イメージ 作動イメージ

作動イメージ 作動イメージ

ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック

BODY COLORS

●カラーパックが選べます

1,312,200円　

1,409,400円　

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,161,000円　5MT 2WD

1,258,200円　4AT 2WD
5MT
セレクティブ4WD
4AT 
セレクティブ4WD

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

5MT 2WD

4AT 2WD
5MT
セレクティブ4WD
4AT 
セレクティブ4WD

1,115,640円　

1,212,840円　

消費税抜き価格
1,033,000円

消費税抜き価格
1,123,000円

1,266,840円　

1,364,040円　

消費税抜き価格
1,173,000円

消費税抜き価格
1,263,000円

消費税抜き価格
1,075,000円

消費税抜き価格
1,165,000円

消費税抜き価格
1,215,000円

消費税抜き価格
1,305,000円



EQUIPMENT

18-19

TB TC スマートアシスト グランドキャブ
スマートアシスト

パネルバン
ハイルーフ

三方開ダンプ

スマート
アシスト

2WD 5MT / 4AT 5MT / 4AT 5MT / 4AT 5MT / 4AT ―
セレクティブ4WD 5MT / 4AT 4AT 4AT 5MT / 4AT 4AT

Hi-Loモード切替機構付
セレクティブ4WD

5MT
（メーカー装着オプション） 5MT 5MT ― 5MT

2WD 5MT / 4AT 5MT / 4AT 5MT / 4AT 5MT / 4AT ―
セレクティブ4WD 5MT / 4AT 4AT 4AT 5MT / 4AT 4AT

Hi-Loモード切替機構付
セレクティブ4WD

5MT
（メーカー装着オプション） 5MT 5MT ― 5MT

外
装
・
視
界

フロントカラードバンパー 注1 注1 注1

注4

メッキフロントグリル

ドアハンドル
無塗装ブラック
ボディ同色（ホワイト/シルバー）
カラード

リヤゲートハンドル（ホワイト）

ドアミラー
無塗装ブラック
ボディ同色（ホワイト/シルバー）
ブラック

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ハイ&ロービームランプ
［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）・LEDクリアランスランプ付］
LEDフォグランプ（メッキベゼル付）
T字フック付鳥居
大型荷台作業灯 4WD・MT車のみ
歩み板対応リヤアオリ
格納式リヤアオリチェーン
大型荷台昇降用ステップ 左側&右側 左側&右側 左側 注2 左側 注2

平シートフック付
UVカット機能付ガラス（フロントウインドゥ）
UV&IRカット機能付ガラス（フロントウインドゥ）
フロントウインドゥトップシェード
UVカット機能付濃色ガラス リヤ リヤ リヤクォーター・リヤ
ハイマウントストップランプ

［全車標準装備］　●サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席側）　●車速感応式フロント間けつワイパー　●グリーンガラス（フロントウインドゥ・フロントドア）　●バッテリーカバー
●エンジンルームサイドカバー（MT車のみ）　●スプラッシュボード（フロント&リヤ）　●ヘッドランプ自動消灯システム

操
作
性
・
計
器
盤
・
警
告
灯
・
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 六連星オーナメント付
電動パワーステアリング
パワーウインドゥ（運転席反転装置付）
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック
集中ドアロック
スマートアシスト故障/停止警告灯
AM/FMラジオ（スピーカー内蔵）
オーディオレス仕様（10cmフロントスピーカー付）
［全車標準装備］　●マニュアルエアコン　●クリーンエアフィルター　●透過式照明付ヒーターコントロールパネル　●アクセサリーソケット（12V）　●サイドデフロスター　●イグニッション
キー抜き忘れウォーニングブザー　●ライト消し忘れウォーニングブザー　●燃料残量ウォーニングランプ　●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー　●ドアキーシリンダー
（運転席&助手席） 注3

