2007 年 5 月 15 日

スバル レガシィ シリーズを一部改良
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あわせて特別仕様車ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０ｉ Ｂ -ＳＰＯＲＴ」、「２.０ｉ Ｂｒｉｇｈｔｏｎ」、
エス

スタイル

エル

スタイル

アウトバック「２.５ｉ Ｓ -ｓｔｙｌｅ」、「２.５ｉ Ｌ -ｓｔｙｌｅ」を発売
富士重工業は、スバル レガシィに一部改良を施すとともに、特別仕様車 4 車種、ツーリングワゴンと
Ｂ４に「２.０ｉ Ｂ-ＳＰＯＲＴ」、「２.０ｉ Ｂｒｉｇｈｔｏｎ」、アウトバックに「２.５ｉ Ｓ-ｓｔｙｌｅ」、「２.５ｉ Ｌ-ｓｔｙｌｅ」を設定
し、本日より全国のスバル特約店を通じ発売する。
今回の一部改良は、新ボディ色の設定、快適性や機能性を向上させる仕様装備の充実、ラインナップ
強化などにより、シリーズ全体の商品力強化を図った。
新ボディ色に、「スティールシルバー・メタリック」、「トパーズゴールド・メタリック」を展開すると
ともに、
“ＳＵＢＡＲＵ Ｇ-ＢＯＯＫ ＡＬＰＨＡ”対応の専用オーディオ一体型ＨＤＤナビゲーションシステム、
キーレスアクセス＆プッシュスタート＊を幅広いグレードに設定した。
新グレードについては、ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０ＧＴ」、ツーリングワゴン／Ｂ４／アウトバック
「３.０Ｒ」に、全車速追従機能を持つＳＩレーダークルーズコントロールを搭載する「２.０ＧＴ ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ」、
「３.０Ｒ ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ」を設定。また、2.0ℓ ＤＯＨＣ ＮＡエンジン車はグレード展開を変更し、スポーティ
な仕様装備を持つ「２.０Ｒ ｓｐｅｃ.Ｂ」を設定した。
＊植え込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電子機器に影響を与える場合があります。

スバル レガシィ ツーリングワゴン「２.０ｉ Ｂ-ＳＰＯＲＴ」

スバル レガシィ Ｂ４「２.０ｉ Ｂｒｉｇｈｔｏｎ」

スバル レガシィ アウトバック 「Ｓ-ｓｔｙｌｅ」

【主な改良の内容】
・新ボディ色に、「スティールシルバー・メタリック」、「トパーズゴールド・メタリック」を設定。
・快適なドライブをサポートするテレマティクスサービス“ＳＵＢＡＲＵ Ｇ-ＢＯＯＫ ＡＬＰＨＡ”に対応す
る専用オーディオ一体型ＨＤＤナビゲーションシステムをメーカー装着オプションで設定。
（ツーリン
グワゴン／Ｂ４「２.０ｉ」、「２.０ｉ Ｃａｓｕａｌ ｅｄｉｔｉｏｎ」、およびアウトバック「２.５ｉ」を除く）
・アクセスキーの携帯により、ドアの施錠・開錠とプッシュスイッチによるエンジン始動を可能とした
キーレスアクセス＆プッシュスタートを「２.０ＧＴ」系、「３.０Ｒ」系に標準装備。
・メーカー装着オプションの本革シート装着車に助手席パワーシートを追加装備。
・2.0ℓターボエンジン車、3.0ℓエンジン車に、スバルダイナミック 5ＡＴを採用。
・2.0ℓターボエンジン車の 5 速ＡＴに、ダウンシフトブリッピングコントロール（回転同期制御）を採用。
（3.0ℓエンジン車は従来より採用済み）

