
E Q U I P M E N T

車　　　種
2.0GT-S EyeSight2.0GT EyeSight

1.6GT-S EyeSight1.6GT EyeSight

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”
リニアトロニック

215/50R17 225/45R18　注1215/50R17225/45R18　注1

16インチ2ポット 17インチ2ポット 16インチ2ポット

2モード（I/S） 3モード（I/S/S#）

17インチ2ポット

ブラックベゼル光輝タイプ光輝タイプ ブラックベゼル光輝タイプ

ファブリック/トリコット
（シルバーステッチ）

ファブリック/トリコット
（ブルーステッチ）

ブラック
（シルバーステッチ） ブラック

（ブルーステッチ）
ブラック

（ブルーステッチ）アイボリー
（アイボリーステッチ）

注8

ブラック
（シルバーステッチ）

アイボリー
（アイボリーステッチ）

ファブリック/トリコット
（シルバーステッチ）

アルカンターラ/
本革（ブルーステッチ）　注7

シルバーステッチ
シルバーステッチ

ブルーステッチ
ブルーステッチ、高触感革

ブルーステッチ

スポーツスポーツ スタンダードスタンダード

ブルーステッチ、高触感革シルバーステッチ
シルバーステッチブルーステッチ

ブルーステッチ、高触感革

ブルーステッチ、高触感革

ブルーステッチ

18インチアルミ
（ガンメタリック塗装

＋切削光輝）

17インチアルミ
（ガンメタリック塗装）

18インチアルミ
（ブラック塗装
＋切削光輝）

18インチアルミ
（シルバー塗装
＋切削光輝）

17インチアルミ
（ガンメタリック塗装）

17インチアルミ
（ブラック塗装＋切削光輝）
＋フルエアロキャップ

（シルバー＋ガンメタ2トーン）

スポーツリニアトロニック
1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”

メーカー装着オプション Proud Edition ※ 特別装備標準装備

ハロゲン4灯プロジェクターロービームランプ
［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）付］

LED4灯ロービーム＋ハロゲンハイビームランプ
［ヘッドランプレベライザー（オート）、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付］

フロントフォグランプ
LEDリヤコンビランプ
ウェルカムライティング 注2

全車速追従機能付クルーズコントロール 注4
定速クルーズコントロール 

先行車発進お知らせ機能 注4

電動パーキングブレーキ（ヒルホールド機能付） 注4
マルチファンクションディスプレイ
インパネセンターバイザー（レザー調素材巻）
パドルシフト
本革巻シフトレバー＋ピアノブラック調加飾パネル
シフトブーツ
本革巻ステアリングホイール
アルミパッド付スポーツペダル（アクセル、ブレーキ、フットレスト）
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン（クリーンフィルター付）
（メッキリング&ピアノブラック調エアコンダイヤル）

マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター
キーレスアクセス&プッシュスタート 注5

6スピーカー（フロント4＋リヤ2） 

シート材質

本革シート（アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能&
フロントシートヒーター付） 注7 注8

フロントシート
運転席10ウェイパワーシート
（前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート）

運転席8ウェイパワーシート（前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング）
助手席8ウェイパワーシート（前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング）
運転席シートリフター（レバー式）
リヤシートセンターアームレスト（カップホルダー付）
［全車標準装備］　●ワンタッチフォールディング機能付6：4分割可倒式リヤシート　●リヤシートリクライニング　●フロントシートバックポケット　●可倒式フロントシートヘッドレスト　
●3名分リヤシートヘッドレスト（全席上下調整式）　

ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）

［全車標準装備］　●チルト&テレスコピックステアリング　●電動パワーステアリング　●方向指示器のワンタッチ機能　
●パワーウインドゥ［全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明（メッキ付）、運転席オフディレイタイマー付］　●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&リヤゲートロック　●半ドア表示モニター　●燃料残量ウォーニングランプ　●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー　●ツイントリップメーター
●メーター・イルミネーションコントロール　●暗証コード式キーレスエントリー　●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6　●盗難警報装置（アラーム表示機能付）　注6

オールウェザーパック［フロントワイパーデアイサー/
スーパーUVカットガラス（フロントドア）/撥水加工ガラス（フロントドア）/リヤフォグランプ］

クリアビューパック［フロントワイパーデアイサー/リヤフォグランプ］

アクティブトルクスプリットAWD［電子制御AWD］

タイヤサイズ

ホイール

ビルシュタイン製ダンパー（フロント倒立式）
アルミ鍛造製フロントロアアーム（ピロボールブッシュ付）
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ
リヤ17インチベンチレーテッドディスクブレーキ
アイドリングストップ
SI-DRIVE
［全車標準装備］　●フロント&リヤスタビライザー　●アダプティブ制御付トランスミッション

VTD-AWD［不等&可変トルク配分電子制御AWD］

Proud Edition※Proud Edition※

注8

［全車標準装備］　●電動格納式リモコンカラードドアミラー（サイドターンランプ&ターンインジケーター付）　●雨滴感知オートワイパー/オートライト　●ヒーテッドドアミラー　●リヤウインドゥデフォッガー　
●フィン一体フロントワイパー（拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式）　●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー　注3

