2005 年 11 月 24 日

スバル Ｒ２シリーズを改良
レフィ

あわせて特別仕様車 Ｒ２「 Ｒｅｆｉ」を発売

富士重工業は、スバル Ｒ２シリーズに改良を施すとともに、特別仕様車「Ｒｅｆｉ」を設定し、本日より
全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。
今回の改良は、エクステリアの一部変更や、新外装色の展開、仕様・装備の充実、自然吸気エンジン
の平成17 年度排出ガス基準 75％低減レベル達成による環境性能の向上など、商品力の強化を図っている。
また、追加車種や特別仕様車の設定、実用性の高い装備をメーカー装着オプションで展開しているほか、
お求めやすい価格設定とするなど、市場要望の多様化にきめ細かく対応している。
あわせて、福祉車両トランスケア「ウィングシート」を本日より発売する。

Ｒ２ Ｒｅｆｉ
（HID ヘッドランプはメーカー装着オプション）

Ｒ２ ｔｙｐｅＳ Ｓ
（HID ヘッドランプはメーカー装着オプション）

【主な改良の内容】
1. エクステリア
・新デザインのフロントグリル、フロントバンパーを採用。
・リヤバンパーにアンダースポイラーを採用。
・新デザインのリヤコンビランプとリヤガーニッシュを採用。
・フロントドアに、約 90％の紫外線をカットするＵＶカットガラスを採用。
・新たに「コーラルオレンジ･メタリック」「ルミナスグリーン･パール」「ミスティベージュ･メタ
リック」の 3 色を含む全 8 色の外装色を展開し、外装色に合わせて内装色 2 色を設定。
外装色
コーラルオレンジ･メタリック
ルミナスグリーン･パール
ミスティベージュ･メタリック
アストラルブルー・オパール
シルキーホワイト・パール
シャイニーシルバー・メタリック
オブシディアンブラック・パール
ベリーレッド・メタリック

内装色

アイボリー

ブラック

2. インテリア
・水滴や汚れに強い撥水機能付シートを採用。
・新色のインストルメントパネルを採用。
（アイボリー内装;アイボリー、オフブラック内装; グレー）
・ＣＤ-Ｒ／ＲＷ対応のＣＤプレーヤー＆ＡＭ／ＦＭ一体オーディオを装備。
3. 安全性能・環境対応
・新デザインのリヤドアと、ドアミラーの曲率変更による視界拡大。
・自然吸気エンジンの平成17 年度排出ガス基準 75％低減レベル達成。
・ヘッドランプレベライザーを採用。

＜快適装備を備えたメーカー装着オプション装備内容＞
[ユーティリティパッケージ］※Ｒ２全車（特別仕様車含む）に設定
・助手席マルチユーティリティシート（水平可倒機構）
・サブトランク（アンブレラ収納付）
・助手席アンダートレー
・イグニッションキー照明
・スマートキーレス＊システム（ハザードランプ連動）
[ｉ グレードアップパッケージ]
・運転席シートリフター（ダイヤル式）
・電動格納式リモコンカラードドアミラー（広角タイプ）
・インパネアクセサリーソケット（12Ｖ）
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＊スマートキーレスは、株式会社東海理化の登録商標

【Ｒ２ ｔｙｐｅＳの主な特長】
優れた燃費性能を持つ 4 気筒ＤＯＨＣエンジンと、力強い走行性能を持つ 4 気筒ＤＯＨＣスーパーチャー
ジャーエンジンをラインナップするスポーティモデル。専用装備により、上質さとスポーティを融合さ
せ、存在感と走りを表現している。

【Ｒ２ ｔｙｐｅＳ専用装備】
・専用デザインシート（ブルー）
・専用外装色に「ＷＲブルー・マイカ」、「チタニウムグレー・メタリック」の 2 色を採用。
・ガンメタリック塗装アルミホイール（Ｒ;14 インチ、Ｓ;15 インチ）
・7 速スポーツシフト付 ｉ‐ＣＶＴ＊（Ｓ）
・独立 3 眼エレクトロルミネセントメーター（タコメーター付）
・本革巻ステアリングホイール＆シフトノブ
・アルミパッド付スポーツペダル
・クリアサイドターンランプ
・インテグレーテッドＭＤ＋ＣＤプレーヤー＆ＡＭ/ＦＭチューナー[ＭＤ-ＬＰ＆ＣＤ-Ｒ/ＲＷ対応]
＊スポーツシフト（SPORTSHIFT）:Prodrive.Ltd 登録商標

【Ｒ２ Ｒｅｆｉの主な特長】
女性に特に関心の高い「美容と健康」をテーマとし、
『乗ることで、いつまでも美しくいられるクルマ』
をコンセプトに、肌にやさしく快適な室内空間を整える専用装備「うるるんパック」や、外装色とコー
ディネートした専用のシート表皮を装備するほか、仕様装備の充実を図りながらもお求めやすい価格設
定としている。

