
01 REX

（2022.11）

車　　　種

G Z

1.2L DOHC

自動無段変速機：CVT

■足回り・メカニズム

タイヤサイズ 195/65R16 195/60R17

アルミホイール 16インチ 17インチ（切削＋ブラック塗装）

［全車標準装備］ ●タイヤパンク修理キット ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●スタビライザー（フロント/リヤ）

■視界

LEDヘッドランプ＆ LEDクリアランスランプ（オートライト/メッキ加飾付） マニュアルレベリング機能付 オートレベリング機能付

LEDシーケンシャルターンランプ

LEDライナー

LEDフォグランプ

LEDリヤフォグランプ

電動格納式カラードドアミラー 注1

サイドアンダーミラー（助手席） 注2

［全車標準装備］ ●LEDリヤコンビネーションランプ（LEDストップランプ）　●LEDドアミラーターンランプ ●ハイマウントLEDストップランプ
●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　●リバース連動間けつリヤワイパー

■操作性・計器盤・警告灯

アクティブマルチインフォメーションメーター
・デジタルスピードメーター
・7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイ〈タコメーター・アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・
瞬間燃費･航続可能距離・外気温･スマートアシスト故障/停止警告・メンテナンス情報･時計モードなど〉

マニュアルモード（7速シーケンシャルシフト）

ステアリングホイール ウレタン（シルバー加飾付） 本革巻（シルバー加飾付）

シフトノブ ウレタン 本革巻

シフトレバーブーツ（メッキリング付＋ダブルステッチ［白］付）

メッキパーキングブレーキボタン

ドライブモード切替ステアリングスイッチ

電動パーキングブレーキ

オートブレーキホールド機能

オートエアコン（プッシュ式）

キーレスアクセス&プッシュスタート（タッチ式リクエストスイッチ付［運転席/助手席］・リクエストスイッチ付
［リヤゲート］） 注3

ウェルカムランプ（ルームランプ・ポジションランプ点灯、ドアロック解除）

［全車標準装備］ ●電動式パワーステアリング ●チルトステアリング ●パワーウインドゥ（運転席ドアスイッチ照明付・運転席挟み込み防止機構付） ●車速感応式オート
パワードアロック（全ドア） ●スイッチ式リヤゲートオープナー　●クリーンエアフィルター　●ドアロック連動フューエルリッド
●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●リヤヒーターダクト ●リヤウインドゥデフォッガー　●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ＆ブザー  
●燃料残量警告灯・警告音　●盗難警報装置  注4

  標準装備　  メーカー装着オプション

EQUIPMENT



02 REX

（2022.11）

車　　　種

G Z

1.2L DOHC

自動無段変速機：CVT

■オーディオ

オーディオレス 注5

16cmフロントスピーカー&16cmリヤスピーカー

ツィーター

純正ナビ装着用アップグレードパック 注6 注7 ★A ★A

USBソケット/HDMI端子

USB 1口（インパネ）

USB 1口＋HDMI端子 1口（インパネ） ★B ★B

USB 2口（センターコンソールボックス後部）

スマートフォン連携9インチディスプレイオーディオ
〈オーディオ：フルセグTV・AM/FMラジオ・USB1口（インパネ）＋HDMI端子1口（インパネ）・TVアンテナ・
GPSアンテナ・Bluetooth®・スマホアプリ連携（Apple CarPlay™・Android Auto™）〉

注7 ★B ★B

フロントカメラ・サイドカメラ ★C ★C★D

リヤビューカメラ 注8 ★A★B ★A★B

シャークフィンアンテナ

■シート

フルファブリックシート表皮（フロント赤パイピング付）

フロントセパレートシート

運転席/助手席シートヒーター

助手席シートバックポケット

助手席シートアンダートレイ

リヤシート機構（6:4分割可倒式・2段階リクライニング）

［全車標準装備］ ●運転席シートリフター　●リヤヘッドレスト ●フットレスト

■内装

ドアアームレスト（運転席/助手席） ウレタン ソフトレザー調パッド付

センターコンソールボックス（アームレスト付） ウレタン ソフトレザー調パッド付

大型フロントドアグリップ（赤材着×シルバー塗装）

フロントコンソールサイドシルバー加飾

フロントコンソールサイドポケット（左右/レッド）

メッキインナードアハンドル

ータスジレンコアエータンセ（）ドッレ×ーバルシ（飾加ータスジレ /サイドエアコンレジスター）

メッキエアコンレジスターノブ

［全車標準装備］ ●フロントコンソールトレイ（LED照明付） ●サンバイザー（運転席/助手席チケットホルダー付） ●バニティミラー（運転席/助手席）
●格納式アシストグリップ（運転席/助手席/後席） ●フロントマップランプ（左右） ●センタールームランプ（後席天井部分）
●ワンプッシュ式オートオープンカップホルダー（運転席/助手席） ●ドアポケット&ボトルホルダー（前席） ●ドアボトルホルダー（後席） ●グローブボックス
●カーゴルームランプ　●上下二段調節式カーゴボード ●アクセサリーソケット（12V） ●カーゴフック×4個
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03 REX