シ
ー
ト

シート材質

運転席シートスライド
140mm
140mm&リクライニング

プリントレザーシート
フルファブリックシート（撥水加工）

助手席シートスライド（100mm）&リクライニング
シートバックスペース用カーペットマット

車種

内
装

成形天井
シルバーインパネ加飾
大型インパネアッパーポケット（助手席）
インパネセンターポケット
ドアポケット（運転席&助手席）
コンソールポケット
ショッピングフック 助手席&バックパネル 助手席&バックパネル 助手席 助手席&バックパネル 助手席&バックパネル
ユースフルナット（左右）
乗降用グリップ（運転席&助手席） 大型 大型
運転席バニティミラー
ルームランプ（運転席&助手席ドア開閉連動） フロント フロント フロント&リヤ フロント フロント
荷室ランプ（スライドドア&リヤゲート開閉連動） 前部&後部

［全車標準装備］　●成形ドアトリム　●ビニールフロアマット　●運転席サンバイザー（チケットホルダー付）　●助手席サンバイザー　●助手席トレイ&センタートレイ　●大型グローブボックス
●カップホルダー（運転席）　●運転席ポケット（左側&右側）　●大型インパネロアポケット（カード&ペンホルダー/パーティション付）　●コンソールコイントレイ　●移動式灰皿　●助手席シート
バックポケット 注5　●助手席アシストグリップ　●フットレスト（AT車のみ）

足
回
り
・

メ
カ
ニ
ズ
ム

12インチタイヤ オフロードタイヤ
リヤ4枚リーフスプリング 4WD・MT車のみ 4WD車のみ
Hi-Loモード切替機構付セレクティブ4WD 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ MT車のみ
デフロック 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ MT車のみ

安
全
装
備

スマートアシストⅢt
［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）&
先行車発進お知らせ機能］

運転席SRSエアバッグ
助手席SRSエアバッグ 注4

ABS（EBD付）
VDC
エマージェンシーストップシグナル
ヒルホールドシステム（AT車のみ）
寒冷地仕様 4WD車のみ

［全車標準装備］　●プリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト　●クラッチスタートシステム（MT車のみ）

TB TC スマートアシスト グランドキャブ
スマートアシスト

パネルバン
ハイルーフ

三方開ダンプ

車種

スマート
アシスト

■スマートアシストⅢt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：ボディカラーがホワイトⅢの場合は、白色材着バンパーとなります。
注2：グランドキャブ スマートアシストと三方開ダンプは形状が異なります。
注3：パネルバン ハイルーフはスライドドアとリヤゲートにも装備されます。
注4：助手席SRSエアバッグ装着時は、大型インパネアッパーポケット（助手席）は取り外しとなります。
注5：グランドキャブ スマートアシストは形状が異なります。

■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

■メーカー装着オプション組み合わせ表

グレード
TB / TB スマートアシスト TC スマートアシスト グランドキャブ スマートアシスト

TB スマートアシスト
のみ

4WD・MT車のみ

オプションコード XH［XC］ RH［RC］ FC XC EC XC RC

大型荷台作業灯

Hi-Loモード切替機構付セレクティブ4WD 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ

デフロック 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ 4WD・MT車のみ

リヤ4枚リーフスプリング 4WD車のみ 4WD車のみ

助手席SRSエアバッグ

カラーパック

LEDヘッドランプ

●パネルバン ハイルーフ、三方開ダンプにはメーカー装着オプションの設定はありません。
●カラーパック：カラードドアハンドル、ブラックドアミラー、UVカット機能付濃色ガラス（TC スマートアシスト・グランドキャブ スマートアシストは標準装備）、シルバーインパネ加飾

メーカー装着オプション カラーパック（メーカー装着オプション）標準装備 メーカー装着オプション カラーパック（メーカー装着オプション）標準装備

メーカー装着オプション標準装備   ［　］内は4WD車のオプションコード



3面図 単位：mm

（TC スマートアシスト MT車）
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環境仕様書

●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
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。■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。 

