
　富士重工業は、スバルの基幹車種であるレガシィシリーズをフルモデルチェンジし、本日より全国の
スバル特約店を通じ発売します。

　今回発売する5代目レガシィは、『グランドツーリング イノベーション』をコンセプトとし、水平対向
エンジンを中心とするシンメトリカルAWDなど独自の技術をベースに、初代より磨き続けてきた優れた
走行性能や安全性などを進化させながら、さらに乗る人すべてが快適に過ごせる居住空間と優れた環境
性能を実現しました。
　そのため、パッケージをはじめ、新開発のCVT「リニアトロニック」や「クレードル構造マウント」の採用
など、すべての性能、機能の向上を図りました。

　レガシィは、1989年の初代誕生以来の20年間、“より遠くまで、より愉しく、より安全に”というグランド
ツーリングの一貫した思想のもと、ドライバーズカーとしての運転の愉しさや、ツーリングワゴンに代表
される機能性の高さなど、その時代にふさわしい価値を提案してきました。こうしたクルマ造りが多くの
お客様から高い支持をいただいており、世界累計生産台数360万台を達成している、スバルを代表する
車種となっています。

2009年5月20日

～ツーリングワゴン、B4、アウトバックを ともにフルモデルチェンジ～
新型スバル レガシィ シリーズを発売

スバル レガシィ ツーリングワゴン
「2.5i S Package」

スバル レガシィ B4
「2.5GT S Package」

スバル レガシィ アウトバック
「3.6R」



【商品コンセプト】

　新型レガシィでは、『グランドツーリング イノベーション』というコンセプトのもと、従来からの
価値である「ドライバーズファン」の進化に加え、「パッセンジャーズファン」、「エコパフォーマンス」
という新たな価値を実現する開発を行いました。
＜ドライバーズファン＞
　従来からレガシィが追求してきた、運転する愉しさやクルマを操る悦びを実現する質の高い走り。

＜パッセンジャーズファン＞
　助手席や後席に座る方々も、クルマで移動する悦びを感じられる快適さや居心地の良さ。

＜エコパフォーマンス＞
　時代が求める環境性能に応えつつ、クルマに乗ることの悦びを味わえる安心、信頼の走り。

【商品の主な特徴】

＜パッケージ＞
 ・従来型に対して室内長、室内幅、室内高を拡大し、すべての席で十分なゆとりを感じられる室内空間を
実現しました。また、リヤトランク、リヤゲート開口部の拡大などにより、使い勝手に優れる荷室
スペースを確保しています。
 ・サッシュ付ドアの採用によりドア開口部を拡大し、特に後席への乗降性を高めました。
 ・ 各ピラーの最適配置による視界設定や5.5mの最小回転半径などにより、優れた取り回し性を実現しました。
 ・電動パーキングブレーキの採用により、ハンドブレーキレバーをなくし開放的な前席空間を創出
しました。また前席シート背面の形状を工夫し、ゆとりの後席足元スペースを実現しています。

＜エクステリア＞
 ・「力強さ」と「存在感」をテーマに、快適な居住空間を想起させ、レガシィらしいスポーティさや機能性の
高さとともに、新しさを感じさせるデザインとしました。

 ・ ツーリングワゴンでは、快適な室内空間と優れた機能性を表現。B4では、従来のモチーフを踏襲した
スポーティさを継承。アウトバックでは、力強くタフなイメージを強調しています。
 ・ツーリングワゴン、アウトバックは、Dピラーをしっかり見せるデザインとし、レガシィらしさを
保ちながら変化を感じさせるものとしました。
 ・良質な光輝感を持つクロームパーツを各所に採用し存在感を強調しています。

＜インテリア＞
 ・室内空間の広さや快適さを感じさせる「ゆとり」と、陰影や素材の質感によって機能性を感じさせる
「品格」を表現しました。
 ・シートは、座面の広さやクッション性の高さなどにより快適な座り心地とホールド性を両立。また
シートスライドなどの調整幅を大きくとることで最適なポジションが得られます。
 ・内装色は、上質感とスポーティさを表現したオフブラック内装と、開放感を演出するアイボリー内装
を設定しました。

＜ユーティリティ＞
 ・前席左右間に並列に配置されたフロントカップホルダー、アームレスト機能を備えるフロアコンソール
ボックス、大型のドアポケットなど、使い勝手に優れる収納スペースを装備しています。
 ・運転席にランバーサポートを含めた10ウェイパワーシートを採用し（2.5i、2.5GTを除く）、快適性を
向上させています。

＜オーディオ＆ナビゲーションシステム＊＞
 ・オーディオは、臨場感あふれる音場を作り出すLEGACYマッキントッシュサウンドシステムと、広がり
のあるサウンドが愉しめるLEGACYプレミアムサウンドシステムの2種類を設定しました。
 ・ナビゲーションは、8インチの高精細VGAワイドモニターやリヤビューカメラを装備したG-BOOK 
ALPHA対応のHDDナビゲーションシステムを設定しました。

