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車　　　種 2.0L DOHC 直噴＋モーター（e-BOXER） 1.8L DOHC 直噴ターボ“DIT”
リニアトロニック

LEDフロントフォグランプ

225/60R17
サマータイヤ

Touring用17インチ
X-BREAK用17インチ

Advance用18インチ

SPORT用18インチ

225/60R17
オールシーズンタイヤ

225/55R18
サマータイヤ

225/55R18
オールシーズンタイヤ

アルミホイール

タイヤサイズ

アクティブトルクスプリットAWD［電子制御AWD］

17インチ2ポット 17インチ2ポット
スイッチ部：レッドオレンジ加飾

17インチ2ポット 16インチ2ポット

e-アクティブシフトコントロール
アクティブグリルシャッター
［全車標準装備］　●リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ　●タイロッド式タンデムブレーキブースター　●フロント&リヤスタビライザー　
●アイドリングストップ（e-BOXERモデルはEVモードでエンジン停止）

SI-DRIVE［2モード（I/S）］
X-MODE（2モード、ヒルディセントコントロール付）
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

ダークメタリック塗装＋切削光輝
ガンメタリック塗装
ダークメタリック塗装

■AWDシステム・足回り・メカニズム

電動格納式リモコンドアミラー
（LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付）

リバース連動ドアミラー
ドアミラーメモリー&オート格納機能

無塗装ブラック
（幾何学テクスチャー）

注1

注1

カラード

丸型 丸型6連

ブラックベゼル

丸型 角型3灯式

サテンメッキ グレーメタリック

注1

注1

［全車標準装備］　●LEDリヤフォグランプ　●ウェルカムライティング　●雨滴感知オートワイパー/オートライト　●フロントワイパーデアイサー　●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 間けつ調整式）　●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注2

LEDハイ&ロービームランプ
［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］＋
ステアリング連動ヘッドランプ

■視界

ピアノブラック調シフトパネル
シフトブーツ

マルチファンクションディスプレイ
マルチインフォメーションディスプレイ付メーター

キーレスアクセス&プッシュスタート
（暗証コード式キーレスエントリー付）

［全車標準装備］　●パドルシフト　●チルト&テレスコピックステアリング　●方向指示器のワンタッチ機能　
●パワーウインドゥ［運転席&助手席オートアップ&ダウン（速度制御機能付）、反転装置、スイッチ照明、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（オートドアロック・アンロック機能付）　●半ドア表示モニター　
●ツイントリップメーター　●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　
●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー　●リヤシートリマインダー

フルオートエアコン（左右独立温度調整機能、
後席ベンチレーション、クリーンフィルター付）

注5

注3

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）

Touring&Advance用 X-BREAK用（ロゴ入り）

3連ダイヤルタイプ 3連ダイヤルタイプ

Touring&Advance用

2連ダイヤルタイプ
（シルバー加飾付）

2連ダイヤルタイプ
（シルバー加飾付）

SPORT用

パワーリヤゲート（リヤゲートロックスイッチ付）
プッシュオープン式フューエルリッド

■操作性・計器盤・警告灯

電動パーキングブレーキ

本革巻ステアリングホイール

ステアリングヒーター
本革巻セレクトレバー 光輝シルバー加飾付レッドオレンジ加飾付光輝シルバー加飾付

注4
光輝シルバー加飾付

光輝シルバー加飾ブレイズガンメタリック加飾光輝シルバー加飾 光輝シルバー加飾
シルバーステッチレッドオレンジステッチシルバーステッチ シルバーステッチ

シルバーステッチ、
高触感革

レッドオレンジステッチ、
ブレイズガンメタリック加飾&
レッドオレンジ加飾付

シルバーステッチ
シルバーステッチ、

高触感革

Touring SPORTAdvanceX-BREAK

メーカー装着オプション標準装備
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カラード カラード カラード グレーメタリック
6スピーカー（フロント4＋リヤ2）
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）

オーディオリモートコントロールスイッチ
■オーディオ

撥水ファブリック/合成皮革
［グレー/ブラック］
（シルバーステッチ）

撥水性ポリウレタン
（レッドオレンジステッチ、

タグ付）注7 注8

撥水ファブリック/合成皮革
［ブラック/ブラック］
（シルバーステッチ）

ウルトラスエード®/本革
（シルバーステッチ） 注8

［全車標準装備］　●リヤシートリクライニング　●リヤシートセンターアームレスト（カップホルダー付）　●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト　
●リヤシートヘッドレスト

本革シート（ナッパレザー）
［ブラック or ブラウン］
（シルバーステッチ）

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
運転席シート自動後退機能
フロントシートバックポケット（マルチポケットタイプ）
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

