
ス ピー ドは ひ か えめ に 、安 全 は ス バ ル の 願 い 。シ ー トベ ル トを しめ て 安 全 運 転 。 Ac,ive Driving′  Ac,′ve S

SuBARL

SPECIFICATIONSEQ∪ IPM ENT
■外装 (★ は特別装備 )

_ 1,: :,|IIiER 31ASTER-4 4cam16valve 2Stage Twin Turbo

GT V― Limitedのパワーユニットは、32クラスのNAエ
ンジンを凌ぐ滑らかな質感と260psの ハイパワーを兼ね

備えた2.OBOXER MASTER-44カム16バノンブ。2

ステージツインターボ。スポーッユニットとしての資質に優

れた水平対向エンジンならではの軽量。コンパクトなフ

‐・_‐ 二重 r■左右対称の理想的な重量バランスは、運動性能の向上にも貢献し

て.ま
~■

i三 二後の力強い加速と、シングノンターボ領域からツインターボ領域への

極
「

て'´ ―ズな移行。そして、高回転域での胸のすくようなパワーの伸び上がり。あくま

でti貫 てうのながら、スポーツの醍醐味に満ちた走りを体感できます。

二:こ こs35310rpm 32.5kg― m/5000rpm

圭越した運動性能と高 クティブセイフティ。

1ヽ‐ ]、 ビヽIETRY 4ヽVD SYSTEIM[

ヘッドライト(4灯 式/プロジェクターロービーム)

フロントスカート埋込みフォグランプ(プロジェクター/コーナリングランプ付)

電動格納式カラード&ヒーテッドリモコンドアミラー

大径テールバィフ(φ 90)

1,ヤ 間けつワイパー &ウ オンンヤ~
☆ |リ ヤ‐― 言ヽ色カラフ

■運転席まわり/オ ーディオ/パ

トレバー/ン フトノブ
ンドブレーキレバー

トレッ

WRC[世界ラリー選手権]で、その卓越し′ご性

能を実証し′しく′シン4WD。水平対向エンジン

を縦置きにしたパワートンーンからなるこのシステ

ムは、ソヤデンまで左右対称で一直線というシン

´́´ヽ.-4WDシステム    プルな構造。このため、前後左右の重量配分

二三ヨ '、 ランスに優れ、フリクションや振動が発生しにくく、高度なアクティブセイフティ性

=三 を≒■ iこ のシステムを基本に、AT車は、4WDならではのスタヒリティはそのままに、より

'=―
二・で`十チュラノンなハン|ツングを実現するVTD-4WD(不 等 &可変トルク配分

電 F■ _■ 1ヽVD)cMT車には、エンジン、トランスミッションのうこ動性能を最大限に引き

二す1.lT三 用のビスカスLSD付センターデフ方式4WDを採用しています。

たホーツドライビング
'の

ためのブレーキ。

HI(TH―PERFORMANCE BRAKE SYSTEMi
~・

)ヽ 1ホ ットキャリパー付ベンチレーテッドディスク、リヤベンチレーテッドディスクの4

≒二.ス クブレーキシステム。さらに高性能ブレーキパッドを採用し、ハイスピードからの

一 ヽ`なブレーキングに応える十分な制動力を確保しています。

′ヽンドリングに忠実な切れのいい走り。4-STRUT SUSPENS10N
~コン1ヽ

,ま L型ロアアーム、リヤはデュアノンリンク。十分なサスペンションストロークを石雀1果

●
=二

も、1、 ボデイ剛性を含めた脚まわり全体の剛性を高め、ドライバーの意志に忠実

て 'ル マとの対話感のあるハンドリングを実現した4輪ストラットサスペンションです。

4WDシステムのために専用開発。

4SENSOR 4CHANNEL ABS

CDブレーヤーー体 100W高 機能オーディオ
[CDプレーヤー」00Wハ イパワーアンフ・AM/FM電 子チューナー・フルロジ
ックコントロールカセットデンキ・CDチエンジヤ~コ ントロール]

ダイバンティアンテナ■パワーアンテナ
パワーステアリング(草速感応型油圧反力電子制御式)

赤外線リモコンドアロック(暗証コード式キーレスエント|,一 付｀
イグニツンヨンキー照明(オフディレイ付)

■lシ ート
☆ン~卜 材質|ン ャドウバイアスモケット

運転席シート|,フ ター

6:4分 割可倒式リヤンート(リ ヤセンタ~ア~ム レスト付/座面分割可)

可倒式リヤン~ト ピロ~
|,ヤ シートベルト自立式バックル

■内装

スポットマンプランプ
バニティミラー(助手席)

ドアステップランプ
サブトランク(セ ンターリッド付)

フロア&カ ーゴルームカ~ペ ント(力 外バイル)

カーゴルームトリム(カ ーペット)

力~ゴソケント(DC12V/120W)

カーゴネット(リ ヤンートパツクレスト内蔵 )

■メカニズム

VTD-4WD[不等 &可 変トルク配分電子制御4WD](AT車 )

ビスカスLSD付 センターデフ方式4WD(MT車 )

ATパワーモードスイッチ &スノーホールドモードスインチ(AT車 )

フロント・ベンチレーテンドデイスクブレーキ(15イ ンチ2ポ ントキヤリパー付)

1'ヤ・ベンテレーテッドディスクブレーキ(14イ ンチ)

☆ 高性 能 7ォーキパ ット
1リ ニアコントロールバルブ付ダンパー
フロント&リ ヤスタビライザー
DOu付ブロベランヤフト
1'ヤ ビスカスLSD(リ ミテッド・ス|,ソブ・デフ)

■安全装置

運転席SRSエ アバツグ
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)