（2022.11）

車　　　種

G Z

1.2L DOHC

自動無段変速機：CVT

■外装

2トーンカラー 注1

ドアハンドル ボディ同色 メッキ

ピアノブラック調フロントグリル

大型ピアノブラック調リヤゲートガーニッシュ

スーパーUV&IRカット遮音ガラス（フロントウインドゥ）

スーパーUV&IRカットガラス（フロントドア）

［全車標準装備］ ●カラードバンパー（フロント/リヤ） ●サイドシルスポイラー　●リヤゲート一体リヤスポイラー　●オーバーフェンダーガーニッシュ（フロント/リヤ）
●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） ●ピラーブラックアウト

■安全装備

スマートアシスト

衝突回避支援

衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者［昼夜］）

衝突警報機能（対車両・対歩行者［昼夜］）

ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）

車線逸脱抑制制御機能

車線逸脱警報機能

路側逸脱警報機能

ふらつき警報

BSM（ブラインドスポットモニター）

認識支援

先行車発進お知らせ機能

標識認識機能（進入禁止/最高速度/一時停止）

ハイビームアシスト

アダプティブドライビングビーム

サイドビューランプ

運転負荷軽減
全車速追従機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール）

LKC（レーンキープコントロール）

駐車支援

パノラミックビューモニター ★C ★C

スマートパノラマパーキングアシスト（駐車支援システム） ★D

コーナーセンサー（フロント2個/リヤ2個）

RCTA（リヤクロストラフィックアラート）

CTA（コーナリングトレースアシスト）

［全車標準装備］ ●ABS（EBD機能付）　●VDC［ビークルダイナミクスコントロール］ ●ドライブスタートコントロール　●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）●デュアルSRSエアバッグ ●エマージェンシーストップシグナル ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロント３点式ELRシート
ベルト ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付リヤ３点式ELRシートベルト（左右席） ●リヤ3点式ELRシートベルト（中央席）
●IS0FIX対応チャイルドシートロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ（リヤ左右席）注9 ●ヒルホールドシステム

■地域仕様

寒冷地仕様 注10
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04 REX

（2022.11）

グレード G Z

オプションコード XHH AHH BHH CHH DHH ECC FCC GCC HCC JCC

★A ： 純正ナビ装着用
アップグレードパック

注6 
注7

●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用/ハンズ
フリー通話用） ●リヤビューカメラ 注8

★B ： スマートフォン連携9インチ
ディスプレイオーディオ 注7

●スマートフォン連携9インチディスプレイオーディオ
●フルセグTVアンテナ ●GPSアンテナ
●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用/ハンズ
フリー通話用） ●リヤビューカメラ 注8
●Bluetooth® ●USBソケット×1口（インパネ）＋
HDMI端子×1口（インパネ）

★C ： パノラミックビュー
モニターパック 注2 

●フロントカメラ ●サイドカメラ
●パノラミックビューモニター

★D： スマートパノラマ
パーキングパック

注2 
注7

●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用/ハンズ
フリー通話用/駐車支援用） ●フロントカメラ
●サイドカメラ ●スマートパノラマパーキングアシ
スト（駐車支援システム）

●USB電源、スマートアシスト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1：2トーンカラー（ブラック・マイカメタリック／スムースグレーマイカメタリック、ブラック・マイカメタリック／シャイニングホワイト・パール）を選択した場合、ドアミラーはブラック・
マイカメタリック塗装となります。
注2：スマートフォン連携9 インチディスプレイオーディオ装着車が「パノラミックビューモニターパック」および「スマートパノラマパーキングパック」を選択した場合、サイドアンダー
ミラー（助手席）は装着されません。
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いただくか、
取扱説明書をお読みください。
注4：盗難警報装置は、ハザードランプ点滅、メーター内インジケーター点灯、ルームランプ点灯（ドアポジション時）、ホーン警告機能が備わります。
注5：オーディオスペースは、9インチ対応サイズ（230mmx130mm）対応となります。オーディオなどの取り付けの際は、別途取り付け部品が必要となります。詳しくは販売店に
おたずねください。
注6：「純正ナビ装着用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7：「純正ナビ装着用アップグレードパック」と「スマートフォン連携9インチディスプレイオーディオ」は同時選択できません。また純正ナビ装着用アップグレードパック装着車は
「スマートパノラマパーキングパック」を選択できません。
注8：字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
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。
注10：寒冷地仕様はフロントワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー、室内補助ヒーターが追加されます。また、寒冷地での使用を考慮して、以下の装備を適した仕様に変更して
います（エンジン冷却水、スターター）。

■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 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。■「Apple CarPlay™」は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
■「Android Auto™」は、Google LLCの商標、または登録商標です。

　   メーカー装着オプション■メーカー装着オプション組み合わせ表
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