運転席&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）

シートヒーター
運転席＋助手席
後席左右

注8 注9

シート材質（メイン/サイド）

■シート

3段階温度調整機能付 3段階温度調整機能付

注1注1

注1注1
注10注10

注4

ブレイズガンメタリック塗装 表皮巻
（シルバーステッチ） 注9

アルミ調&
表皮巻（シルバーステッチ）

ブレイズガンメタリック塗装&
表皮巻（ブラックステッチ）

シルバー塗装&
表皮巻（シルバーステッチ）

シルバー塗装 ブラック塗装&
ウルトラスエード®表皮巻
（ブラックステッチ）

アルミ調&
ウルトラスエード®表皮巻
（ブラックステッチ）

［全車標準装備］　●フロント&リヤドアアームレスト（ソフトパッドタイプ）　●USB電源（フロント2＋リヤ2） 注3　●オーバーヘッドコンソールボックス（シャワーライト付）　
●パワーウインドゥスイッチ（メッキ加飾付）　●フロント&リヤ大型ドアポケット（ボトルホルダー付）　●前席カップホルダー（2ヶ）　●センタートレイ　
●グローブボックス（照明付） 　●フロアコンソールボックス　●DC12V/120W電源ソケット（インパネ、コンソールボックス、カーゴルーム）　
●エクステンション付サンバイザー（運転席&助手席）　●運転席・助手席バニティミラー（照明付）　●LEDルームランプ（オフディレイ、ドア連動）　
●LEDスポットマップランプ　●フロントドアカーテシーランプ　●アシストグリップ（前席左右＋後席左右）　●リヤ左右席コートフック　●カーゴフック（4ヶ）　
●カーゴサイドフック（4ヶ）　●リヤゲートフック　●カーゴアッパーフック（2ヶ）

ベンチレーショングリル加飾（ノブ部メッキ加飾付）（前席&後席）
メッキインナードアハンドル
カーゴルームランプ（リヤゲート連動）

フロアコンソールリッド（ソフトパッドタイプ）

撥水カーゴフロアボード（ラゲッジスムーザー機能付）

インパネ加飾パネル

センタートレイ加飾

■内装

レッドオレンジステッチシルバーステッチ シルバーステッチ シルバーステッチ
ブレイズガンメタリック塗装シルバー塗装 シルバー塗装 シルバー塗装
ブレイズガンメタリックリング

LED

シルバーリング シルバーリング シルバーリング

カーゴフロアマルチボックス e-BOXER用e-BOXER用 e-BOXER用

LEDリヤゲートランプ（リヤゲート連動）

シルバー塗装

シルバーステッチレッドオレンジステッチシルバーステッチ シルバーステッチインパネアッパートリム

車　　　種 2.0L DOHC 直噴＋モーター（e-BOXER） 1.8L DOHC 直噴ターボ“DIT”
リニアトロニック
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メーカー装着オプション標準装備

ドライバーモニタリングシステム
（ジェスチャーコントロール機能付）

サイドビューモニター

緊急時プリクラッシュステアリング

歩行者保護エアバッグ
車両接近通報装置

ドアハンドル

リヤガーニッシュ

e-BOXERオーナメント（サイド、リヤ）

サイドクラッディング

メッキ

メッキメッキ ダークメッキ

カラード カラード

メッキ
ブラック塗装ブラック塗装 ブラック塗装 ブラック塗装

メッキ加飾付
ダークメタル塗装

無塗装ブラック
（幾何学テクスチャー）ダークメタル塗装 ブラック塗装

無塗装ブラック
（幾何学テクスチャー）

無塗装ブラック
（幾何学テクスチャー）

ブラック塗装
（レッドオレンジ加飾付）ブラック塗装 シルバー塗装

（シルバー加飾付）
ブラック塗装

（シルバー加飾付）

無塗装ブラック
（幾何学テクスチャー） グレーメタリック塗装

カラード
メッキメッキ

枠

加飾

ウイング

ベース

無塗装ブラック グレーメタリック塗装

カラードカラード
無塗装ブラック

（幾何学テクスチャー） グレーメタリック塗装

無塗装ブラック
（幾何学テクスチャー） グレーメタリック塗装

X-BREAK用

シングルシングル シングル デュアル

シルバー加飾付レッドオレンジ加飾付 アクセントシルバー塗装加飾付
シルバー加飾付レッドオレンジ加飾付 シルバー塗装
シルバー加飾付レッドオレンジ加飾付 アクセントシルバー塗装加飾付