＊メーカー装着オプションで設定
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＜エンジン＆トランスミッション＞

～エンジン～
 ・全車に、インテリジェント／スポーツ／スポーツ・シャープの3つのモードを切り替えることで、走行状況
に応じて走り味を選択できるSI-DRIVEを採用しました。

［2.5ℓ水平対向4気筒 SOHCエンジン］
 ・ 従来型の2.0ℓエンジンから排気量を500cc拡大し、低回転から発生するトルクによりスムーズでゆとりの
ある走行性能を実現しました。
 ・樹脂製インテークマニホールドの採用やピストン形状の最適化などにより、軽量化とフリクション低減
を図りました。
 ・ 伝達効率に優れるリニアトロニックとの組み合わせにより、走行性能と燃費性能を両立しています。

［2.5ℓ水平対向4気筒 DOHCターボエンジン］
 ・従来型の2.0ℓターボエンジンから排気量を500cc拡大し、最大トルクを2,000rpmからフラットに持続
させ、優れた走行性能と扱い易さを実現しました。
 ・ターボユニットをエンジン前方下部に配置する「直下置きターボ」を採用し、応答性の良い加速性に
より、優れた走行性能と実用燃費を実現しています。
 ・ 触媒などのエキゾーストシステムのレイアウトを最適化し、排出ガス浄化性能を高めています。

［3.6ℓ水平対向6気筒 DOHCエンジン］
 ・従来の3.0ℓエンジンから外寸を大きく変えることなく排気量を600cc拡大し、低回転から力強い
スムーズなトルク特性による上質な走行性能と優れた環境性能を実現しました。また、レギュラー
ガソリン仕様とし経済性にも配慮しています。

～トランスミッション～
［リニアトロニック＊＊ ］
 ・ バリエーター（主変速機機構）にチェーン式を採用。コンパクトな設計により、前席の足元スペースを確保
するとともに、優れた伝達効率によって、特にオーバードライブ領域での燃費向上を図っています。
 ・チェーン式の利点を活かし、コンパクトでありながらプーリーの最小径と最大径の差を大きくすることで
広いレシオカバレージを実現。優れた伝達効率と相まって、全速度域でのゆとり走行性能と燃費性能を
実現しています。
 ・車速とエンジン回転上昇に一体感をもたせることで、一般的なCVTにある違和感を払拭し、ドライバーの
意思に対しリニアな加速を実現しています。
 ・パドルシフトの操作により0.1秒以下の素早い変速を実現しました。6速マニュアルモードの採用に
よって、スポーティなドライビングを可能としています。

＊＊リニアトロニック：“Linear（リニア：直線の、線状に伸びる）”と“-tronic（トロニック）”をあわせた造語

［5AT］
 ・ 緻密な制御とスムーズな変速フィーリングを持つ5ATを採用しました。フリクションの低減と軽量化を
図り、燃費性能を向上させています。
 ・ダウンシフトブリッピングコントロールの改良により、マニュアルモードの変速レスポンスを向上
させました。また、スムーズなシフトダウンにより変速時のショックを軽減しています。

［6速マニュアルトランスミッション］
 ・軽量、コンパクトの新設計6速マニュアルトランスミッションを採用。専用のギヤ比により動力性能と
燃費性能をともに向上させました。

エンジン トランスミッション アウトバックB4ツーリングワゴン
水平対向4気筒
2.5ℓSOHC

スポーツシフト
リニアトロニック

スポーツシフトE-5AT

○

○

－

○

○

－

○

－

○

スポーツシフトE-5AT
／6MT

水平対向4気筒
2.5ℓDOHCターボ
水平対向6気筒
3.6ℓDOHC
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＜シャシー＞
 ・スバル独自の「SIシャシー・コンセプト」に沿って、シャシー＆ボディをさらに進化させました。優れた
操縦安定性としなやかな乗り心地により、快適で信頼感のある乗り味を実現しています。
 ・クレードル（ゆりかご）状のフレームに、パワーユニットを搭載する「クレードル構造マウント」を採用し、
静粛性、乗り心地、衝突安全性、操縦安定性などを高めています。
 ・サスペンションは、フロントにストラット式、リヤにダブルウィッシュボーン式を採用。ダンパー構造の
変更やジオメトリーの最適化などにより優れた操縦安定性を実現しています。
 ・ 全車に電動パワーステアリングを採用し、燃費向上を図り、リニアな操舵感を実現しています。
 ・全車に電動パーキングブレーキを標準装備。5%以上の登坂路で車両を停車させた場合に自動で作動
するヒルホールド機能も備えています。
 ・全車にVDC（横滑り防止装置）を採用しました。さらに、2.5ℓターボの5AT車には、電動パワー
ステアリングのセンサーなどを活用したスリップを予測制御する機能を装備しています。

