EQUIPMENT

標準装備
3.0 DOHC

車

24バルブ

2.5 SOHC 16バルブ

3.0R

種

SI-Cruise
スポーツシフトE‐5AT

16インチ2ポット

17インチ2ポット
ベンチレーテッド

16インチ2ポット

ハイラスター塗装

ハイラスター塗装

ガンメタリック塗装

ダウンシフトブリッピング
コントロール付

ダウンシフトブリッピング
コントロール付

SUBARUダイナミック5AT
Info-ECOモード
VDC
［ビークルダイナミクスコントロール］

スポーツシフトE‐4AT

スポーツシフトE‐5AT

専用グリル＆バンパー
専用サイドプロテクター＆サイドスカート
サイドクラッディング
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）
大型サンルーフ
（電動チルト＆スライド式）

注9

■安全装備

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［アンチロック・ブレーキ・システム］
ブレーキアシスト
（踏込み速度感応型）
デュアルSRSエアバッグ
SRSサイドエアバッグ＋カーテンエアバッグ

■全車標準装備

■視界

〈足回り・メカニズム〉●215/55R17タイヤ●リヤビスカスLSD
［リミテッド・スリップ・デフ］
●フロント＆リヤスタビライザー 〈視界〉●HID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
（オート）
付］
●電動格納式リモコンカラードドアミラー
（LEDサイドターンランプ付）
●リヤ間けつワイパー＆ウォッシャー 〈操作性・計器盤・警告灯〉●パワーウインドゥ
（運転席オフディレイタイマー／反転装置付）
●パワーステアリング●チルトステアリング●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック
（ハザードランプ＆オフディレイルームランプ
連動）
注２ ●暗証コード式キーレスエントリー 注２ ●集中ドアロック＆リヤゲートロック●イグニッション連動ライトオフ●半ドア図形表示モニター●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●デジタル時計 注3 ●ツイントリップメーター 〈オーディオ〉●ガラスアンテナ
（FMダイバシティ）注3 〈シート〉●上下
調整式リヤシートピロー●６
：
４分割可倒式リヤシート 〈内装〉●ブラックセンターパネル
（パネルサイド:アルミ調）
●インパネポケット
（ナビゲーション装着車は除く）
●オーバーヘッドコ
ンソールボックス
（サンルーフ装着車は除く）
●グローブボックス
（照明・車検証ホルダー付）
●後席カップホルダー
（3.0R系はリヤシートセンターアームレスト内蔵）
●アルミダイカスト製
カーゴフック●トノカバー●リヤクォーターポケット●カーゴルームランプ●カーゴサイドフック●後席右コートフック●スポットマップランプ 〈外装〉●大型アンダーカバー●マフラー
カッター
（φ100×80ツイン）
●UVカットガラス
（フロント、
フロント＆リヤドア）
●アルミ製フロントフード＆リヤゲート●ルーフスポイラー
（ハイマウントストップランプ内蔵）
●ダイレクトタイプ
ルーフレール 〈安全装備〉●フロントアクティブヘッドレスト●セイフティペダル●セイフティフットレスト●プリテンショナー
（運転席はダブルプリテンショナー）
＆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
（チャイルドシート固定機構付）
●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10
●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●ハイマウントストップランプ●リヤドアチャイルドプルーフ

フロントバンパー埋込み大径マルチリフレクターフロントフォグランプ
クリアビューパック
（LEDリヤフォグランプ／ヒーテッドドアミラー／
フロントワイパーデアイサー）

■操作性・計器盤・警告灯

SIレーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付） 注1
クルーズコントロール
キーレスアクセス&プッシュスタート
注2
テレスコピックステアリング
MOMO製本革巻ステアリングホイール
（オーディオリモートコントロールスイッチ/SI-DRIVE S♯スイッチ/
マルチインフォメーションディスプレイセレクター）
本革巻ステアリングホイール
アルミ調加飾付本革巻ATセレクトレバー
本革巻ハンドブレーキレバー
スポーツシフト
エレクトロ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/
ECOゲージ＆Info-ECOランプ）
4連メーター
メーター・イルミネーションコントロール
注3

フルオートエアコン
（クリーンフィルター付）
左右独立温度調整機構
リヤベンチレーション
イグニッションキー照明
（オフディレイ付）
イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー
盗難警報装置
注4
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

５速・パドルシフト付

５速・パドルシフト付
SI-Cruise専用

マルチインフォメーション
ディスプレイ内蔵

マルチインフォメーション
ディスプレイ内蔵

アラーム表示機能付

アラーム表示機能付

■オーディオ

LEGACY OUTBACKプレミアムサウンドシステム
［MD＋6連奏インダッシュCD＆AM/FMチューナー、6スピーカー］
LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム
［MD＋6連奏インダッシュCD＆AM/FMチューナー、14スピーカー］ 注5注6
LEGACY OUTBACKビルトインHDD
注3注7
ナビゲーションシステム
専用オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム（SUBARU
G-BOOK ALPHA対応）
［CD&AM/FMチューナー、6スピーカー］ 注3注6