〜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）〜
＜ナビゲーション部＞
・ソフトウェアの最適化や 40ＧＢの大容量ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の採用により、3Ｄ画面の
スクロール時や目的地案内の再探索時の素早い処理能力を実現し使い勝手を向上。
・よりきめ細かく鮮明な画像が楽しめる 7 インチＶＧＡ液晶モニター＆ＬＥＤバックライトを採用。
＜専用オーディオ部＞
・ヘッドユニットに、車室内の音響特性の補正を行い全ての座席に最適な音響品質を提供するＡｕｄｙｓｓｅｙ
ＭｕｌｔＥＱ＊技術を採用。
・徹底した音質チューニングを施すとともにノイズや歪みを最小限に抑え、より原音に忠実な再生を実現。
＊ＡｕｄｙｓｓｅｙＭｕｌｔＥＱは米国Ａｕｄｙｓｓｅｙ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．の登録商標です。

＜ＳＵＢＡＲＵ Ｇ-ＢＯＯＫ ＡＬＰＨＡの主な機能＞
・ＶＩＣＳによる最新の道路交通情報と過去の統計データをもとに、渋滞を回避した最適なルートを案内
する「Ｇルート検索／渋滞予測」機能を設定。（無料）
・現在地付近の道路交通情報を、音声の読み上げとモニター上のアイコンに表示する「道路交通情報」
機能を設定。
（無料）
・最新のタイトル情報をダウンロードできる「ＣＤタイトル情報取得」機能を設定。（無料）
・予め、自宅のパソコンや携帯電話で検索した目的地やお気に入りスポットをナビゲーションにダウ
ンロードできる「ドライブプラン」機能を設定。（無料）
〜フリーサービス（無料）について〜
○フリーサービスご利用にあたっては、「スバルWEBコミュニティ」の会員登録（無料）が必要となります。
○別途、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®*対応携帯電話、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ®*アダプター＆携帯電話が必要となります。
*Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®は、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＳＩＧ，Inc.ＵＳＡの登録商標です。
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・事故や急病など、万一の際に、ワンタッチ操作でヘルプネットセンターを介し警察や消防に自車の
位置情報を緊急通報できる「Ｈｅｌｐｎｅｔ」機能を設定。（有料／プランＡ、プランＢ）
・車両が盗難や車上荒らしにあった場合、異常事態をメールや電話で知らせるとともに、盗難被害に
あった場合、車両の位置を追跡する「Ｇ-Ｓｅｃｕｒｉｔｙ」機能を設定。（有料／プランＢ）
ＳＵＢＡＲＵ Ｇ-ＢＯＯＫ ＡＬＰＨＡ 利用料金
通信機器

利用料金

通信費

フリーサービス

携帯電話利用

無料

お客様負担

プランＡ

携帯電話利用

プランＢ

ＤＣＭ＊利用

3,600円／年
12,000円／年

お客様負担
パケット使い放題

○詳細は、利用申込書をご参照ください。
○利用料金は税込みです。
○契約期間中のプラン変更は、現在の契約を解約し、新しいプランを中途契約としてご契約頂くこととなります。
○解約されたプランの料金（事務手数料・基本利用料）の返金は行いません。
＊ＤＣＭ（デジタルコミュニケーションモジュール）：ディーラー装着オプション

【新グレード ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０ＧＴ ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ」、ツーリングワゴン／Ｂ４／アウトバッ
ク「３.０Ｒ ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ」の主な内容と装備】
フロント部に設けたレーザーレーダーにより、ほぼ 0〜100km/h までの速度域において先行車を追従
する機能を実現し、ドライバーの運転負荷の軽減と快適性を向上させるとともに、ＳＩ-ＤＲＩＶＥ
（ＳＵＢＡＲＵ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｄｒｉｖｅ）と協調する独自の制御により実用燃費も向上するなど環境性にも
配慮した。
・ＳＩレーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）
・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
・リヤベンチレーション
・ＶＤＣ（ビークルダイナミクスコントロール）