［　］内はAT車の数値
車名・型式 2WD スバル・EBD-S500J ―

セレクティブ4WD スバル・EBD-S510J

車種

トラック三方開 パネルバン両側開き トラック三方開
標準ルーフ ハイルーフ 標準ルーフ

TB / TB スマートアシスト TC スマートアシスト グランドキャブ スマートアシスト パネルバン ハイルーフ ※1 三方開ダンプ ※1
DOHC

2WD 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT ― ―
セレクティブ4WD 5MT 4AT ― 4AT ― 4AT 5MT 4AT ― 4AT

Hi-Loモード切替機構付
セレクティブ4WD 5MT ※2 ― 5MT ― 5MT ― ― 5MT ―

寸
法
・
重
量・
定
員

全長×全幅（mm） 3395×1475
全高（mm） 1780 1885 1940 1780
荷台［荷室］長×幅×高（mm） 1940×1410×285 1650×1410×285 1890×1450×1270 1880×1410×285
ホイールベース（mm） 1900
トレッド［前/後］（mm） 1305/1300
最低地上高（mm）＊ 160
荷台床面地上高（mm） 660 670

車両重量（kg） 2WD 760 770 760 770 800 810 880 890 ―
4WD 810 810 810 810 850 850 930 930 910 910

乗車定員（名） 2
最大積載量（kg） 350

車両総重量（kg） 2WD 1220 1230 1220 1230 1260 1270 1340 1350 ―

―

―
4WD 1270 1270 1270 1270 1310 1310 1390 1390 1370 1370

性
能

最小回転半径（m） 3.6
燃料消費率（km/ℓ）
（国土交通省審査値）

2WD 19.0 18.4 19.0 18.4 18.6 17.4 ―
4WD 19.0 17.6 19.0 17.6 18.6 17.4 ―

―
―

―
―

―
―

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング/電子制御燃料噴射装置/電動パワーステアリング

諸
装
置

ステアリング歯車形式 ラック&ピニオン式
サスペンション［前輪/後輪］＊ L型ロアアーム&マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/車軸式リーフスプリング
タイヤ［前/後］ 145R12-6PR  LT 
ブレーキ［前/後］ ディスク/リーディング・トレーリング
駐車ブレーキ形式 機械式後2輪制動

型式・種類 KF型
直列3気筒DOHC 12バルブ

内径×行程（ｍｍ） 63.0×70.4
総排気量（cc） 658
圧縮比＊ 11.3
最高出力［ネット］ ［kW（PS）/rpm］ 34（46）/5700 39（53）/7200
最大トルク［ネット］ ［N･m（kgf･m）/rpm］ 60（6.1）/4000
燃料供給装置 EGI（電子制御燃料噴射装置）
燃料タンク容量（ℓ） 35
燃料種類 無鉛レギュラーガソリン

車種
TB / TB スマートアシスト / TC スマートアシスト（4WD・MT車を除く） /

 グランドキャブ スマートアシスト（4WD・MT車を除く） / パネルバン ハイルーフ / 
三方開ダンプ（AT車）

TB（Hi-Loモード切替機構付4WD車  ※2） / 
TB スマートアシスト（Hi-Loモード切替機構付4WD車  ※2） /

 TC スマートアシスト（4WD・MT車） / 
グランドキャブ スマートアシスト（4WD・MT車） / 三方開ダンプ（MT車）

駆動方式 2WD（後2輪駆動） セレクティブ4WD Hi-Loモード切替機構付セレクティブ4WD
クラッチ形式 乾式単板ダイヤフラム 3要素1段2相形 乾式単板ダイヤフラム 3要素1段2相形 乾式単板ダイヤフラム
変速機形式 5MT：前進5速 後退1速 4AT：前進4速 後退1速 5MT：前進5速 後退1速 4AT：前進4速 後退1速 5MT：前進5速 後退1速
変速比（第1速） 4.059 2.730 4.059 2.730 4.059
変速比（第2速） 2.389 1.526 2.389 1.526 2.389
変速比（第3速） 1.636 1.000 1.636 1.000 1.636
変速比（第4速） 1.000 0.696 1.000 0.696 1.000
変速比（第5速） 0.742 ― 0.742 ― 0.742
変速比（後退） 4.128 2.290 4.128 2.290 4.128