■ AWDシステム

■ 足回り・メカ二ズム

■ 視界

■ 操作性・計器盤・警告灯

■ オーディオ

■ シート



E Q U I P M E N T

スーパーUVカットガラス スーパーUVカットガラス

メーカー装着オプション Proud Edition ※ 特別装備標準装備

メーカー装着オプション Proud Edition ※ 特別装備標準装備

車　　　種
2.0GT-S EyeSight2.0GT EyeSight

1.6GT-S EyeSight1.6GT EyeSight

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”

ピアノブラック調＋
クロームメッキ

シルバーカーボン調＋
クロームメッキ

ピアノブラック調＋
クロームメッキ

シルバーカーボン調＋
クロームメッキ

ダークメッキ＋ブラック塗装 メッキ＋ガンメタリック塗装メッキ＋ガンメタリック塗装 ダークメッキ＋ブラック塗装

スポーツリニアトロニック
1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”

インパネ加飾パネル

トノカバー
SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルプレート（フロント） 
USB電源（フロント2＋リヤ2） 注4
［全車標準装備］　●前席カップホルダー（2ヶ、スライドカバー付）　●センタートレイ（ブルー照明付）　●グローブボックス（照明付）　●インパネアクセサリーソケット（DC12V/120W）　
●DC12V/120W電源ソケット（コンソールボックス内蔵）　●フロアコンソールボックス　●スライド機構付コンソールリッド　●メッキインナードアハンドル　●フロント&リヤ大型ドアポケット（ボトルホルダー付）　
●アシストグリップ（運転席＋助手席＋後席左右）　●リヤ左右席コートフック　●運転席・助手席バニティミラー（照明付）　●スポットマップランプ（オフディレイ、ブルーシャワーライト付、ドア連動）　
●ルームランプ（オフディレイ、リヤリーディングランプ付）　●カーゴルームランプ　●カーゴフック（4ヶ）　●カーゴサイドフック（2ヶ）　●リヤクォーターポケット（ネット付）　●大型サブトランク

サンルーフ（電動チルト&スライド式）
メッキ加飾付フロントグリル
サテンメッキドアミラー（フットランプ付） 注2

UV&IR（赤外線）カット機能付遮音ガラス（フロント）
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）
マフラーカッター（デュアル）
［全車標準装備］　●フロントフォグランプカバー　●サイドシルスポイラー　●ルーフスポイラー（LEDハイマウントストップランプ内蔵）　●リヤゲートガーニッシュ（メッキ）　●専用エンジンカバー　   
●ルーフモール（キャリアブラケット内蔵）　●光輝ウインドゥモール　●大型フロア下アンダーカバー

アドバンスドセイフティパッケージ
［スバルリヤビークルディテクション（後側方警戒支援システム）/
ハイビームアシスト（自動防眩インナーミラー付）/ 注4
サイドビューモニター/アイサイトアシストモニター］

プリクラッシュブレーキ/
アクティブレーンキープ（車線中央維持/車線逸脱抑制）/
AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/ 注4
車線逸脱警報/ふらつき警報

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
運転席SRSニーエアバッグ
VDC［ビークルダイナミクスコントロール］
アクティブ・トルク・ベクタリング
エマージェンシーストップシグナル

※Proud Editionは2015年初夏発売予定のため、仕様はプロトタイプによるものとなります。この仕様はお断りなく変更する場合があります。
注1：スタッドレスタイヤを装着する場合、215/50R17サイズとなります。
注2：ウェルカムライティングとサテンメッキドアミラーはセット装着となります。
注3：Rレンジの時は連続ワイパーとなります。
注4：アイサイト（ver.3）、アドバンスドセイフティパッケージ、電動パーキングブレーキ、USB電源のご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5：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。
注6：国土交通省認可品です。
注7：本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注8：本革シートを装着した場合、1.6GT EyeSightと2.0GT EyeSightは助手席8ウェイパワーシートがセット装着となります。
注9：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。
■ALCANTARA®、アルカンターラ®は、Alcantara S.p.A.の登録商標です。
■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

［全車標準装備］　●EBD（電子制御制動力配分システム）付4センサー4チャンネルABS　●ブレーキアシスト　●ブレーキオーバーライド（ブレーキ操作優先制御）　●セイフティブレーキペダル　
●セイフティフットレスト　●プリテンショナー&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト　●リヤ全席3点式ELRシートベルト　●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9　
●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シート一体アンカー　●リヤドアチャイルドプルーフ

リニアトロニック

1.6GT EyeSight 1.6GT-S EyeSightグレード

オプションコード
アドバンスドセイフティパッケージ
LEDヘッドランプ
運転席8ウェイ（Sグレードは10ウェイ）パワーシート
助手席8ウェイパワーシート
本革シート
サンルーフ
オールウェザーパック
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー

DB DC LBCK AB DE DF LE LF 63 64 65 66 AD DD DC LD DJ DF LJ LF 67 68

Proud Edition※Proud Edition※

Proud Edition※Proud Edition※

2.0GT EyeSight 2.0GT-S EyeSightグレード

オプションコード
アドバンスドセイフティパッケージ
助手席8ウェイパワーシート
本革シート
サンルーフ
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー

DE DF LFAB DB AD DD DC LD DJ DF LJ LF

■ 内装

■ 外装

■ 安全装備

■ メーカー装着オプション組み合わせ表
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