フロアコンソールボックス
（DC12V/120W電源ソケット付）
前席カップホルダー
バニティミラー
（運転席・助手席照明付）
ステンレス製サイドシルプレート
（フロントSUBARUロゴ入り）
ステンレス製カーゴステップ
リバーシブルカーゴフロア
サブトランク
カーゴソケット
（DC12V/120W）
カーゴファン
リヤマルチファンクションパネル
［後席リーディングランプ＆スイッチ、後席オーディオリモートコントロール、
後席AUX（外部入力）端子、後席DC12V/120W電源ソケット］

注1：SIレーダークルーズコントロールのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、
必ず取扱説明書をお読みください。
注2：アクセスキーに電波式リモコンドアロックの機能が含まれています。アンサーバックはハザードランプ連動がリモコンでドアを施錠・解錠したとき、
またリクエストスイッチによって施錠・解錠したときに、
オフディレイルームランプ連動が
リモコンでの解錠時、
またはアクセスキー携帯時に車両に近づくと作動します。
また暗証コード式キーレスエントリー機能もあります。●アクセスキーが電池切れした場合等には、
アクセスキーに収納されているメカニカルキーが必要と
なります。盗難やキー閉じ込めを防ぐため、
降車時は必ずアクセスキーとともにメカニカルキーを携帯してください。●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3：LEGACY OUTBACKビルトインHDDナビゲーションシステムを装着した場合、デジタル時計、外気温計、燃費計表示はモニターで行われます。また専用オーディオ一体型HDDナビゲーションシステムを装着した
場合はデジタル時計、燃費計表示がモニターで行われます（デジタル時計は外気温計とともにオーディオディスプレイにも表示されます）。デジタル時計、外気温計、燃費計表示はマルチインフォメーションディスプレイ
でも行われます。またガラスアンテナはTVアンテナ付となります。なお、アナログテレビ放送をご覧いただくには、ディーラー装着オプションのTVチューナー
（専用オーディオ一体型HDDナビゲーションシステムを装着した
場合は標準装備）
とTVアンテナアンプ＆フィーダーセットが必要になります。2011年7月のアナログテレビ放送終了以降は、アナログテレビを視聴することができなくなります。地上デジタルテレビ放送をご覧いただくには、
ディーラー装着オプションのTVチューナーと地上デジタルチューナーが必要になります。なお、アナログテレビ放送と地上デジタルテレビ放送の両方をご覧いただくには、ディーラー装着オプションのTVチューナーとTV
アンテナアンプ＆フィーダーセットと地上デジタルチューナーが必要になります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
注4：国土交通省認可済品です。
注5：LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステムを装着した場合、
センターパネルは専用タイプとなります。
注6：専用オーディオ一体型HDDナビゲーションシステムとLEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステムを組み合わせて装着することはできません。
注7：LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステムとの組み合わせのみの装着となります。
注8：本革シートの一部、
ドアトリムは合成皮革を使用しています。
注9：
リヤドアガラスとリヤクォーター＆リヤゲートガラスで濃度が若干異なります。
注10：使用できるのは、
レガシィ用として認可を受けたISO FIX対応SUBARU純正チャイルドシートのみです。
■SI-DRIVE＝SUBARU Intelligent Drive ■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。

標準装備
3.0R

オプションコード

アイボリーレザーセレクション

アイボリーレザーセレクション
シートポジションメモリー機能付

カップホルダー付

カップホルダー付

保温冷機能付
イルミネーション付

保温冷機能付
イルミネーション付

メーカー装着オプション
3.0R SI-Cruise

2.5i

PT
PG
XP
WY
ZY
WD
ZD
HA
AA
HJ
AJ
DI
YO
YY
WO
ZO
WY
ZY
WD
ZD
WA
ZA
WJ
ZJ
MJ
HO
AO
HY
AY
HD
AD
HA
AA
HJ
AJ
PJ
XI

ファブリックシート
本革シート
（シートポジションメモリー機能付運転席8ウェイパワーシート/
助手席8ウェイパワーシート/フロントシートヒーター）注8
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］
（ランバーサポート付）
助手席8ウェイパワーシート
運転席シートリフター
（レバー式）
ソフトフラットシート
（前席フラット）
フロントシートバックポケット
ワンタッチフォールディング機能付リクライニング式リヤシート
リヤシートセンターアームレスト

4速

■メーカー装着オプション組み合わせ表

■シート

■内装

2.5i

SI-Cruise

■外装

■足回り・メカニズム

外気温計／燃費計

メーカー装着オプション
2.5 SOHC 16バルブ

24バルブ

3.0R

種

スポーツシフトE‐4AT

VTD‐AWD
［不等＆可変トルク配分電子制御AWD］
アクティブトルクスプリットAWD
［電子制御AWD］

アダプティブ制御付電子制御AT

車

2.5i

■AWDシステム

セルフレベライザー機能付リヤ・マルチリンク式サスペンション
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ
リヤディスクブレーキ
（15インチ）
アクティブブレーキブースター
アルミホイール
（17インチ）
SI-DRIVE

3.0 DOHC

濃色ガラス
クリアビューパック
OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム
OUTBACKビルトインHDDナビゲーションシステム
専用オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム
大型サンルーフ
SRSサイドエアバッグ+カーテンエアバッグ
VDC
クルーズコントロール
アイボリーレザーセレクション
リヤマルチファンクションパネル
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