【新グレード ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０Ｒ spec.Ｂ」の主な内容と装備】
スポーティな専用のフロントグリル＆バンパーをはじめ、ビルシュタイン製ダンパー、パドルシフト
付スポーツシフト、ＭＯＭＯ製ステアリングホイールなどの装備を施した。
・spec.B 専用スポーティグリル＆フロントバンパー
・専用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］
・ビルシュタイン製ダンパー（フロント倒立式）
・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付ステアリングホイール
・スポーツシフト［4 速・パドルシフト付］
・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・クラッチ<ＭＴ車>）
・アルミホイール（17 インチ、専用ガンメタリック塗装）
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【特別仕様車 4 車種の主な内容】
＜ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０i Ｂ-ＳＰＯＲＴ」、アウトバック「２.５i Ｓ-ｓｔｙｌｅ」＞
オーディオリモートコントロールスイッチ付きＭＯＭＯ製本革巻ステアリングホイールやパドルシフ
ト付きスポーツシフトなど、運転席まわりの機能性、操作性を高めるスポーティな装備を充実させた。
〜特別装備〜
・スポーツシフト［4 速・パドルシフト付］
・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付ステアリングホイール
・ステアリングテレスコピック機能
・運転席 8 ウェイパワーシート
・アルミホイール［17 インチ、ハイラスター塗装］（アウトバック「２.５ｉ Ｓ-ｓｔｙｌｅ」）
・アルミホイール［専用 16 インチ］（ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０ｉ Ｂ-ＳＰＯＲＴ」）
・専用エンブレム（ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０ｉ Ｂ-ＳＰＯＲＴ」）
・ＨＩＤロービームランプ
・濃色ガラス
・クリアビューパック

＜ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０i Ｂｒｉｇｈｔｏｎ」（ＡＴ車 のみ）、アウトバック「２.５i Ｌ-ｓｔｙｌｅ」＞
運転席＆助手席 8 ウェイパワーシート、左右独立温度調整機能付フルオートエアコンなどの快適装備
のほか、明るく開放感のあるアイボリーに統一したインテリア、ＭＯＭＯ製ウッド＆本革巻ステアリン
グホイールやウッド調パネルなどの上質装備も充実させた。
〜特別装備〜
・運転席＆助手席 8 ウェイパワーシート
・左右独立温度調整機能付フルオートエアコン
・リヤベンチレーション（アウトバック「２.５ｉ Ｌ-ｓｔｙｌｅ」）
・アイボリーインテリア（アウトバック「２.５ｉ Ｌ-ｓｔｙｌｅ」はメーカー装着オプションの本革シート仕
様のみ）
・ＭＯＭＯ製ウッド＆本革巻ステアリングホイール
・ウッド調加飾付ＡＴセレクトレバー＆パネル（アウトバック「２.５ｉ Ｌ-ｓｔｙｌｅ」はメーカー装着オプシ
ョンの本革シート仕様のみ）
・スポーツシフト［4 速・パドルシフト付］（パドルシフト付はアウトバック「２.５ｉ Ｌ-ｓｔｙｌｅ」のみ）
・オーディオリモートコントロールスイッチ付ステアリングホイール
・ステアリングテレスコピック機能
・アルミホイール［17 インチ、ハイラスター塗装］（アウトバック「２.５ｉ Ｌ-ｓｔｙｌｅ」）
・ＨＩＤロービームランプ
・濃色ガラス
・クリアビューパック

【販売計画】
シリーズ全体で

4,000 台／月
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【メーカー希望小売価格＜消費税含む＞】（

）は消費税含まず
［単位：円］

車種

価格

Ｃａｓｕａｌ ｅｄｉｔｉｏｎ
２.０ｉ

２.０Ｒ ｓｐｅｃ.Ｂ

5MT

2,100,000 (2,000,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,152,500 (2,050,000)

5MT

2,247,000 (2,140,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,299,500 (2,190,000)

5MT

2,672,250 (2,545,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,724,750 (2,595,000)