＜ボディ＞
 ・要所に超高張力鋼板を採用し、必要に応じた剛性確保と軽量化を両立させる合理的なボディ構造を
つくり上げました。
 ・ クレードル構造マウントの特長を活かし、フロントまわりを中心に軽量化を図るとともに、サスペンション
取付け部の剛性を確保するなど、優れた操縦安定性を実現しています。

＜環境性能＞
 ・全車、国土交通省「平成17年度排出ガス基準75％低減レベル」（SU-LEV）を達成しています。
 ・ゆとりのトルクを持つ2.5ℓSOHCエンジンとコンパクトで伝達効率に優れる「リニアトロニック」との
組み合わせにより、優れた走行性能と燃費性能を実現しています。
 ・ターボエンジンは、「クレードル構造マウント」によるターボシステムの大幅変更により、出力性能と
環境性能を両立させています。
 ・エンジン各部のフリクションロス低減、軽量化や重量増を抑制したボディ構造など、クルマ全体として
効率化を図り環境性能を高めています。
 ・メーター内のECOゲージ、シフトアップインジケーター（6MT車）などにより、ドライバーに燃費の
良い走りを促します。

＜安全＞
 ・前面衝突対応には、衝突時にクレードルフレームを折り曲げることでパワーユニットを斜め下方向へ
後退させキャビンを守るとともに、効率的にメインフレームで衝撃を吸収する構造としました。
 ・ 側面衝突対応には、Bピラー内側、サイドシルへの超高張力鋼板の採用。また後面衝突対応には、リヤ
フレーム構造の最適化などにより、衝突エネルギーを効率的に吸収するボディ構造としました。
 ・  SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグを標準装備しました。（2.5i、2.5GTはメーカー
装着オプションで設定）
 ・ シートは、フレームの剛性向上やエネルギー吸収に優れるヘッドレストの採用など、シート全体で
衝突時の衝撃を抑制、吸収する構造としています。

＜その他機能・装備＞
 ・全車速追従機能など優れた機能を備えるSIレーダークルーズコントロールを採用したグレードを設定
しました。新たに停止保持機能を追加し、頻繁な発進停車時のドライバーの負荷を軽減します。
 ・ヘッドランプウォッシャー、およびオートライト、オートワイパーをメーカー装着オプションで設定
しました。
 ・キーレスアクセス＆プッシュスタートを装備しました。（2.5i、2.5i S Package、2.5GTはメーカー装着
オプションで設定）
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なお、商品についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、またはSUBARUお客様センター「SUBARUコール」  0120-052215までお願いいたします。

【メーカー希望小売価格＜消費税含む＞】（　　）は消費税含まず

ボディ 価　格
2,362,500
（2,250,000）
2,677,500

（2,550,000）
2,835,000
（2,700,000）
2,940,000

（2,800,000）
3,202,500
（3,050,000）
3,438,750

（3,275,000）
3,360,000
（3,200,000）
3,360,000
（3,200,000）
2,205,000
（2,100,000）
2,520,000

（2,400,000）
2,677,500

（2,550,000）
2,782,500

（2,650,000）
3,045,000

（2,900,000）
3,286,500
（3,130,000）
3,202,500
（3,050,000）
3,202,500
（3,050,000）
2,677,500

（2,550,000）
2,940,000

（2,800,000）
3,465,000

（3,300,000）
3,701,250

（3,525,000）

［単位：円］

エンジン

2.5ℓ
水平対向4気筒
SOHC

2.5ℓ
水平対向4気筒
DOHCターボ

2.5ℓ
水平対向4気筒
SOHC

2.5ℓ
水平対向4気筒
SOHC

2.5ℓ
水平対向4気筒
DOHCターボ

3.6ℓ
水平対向6気筒
DOHC

ツーリングワゴン

アウトバック

B4

グレード

☆

☆

☆2.5GT S Package

2.5i

2.5ｉ L Package

2.5ｉ S Package

2.5i

2.5ｉ L Package

2.5i

2.5ｉ L Package

3.6R

2.5ｉ S Package

2.5GT

2.5GT L Package

2.5GT S Package

2.5GT SI-Cruise

2.5GT

2.5GT L Package

2.5GT SI-Cruise

3.6R SI-Cruise

変 速 機

6MT

6MT

スポーツシフト
リニアトロニック

スポーツシフト
リニアトロニック

スポーツシフト
リニアトロニック

スポーツシフト
E-5AT

スポーツシフト
E-5AT

スポーツシフト
E-5AT

E-5AT：4ポジション電子制御5速オートマチックトランスミッション　 リニアトロニック：フル電子制御自動無段変速
スポーツシフト（SPORTSHIFT）は、Prodrive.Ltdの登録商標　 　
全車ともSYMMETRICAL AWD
☆印：写真掲載グレード

【販売計画】

　レガシィシリーズ全体で　3，000台／月
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