フロント合わせガラス
フロント3点式ELRシ ートベルト(電気式テンションリデューサー付)

フロントシートー体シートベルトアンカー
フロントシートベルトショルターアジャスター
後席3点式ELRシ ートベルト(チャイルドシート対応機構付・2名 分)

ハイマウントストップランプ
サイドドアビーム&ステアリングサポートビーム
リヤドアキャッチャー構造

■メーカー装着オプション

デュアルSRSエアバック十プリテンショナーイ寸フロントシートベルト注 |

タンデムサンルーフ(AT車 )

■その他標準装備
く外装〉カラーν ン`パー/ル ーフレール/プロンズカウス/フ ロントウインドゥト
ップシェーげウォッシャー連動ミストスイッチ付間けつワイパー(タ イマー
付)/リ ヤウインドゥデフオンガ~/ス モークテールレンズ(タ ーン&パソク)く運
転席まわり〉タコメーター/テ ルトステアリング/プッシュ式空調コントロール
バネル/デイナイトインナーミラー/ATセ レクトインジケーター(AT車 )/半 ドア
図形表示モニター/運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ/燃料残
量ウォーニング/イグニッションキー運動ライトオフ/イ グニッションキー抜き
忘れウォーニングブザー/サンバイザー/シ ガーライター/フューエルリッドオ
ープナーくパワー装置〉ワンタッチパワーウインドゥ(運転席)/集 中ドアロッ
ク&リ ヤゲートロックくオーディオ〉デジタル時計表示機能く内装〉グロープポ
ックス(照明・車検証ホルダー付)/カップホルダー/フ ロアコンソール(小物
入れ/カードホルダー[AT車 ]付 )/コ ンソールボックス(コイントレイ付)/ア シ
ストグリップ(助手席十後席左右)/ドアポケット/リヤドアチャイルドプルーフ/
灰皿(前席&後席)/灰皿照明(前席)/後席暖房/カーゴルームランプ/テ
ンポラリースペアタイヤ
注1:デェアルSRSエ アバッグを装着した場合、ステアソングは専用タイプ

となります。
※メーカー装着オプションは、組合せによるセット販売となります。詳しくは販
売店にお問合せください。

*ス ピードウォーナー (速度警報装置)は ディーラー装着オプションで取 り

(km/`)

燃料消費率

型 式

種 類

トルク

燃料供給装置

変速機形式

減速比

/A BS」 1装 着車  、ヽ

■E-4AT‐ 7ポ ジンヨン電子制御4速フルオートマニ ´
:

マニュアルトランスミツンヨン ロ以下のメーカー表着―~

備した場合、次のように変わります。(注 |)室 内言
‐―  ́ ‐

-25mm。 (注 2)車両重量、車両総重量 :サ /ル ー
~~=―

モー ド走行時における燃料消費率の表示は.F′
‐

:モ ー

「 10・ 15モ ー喝に切替わります。「 10・ 15モーく_`=~■ =
等が加味されているため、同じ車両で測定した,首

‐
:=

平均的には 10%程 度高い値 (自 工会調べ)と ,ま ~‐‐
の燃料消費率は定められた試験条件のもとでの

=■
~~

て、実際の走行時には、運転条件.習 慣および整■‐ ==
料消費率が異なってきます。■エンシン出力表示 二='
ロス値があります。「グロス」はエンジ/単 体で.1ミ _´三

~

「ネット」とはエンシンを車両に搭載 した状態と,ま ヨ=^=~
たものです。同じエンジンで測定した場合、「ネ _ヽゴ

~ニ

15%程 度低い値(自 工会調べ)となっています.

△
■この仕様はお断

',な
く変更するここ■■ 二=

の走行にあたっては、取り扱い説明書を二 f― F=

い。■写真は印刷インクの性質上.実 奎二三 1■
見えることがあります。

低μ路でのブレーキングや急制動時にホイー

ノンロックを防ま 制動安定性とステアリン冽 二略

コントローノン能力を確保するABS。 4つの車輪

それ0四こ独立した車速センサーと制御′シンブ

を装備し、高度な制御を行う4センサー4チャン

ネノン方式を採用しています。
ABS装着車

急ブレーキ時のホイーノンロックを防ぎます。またハンドルを切翼●ちブ
レーキングしても操舵力が確保でき、万一の危険を回避するこD'で
きま

‐
す。

ABS非装着車

急ブレーキを踏むと、ホイーノンがロックしやすくなります。ホイーノンがロッ
クしてしまうレ ンヽシンが効力なくなり、制動安定性も失われます。
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■
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イ・11,ら れます.
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特性目

ヨ■菫工業株式含祓

BODY COLOR

ソニックブ′′―・マイカ #4F     ピュアホワイト 1lE         ライトシルバー・メタ|'.ク  ■:

レガシィツーリングワゴンGT V― Limitedく レガシィツーリングワゴンGT特別仕様車〉

E4WD/5MT] うち装備品

(型 アヽ スバル・E―BG5B59D―   ) 万 円

[4ヽVD/E-4AT] うち装 備 品

(丞」工ヽ スバ ノン・E―BG5B59P―    ) 万 円

●価格にはスヘアタイヤ (テ ンポラリータイヤ)と 標準工具―式が含まれます.0価 格 (1は 消費千忠ま含ま11ませた.消 費■
'・

'三 」' t i`―
登録料に伴う諸費用は別途申し受けます.0登録等に伴う手続き代行費用 |:つ いても別途消費税を中し受 .|ま ■.0早 ■ i= ^■ .=

限定3000台

‐
■:==:■ ■■:■

10.2

(運輸省届出値)

巨」2

20′ 4カ ム 6・ 1_

水平対向
`気

言

32

60

694

※限定販売のため売り切れの際はご容赦ください。
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