5MT

3,108,000 (2,960,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,181,500 (3,030,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,407,250 (3,245,000)

6MT

3,339,000 (3,180,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,339,000 (3,180,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,234,000 (3,080,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,459,750 (3,295,000)

5MT

2,089,500 (1,990,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,142,000 (2,040,000)

5MT

2,520,000 (2,400,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,572,500 (2,450,000)

5MT

2,950,500 (2,810,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,024,000 (2,880,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,244,500 (3,090,000)

6MT

3,181,500 (3,030,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,181,500 (3,030,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,076,500 (2,930,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,297,000 (3,140,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,688,000 (2,560,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,234,000 (3,080,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-5AT

3,459,750 (3,295,000)

ツーリングワゴン

２.０ＧＴ

ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ
ｓｐｅｃ.Ｂ

３.０Ｒ
ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ
２.０ｉ

２.０Ｒ ｓｐｅｃ.Ｂ

Ｂ４
２.０ＧＴ

ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ
ｓｐｅｃ.Ｂ

３.０Ｒ
ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ
２.５ｉ
アウトバック
３.０Ｒ
ＳＩ-Ｃｒｕｉｓｅ
*1:31,500 円高(消費税含む)

*2:「２.０i Casual edition」を除く

*3:ｱｳﾄﾊﾞｯｸを除く
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ボディカラー

スティールシルバー･メタリック
ダイヤモンドグレー･メタリック*2
トパーズゴールド･メタリック
サテンホワイト･パール*1
オブシディアンブラック･パール
ニューポートブルー･パール*2
リーガルブルー･パール*2,*3

＜特別仕様車 ツーリングワゴン／Ｂ４「２.０i Ｂ-ＳＰＯＲＴ」、「２.０i Ｂｒｉｇｈｔｏｎ」＞
［単位：円］

車種
２.０ｉ Ｂ-ＳＰＯＲＴ☆
ツーリングワゴン
２.０ｉ Ｂｒｉｇｈｔｏｎ
２.０ｉ Ｂ-ＳＰＯＲＴ
Ｂ４
２.０ｉ Ｂｒｉｇｈｔｏｎ☆

価格
5MT

2,346,750 (2,235,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,399,250 (2,285,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,441,250 (2,325,000)

5MT

2,194,500 (2,090,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,247,000 (2,140,000)

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,289,000 (2,180,000)

ボディカラー

スティールシルバー･メタリック
ダイヤモンドグレー･メタリック
トパーズゴールド･メタリック
サテンホワイト･パール*
オブシディアンブ゛ラック･パール
ニューポートブルー･パール
リーガルブルー･パール

＊:31,500 円高(消費税含む)

＜特別仕様車 アウトバック「２.５i Ｓ-ｓｔｙｌｅ」、「２.５i Ｌ-ｓｔｙｌｅ」＞
車種

［単位：円］

価格

ボディカラー
スティールシルバー･メタリック
ダイヤモンドグレー･メタリック
トパーズゴールド･メタリック
サテンホワイト･パール*
オブシディアンブ゛ラック･パール
ニューポートブルー･パール

２.５ｉ Ｓ-ｓｔｙｌｅ☆

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,787,750 (2,655,000)

２.５ｉ Ｌ-ｓｔｙｌｅ

ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ
E-4AT

2,829,750 (2,695,000)

アウトバック

＊:31,500 円高(消費税含む)
全車とも SYMMETRICAL AWD で、ABS、ﾃﾞｭｱﾙ SRS ｴｱﾊﾞｯｸﾞを標準装備
E-4AT:電子制御 4 速ﾌﾙｵｰﾄﾏﾁｯｸﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ E-5AT:電子制御 5 速ﾌﾙｵｰﾄﾏﾁｯｸﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄは、Prodrive．Ltd の登録商標
☆ 写真掲載のｸﾞﾚｰﾄﾞ

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。
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