リヤバンパーガード（樹脂製、ディフューザータイプ）

ルーフレール（ロープホール付）

大型サンルーフ（電動スライド式）
ピアノブラック調ピラーカバー（Bピラー&Cピラー）
光輝ウインドゥモール
マフラーカッター

ルーフスポイラー（LEDハイマウントストップランプ内蔵）

フロントバンパーガード（樹脂製）

フロントフォグランプカバー

フロント6連星エンブレム

フロントグリル

［全車標準装備］　●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　●オートビークルホールド　
●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　●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　●LEDハイマウントストップランプ　●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　●ダブルプリテンショナー&フォースリミッター（運転席は可変フォースリミッター）付フロント3点式ELRシートベルト（ロッキングタング付）　
●リヤ全席3点式ELRシートベルト（左右席はプリテンショナー&フォースリミッター&ロッキングタング付）　
●i-Sizeチャイルドシート対応ISOFIXロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ（リヤ左右席） 注13　
●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　

［全車標準装備］　●アルミ製フロントフード&フェンダー　●UV&IR（赤外線）カット機能付フロントガラス　●UVカット機能付フロントドアガラス　
●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）　●フロア下アンダーカバー　●LEDライセンスランプ

注3

注3

注3

注3

注10 注10

注11 注11

ECOクルーズ
コントロール付

ECOクルーズ
コントロール付

ECOクルーズ
コントロール付

注11 注11

注3

注12

アイサイト コアテクノロジー 
［プリクラッシュブレーキ/
後退時ブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/
AT誤後進抑制制御/ツーリングアシスト/
全車速追従機能付クルーズコントロール/
定速クルーズコントロール/車線逸脱抑制/
車線逸脱警報/ふらつき警報/
先行車発進お知らせ機能/青信号お知らせ機能］

アイサイトセイフティプラス（運転支援）
［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）/
エマージェンシーレーンキープアシスト/
アレイ式アダプティブドライビングビーム］

アイサイトセイフティプラス（視界拡張）
［フロントビューモニター/スマートリヤビューミラー］

■安全装備

■外装
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注1：リバース連動ドアミラー、ドアミラーメモリー&オート格納機能、運転席&助手席8ウェイパワーシート、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はセットで
　　装着されます。
注2：Rレンジの時は連続ワイパーとなります。
注3：電動パーキングブレーキ、USB電源、アイサイト コアテクノロジー、アイサイトセイフティプラス、サイドビューモニター、ドライバーモニタリングシステムのご使用につい
　　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4：ステアリングヒーターとシートヒーター（後席左右）はセットで装着されます。
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：撥水ポリウレタンシートは水が素材に浸透しにくくなっておりますが、シート素材の劣化等により撥水性が損なわれる場合がございます。
注8：撥水ポリウレタンシート及び本革シートは、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9：本革シートを選択した場合、インパネ加飾パネルは「表皮巻（シルバーステッチ）」に変更となります。
注10：運転席シート自動後退機能とドライバーモニタリングシステムはセットで装着されます。
注11：緊急時プリクラッシュステアリングとアイサイトセイフティプラス（運転支援）はセットで装着されます。
注12：歩行者保護エアバッグが正常に作動しないおそれがありますので、字光式ナンバープレートは装着しないでください。
注13：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。
■Ultrasuede®、ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。
■SPORTのスペアタイヤはテンポラリースペアタイヤ（応急用スペアタイヤ）です。Touring、X-BREAK、Advanceは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。

グレード
オプションコード AD AE CE EE EI QI BD BE LE QE

運転席&助手席8ウェイパワーシート＋
運転席シートポジションメモリー機能＋リバース連動ドアミラー＋
ドアミラーメモリー&オート格納機能

パワーリヤゲート
ステアリングヒーター&シートヒーター（後席左右）

アイサイトセイフティプラス（運転支援）&緊急時プリクラッシュステアリング
アイサイトセイフティプラス（視界拡張）
ドライバーモニタリングシステム&運転席シート自動後退機能
ルーフレール

Touring X-BREAK

QI

＊1：ルーフレールを選択できます。オプションコードは変わりません。　＊2：ブラックまたはブラウンから選択できます。　

＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1

グレード
オプションコード OE PE PI PS KI KS OE PE PI KI

運転席&助手席8ウェイパワーシート＋
運転席シートポジションメモリー機能＋リバース連動ドアミラー＋
ドアミラーメモリー&オート格納機能

パワーリヤゲート
ステアリングヒーター&シートヒーター（後席左右）

大型サンルーフ
本革シート（ナッパレザー）
アイサイトセイフティプラス（運転支援）&緊急時プリクラッシュステアリング
アイサイトセイフティプラス（視界拡張）
ドライバーモニタリングシステム&運転席シート自動後退機能
ルーフレール

Advance SPORT

＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1

＊2 ＊2

＊1 ＊1 ＊1 ＊1

■メーカー装着オプション組み合わせ表 メーカー装着オプション標準装備

EQUIPMENT




