7 B4
EQUIPMENT

標準装備

LEGACY B4
車

種

メーカー装着オプション

LEGACY B4 Limited
2.5L DOHC

■ AWD システム・足回り・メカニズム
アクティブトルクスプリットAWD［電子制御 AWD ］
タイヤサイズ
アルミホイール

225/55R17

225/50R18

17インチ

18インチ（ブラックハイラスター塗装）

スタブレックス・ライド
フロント16インチ 2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ
リヤ 17インチベンチレーテッドディスクブレーキ
アイドリングストップ
アクティブグリルシャッター

SI-DRIVE［ 3 モード（ I/S/S# ）］
［全車標準装備］ ●フロント&リヤスタビライザー

●アダプティブ制御付トランスミッション

■ 視界

LEDハイ&ロービームランプ（ブラックベゼル）
［ヘッドランプレベライザー（オート）、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー
付］
＋ステアリング連動ヘッドランプ
LEDフロントフォグランプ
LEDリヤフォグランプ
LEDリヤコンビランプ
ウェルカムライティング
撥水加工フロントドアガラス
［全車標準装備］ ● LED サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（ターンインジケーター付） ●雨滴感知オートワイパー /オートライト
●リヤウインドゥデフォッガー ●フィン一体フロントワイパー（拡散式ウォッシャー連動 間けつ調整式） ●リヤ間けつワイパー &ウォッシャー 注 1

●フロントワイパーデアイサー

●ヒーテッドドアミラー

■ 操 作 性・計 器 盤・警 告 灯
電動パーキングブレーキ

注2

本革巻ステアリングホイール（ステアリングヒーター付）

高触感革

本革巻シフトレバー

高触感革＋ピアノブラック調加飾

シフトブーツ＋ピアノブラック調加飾パネル
パドルシフト
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）
フルオートエアコン
（左右独立温度調整機能、後席ベンチレーション、
クリーンフィルター付）
大型マルチインフォメーションディスプレイ付メーター

リング照明付

キーレスアクセス&プッシュスタート
（暗証コード式キーレスエントリー付） 注 3
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

盗難警報装置（アラーム表示機能付）

注4

全席シートベルト未装着ウォーニングランプ &ブザー
［全車標準装備］ ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●パワーウインドゥ
［全席オートアップ &ダウン、反転装置、スイッチ照明 (メッキ ) 、運転席オフ
ディレイタイマー付］ ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&トランクロック
（オートドアロック・アンロック機能付） ●半ドア表示モニター（個別ドア表示） ●燃料残量ウォーニング
ランプ ●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール ●リモコントランクオープナー
■ オーディオ
オーディオリモートコントロールスイッチ

6スピーカー（フロント4＋リヤ 2 ）
ガラスアンテナ（ FMダイバシティ）
■ シート
ファブリックシート
（シルバーステッチ）
本革シート
［ブラック
（シルバーステッチ）orアイボリー（アイボリーステッチ）］注 5
運転席 10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）
助手席 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）
シートヒーター（運転席＋助手席＋後席左右）
アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能

6：4分割可倒式トランクスルー
［全車標準装備］ ●フロントシートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト
●リヤシートセンターアームレスト
（カップホルダー付）

（全席上下調整式） ●フロントセンターアームレスト
● 3 名分リヤシートヘッドレスト
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8 B4
EQUIPMENT

標準装備

LEGACY B4
車

種

メーカー装着オプション

LEGACY B4 Limited
2.5L DOHC

■ 内装
インパネアッパートリム（シルバーステッチ）
木目調＋シルバー塗装

加飾パネル（インパネ、
ドアトリム）

ピアノブラック調＋シルバー塗装

サテン調シルバー＋ピアノブラック調加飾（前席センターエアベントグリル）

SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルプレート（フロント）
フロント&リヤドア・プルハンドル照明