トランスファー
副変速機 ― 高低速2段切替

―副変速比［高速/低速］ 1.000/1.782
最終減速比 6.666 6.285 6.666 6.666

ダンプ駆動方式 電動モーター
昇降時の荷台ゲート 手動開閉
ダンプ操作方式 スイッチボタン式
最大ダンプ角度 約49°
ダンプ作動所要時間 10～20秒（常温）
ダンプ時最大地上高 2230mm

5MT 4AT

エンジン

トランスミッション

［三方開ダンプ］ダンプ架装の主要諸元    

車
両
情
報

グレード名
サンバートラック

TB / TB スマートアシスト TC スマートアシスト グランドキャブ  スマートアシスト

車両型式 スバル・
EBD-S500J

スバル・
EBD-S510J

スバル・
EBD-S500J

スバル・
EBD-S510J

スバル・
EBD-S500J

スバル・
EBD-S510J

エンジン
エンジン型式 KF型
総排気量（cc） 658
種類 直列3気筒DOHC 12バルブ

駆動装置
駆動方式 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD
変速機 5MT［4AT］ 5MT［4AT］ 5MT［4AT］

車両重量（kg） 760［770］ 810［810］ 760［770］ 810［810］ 800［810］ 850［850］

環
境
性
能
情
報

燃料
消費率

燃費値（km/ℓ）（国土交通省審査値） 19.0［18.4］ 19.0［17.6］ 19.0［18.4］ 19.0［17.6］ 18.6［17.4］ 18.6［17.4］
CO2排出量（g/km） 122［126］ 122［132］ 122［126］  122［132］ 125［133］ 125［133］
平成27年度燃費基準達成レベル ＋5%達成［＋15%達成］＋5%達成［＋10%達成］＋5%達成［＋15%達成］＋5%達成［＋10%達成］ 達成［＋5%達成］

排出ガス

適合規制 平成19年規制
試験モード JC08CH

規制・基準値
CO（g/km） 1.15
NMHC（g/km） 0.05
NOx（g/km） 0.05

騒音
適合規制 平成12年規制
加速騒音規制値（dBA） 76

エアコン冷媒の種類（GWP値 注1）/使用量 代替フロンHFC134a（1430 注2）/300g

環境負荷
物質の
削減

鉛　＊1 自工会2006年目標達成（1996年比1/10以下）
水銀　＊2 自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）
六価クロム 自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止）
カドミウム 自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）

環
境
へ
の
取
り
組
み

リサイクル
リサイクルし易い材料の使用 インストルメントパネル、ガーニッシュ、ドアトリム、フロントバンパーなど
再生材の使用 フェンダーエクステンションなど
材質表示 あり

環境負荷
物質使用
状況等

鉛 使用部品：電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子

※1：パネルバン ハイルーフ、三方開ダンプは構造等変更車のため持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。登録の際は車両の実測値が適用
されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。

※2：TB、TB スマートアシストのHi-Loモード切替機構付4WDはメーカー装着オプションです。
＊ダイハツ工業株式会社　社内測定値および社内型式名（方式名）
 ■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。

■SAMBAR＼サンバー、SUBARU残価設定型クレジット＼安心プロテクト3ロゴマーク、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。
■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。
■製造事業者  ダイハツ工業株式会社

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。

■［パネルバン ハイルーフ／三方開ダンプについて］パネルバン ハイルーフと三方開ダンプは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。
■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。
■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）

車種
リサイクル預託金

全車
シュレッダーダスト料金

2,090円
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

290円

合計

6,160円

●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。

■リサイクル料金表

SPECIFICATIONS ECOLOGY

20-21

□名入れ用3面図
名入れのほか、ボディのペイント、架装の指定などにご利用ください。

このイラストはインターネット www.subaru.jpからもダウンロードできます。
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