【Ｒ２ Ｒｅｆｉ主要装備】
＜うるるんパック＞
・ビタミンＣエアコン＊1
・アミノ酸（フレシール加工）シート＊2
・シート表皮材質［メイン;トリコット／サイド;トリコット］
・フロントＵＶ＆ＩＲ（赤外線）カットガラス
＜特別装備＞
・専用コーディネートシート（外装色対応）［メイン;アイボリー／サイド;専用色（全 4 色）］
・専用外装色に「クリームイエロー・パール」を採用。
・インテグレーテッドＣＤプレーヤー＆ＡＭ/ＦＭチューナー[ＣＤ‐Ｒ／ＲＷ対応]
・ＵＶカット機能付濃色ガラス（リヤドア・リヤゲート）
・14 インチアルミホイール
・フロントフォグランプ
・運転席シートリフター（ダイヤル式）
・電動リモコンドアミラー（広角タイプ）
・インパネアクセサリーソケット（12Ｖ）
＊1 ビタミンＣエアコン：一般的に、コラーゲンの合成を促進したり、メラニンや細胞の老化を抑制するなど、肌にやさ
しいと言われているビタミンＣ。このビタミンＣ成分を空気清浄機能付エアコンフィルターに含ませることにより、
エアコン作動時にきれいで爽やかな風を放出する。※美容を目的としたものではない。
＊2 アミノ酸（フレシール加工）シート：人の肌に含まれる「うるおい成分 N.M.F（天然保湿因子）」とよく似た天然タ
ンパク質「セリシン」をシート表皮の繊維に付与した、肌にやさしいシート。
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【販売計画】
Ｒ２シリーズ全体で 2,000 台／月

【メーカー希望小売価格＜消費税含む＞】（ ）は消費税含まず
＜Ｒ２＞
（単位：円）
＊2

車 種
2WD
ｉ
AWD
2WD
Ｒ
AWD
ｔｙｐｅＳ Ｒ
ｔｙｐｅＳ Ｓ

2WD
AWD
2WD
AWD

5MT
i-CVT
5MT
i-CVT
5MT
i-CVT
5MT
i-CVT
i-CVT
i-CVT
SSi-CVT
SSi-CVT

価 格
840,000 ( 800,000)
892,500 ( 850,000)
949,200 ( 904,000)
1,001,700 ( 954,000)
1,081,500 (1,030,000)
1,134,000 (1,080,000)
1,190,700 (1,134,000）
1,243,200 (1,184,000)
1,249,500 (1,190,000)
1,358,700 (1,294,000)
1,422,750 (1,355,000)
1,531,950 (1,459,000）

ボディ色
コーラルオレンジ・メタリック
ルミナスグリーン・パール
ミスティベージュ・メタリック
アストラルブルー・オパール
シルキーホワイト・パール

＊１

シャイニーシルバー・メタリック
オブシディアンブラック・パール
ベリーレッド・メタリック
ＷＲブルー・マイカ

＊2

シルキーホワイト・パール

＊1

オブシディアンブラック・パール
チタニウムグレー・メタリック

＊2

注） ｉ-CVT：フル電子制御自動無段変速機
2WD 寒冷地仕様は、5,250 円高（消費税含む）
SSi-CVT（スポーツシフト i-CVT）:7 速マニュアルモード付フル電子制御自動無段変速機
スポーツシフト（SPORTSHIFT）:Prodrive.Ltd 登録商標
全車デュアル SRS エアバッグを標準装備
*1 シルキーホワイト･パール:15,750 円高（消費税含む）
*2 WR ブルー・マイカ、チタニウムグレー・メタリック：typeS 専用色
typeＳオーディオレス仕様車：42,000 円安（消費税含む）
ユーティリティパッケージ（メーカー装着オプション）:36,750 円高（消費税含む）
i グレードアップパッケージ（メーカー装着オプション）:21,000 円高（消費税含む）

＜Ｒ２ Ｒｅｆｉ＞
（単位：円）

車 種

価 格

2WD

i-CVT

997,500 ( 950,000)

AWD

i-CVT

1,106,700 (1,054,000）

Ｒ２ Ｒｅｆｉ

ボディ色

注） ｉ-CVT：フル電子制御自動無段変速機
2WD 寒冷地仕様は、5,250 円高（消費税含む）
全車デュアル SRS エアバッグを標準装備
*クリームイエロー･パール:Refi 専用色
ユーティリティパッケージ（メーカー装着オプション）:36,750 円高（消費税含む）
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 0120-052215 までお願いいたします。
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＊

クリームイエロー・パール
コーラルオレンジ・メタリック
ミスティベージュ・メタリック
アストラルブルー・オパール