USB 電源（フロント2＋リヤ 2 ）

注2

［全車標準装備］ ●メッキインナードアハンドル ●フロアコンソールボックス ●オーバーヘッドコンソールボックス（シャワーライト付） ●前席カップホルダー（ 2ヶ）
●フロント&リヤ大型ドアポケット
（ボトルホルダー付） ●センタートレイ（ブルー照明付） ●グローブボックス
（照明付） ●インパネアクセサリーソケット
（ DC12V/120W） ●運転席・助手席バニティミラー（照明付）
●スポットマップランプ ●フロントドアカーテシーランプ ●オフディレイルームランプ ●トランクルームランプ ●コンソールボックス内蔵電源ソケット
（ DC12V/120W ）
●アシストグリップ（運転席＋助手席＋後席左右） ●リヤ左右席コートフック ●大型サブトランク
■ 外装
フロントフォグランプカバー

クロームメッキ加飾付
メッキ加飾付

サイドシルスポイラー
リヤガーニッシュ
（メッキ）
サンルーフ（電動チルト&スライド式）
リヤバンパー（ディフューザータイプ）
バンパー一体型マフラーカッター

UV&IR（赤外線）カット機能付遮音ガラス（フロント）
UVカット機能付ガラス（フロントドア）
UVカット機能付濃色ガラス（リヤドア、リヤ）
［全車標準装備］ ●光輝ウインドゥモール

●ピアノブラック調サッシュ

●大型フロア下アンダーカバー

■ 安全装備
アイサイト
（ ver.3 ）
［プリクラッシュブレーキ / 後退時ブレーキアシスト/
アクティブレーンキープ（車線中央維持 / 車線逸脱抑制）/AT 誤発進抑制制御 /
AT誤後進抑制制御/全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズ
コントロール/車線逸脱警報/ふらつき警報/先行車発進お知らせ機能］ 注 2 注 6
アイサイトセイフティプラス
［スバルリヤビークルディテクション
（後側方警戒支援
システム）
/アダプティブドライビングビーム/フロント&サイドビューモニター］
注2 注7
リヤビューカメラ

注8

自動防眩ルームミラー
レスパッケージ ※下記の装備が装着されません。
［後退時ブレーキアシスト/スバルリヤビークルディテクション（後側方警戒
支援システム）/フロント& サイドビューモニター /リヤビューカメラ］
オートビークルホールド
デュアル SRS エアバッグ

SRS サイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグ
運転席 SRS ニーエアバッグ

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
VDC［ビークルダイナミクスコントロール］
アクティブ・トルク・ベクタリング
エマージェンシーストップシグナル
［全車標準装備］ ●ブレーキオーバーライド
（ブレーキ操作優先制御） ●ハイマウントストップランプ ●セイフティブレーキペダル ●セイフティフットレスト
●プリテンショナー（助手席はダブルプリテンショナー）&フォースリミッター&テンションリデューサー付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト
（左右席はプリテンショナー&フォースリミッター付）
●ISOFIX取付装置&トップテザーアンカレッジ
（リヤ左右席）注9 ●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 ●リヤドアチャイルドプルーフ
●後退時

、

&

、

装着

DIATONE

装着

時

作動

。詳

販売店

問

合

。

注 1：Rレンジの時は連続ワイパーとなります。

注 2：アイサイト
（ ver.3 ）、アイサイトセイフティプラス、電動パーキングブレーキ、USB 電源のご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 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：国土交通省認可品です。
注 5：本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注 6：レスパッケージ選択時は後退時ブレーキアシストは装備されません。
注 7：レスパッケージ選択時はアダプティブドライビングビームのみ装備されます。
注 8：レスパッケージ選択時は装備されません。
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。
■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。
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■

装着

組

合

標準装備

表

LEGACY B4
JB

JM

YB

メーカー装着オプション

LEGACY B4 Limited
LI

YB

＊1

本革

YM

RI
＊1

＊2
＊3

＊1：レスパッケージ選択時はアダプティブドライビングビームのみ装備されます。
＊2：本革シートはブラック／アイボリーから選択できます。
＊3：レスパッケージを選択すると後退時ブレーキアシスト、スバルリヤビークルディテクション（後側方警戒支援システム）、フロント& サイドビューモニター、
リヤビューカメラが装備されません。

（ 2019.01 ）

