1 JUSTY
EQUIPMENT
標準装備

車

L

G

GS

2WD / 4WD

2WD / 4WD

2WD

メーカー装着オプション

R

RS

種

2WD / 4WD

2WD

■ 外 装・視 界
カラードバンパー（フロント）

仕様

仕様

カラードバンパー（リヤ）

仕様

仕様

メッキフロントグリル

仕様

仕様

・LEDクリアランスランプ付］
LEDハイ＆ロービームランプ［ヘッドランプレベライザー（オート）

仕様

仕様

LEDフォグランプ（ LEDライナー付）

仕様

メッキリヤゲートガーニッシュ
フロントアンダースポイラー
電動格納式カラードドアミラー（キーレスアクセス連動）
サイドアンダーミラー（助手席側）

注1

注1

ドアミラーターンランプ
スーパー UV＆IRカット機能付ガラス（フロントドア/ フロントクォーター）

UVカット機能付ガラス（フロントドア/ フロントクォーター）
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）付］

LEDリヤコンビランプ（テールランプ /ストップランプ）

3D（

フロント間けつワイパー

車速感応式

ピラーブラックアウト

車速感応式

仕様
）

車速感応式

3D（

）

車速感応式

注2

［全車標準装備］ ●エンジンアンダーカバー

●ルーフスポイラー

●シルバードアハンドル

● UV＆IRカット機能付ガラス（フロントウインドゥ） ●ＵＶカット機能付濃色ガラス（リヤドア/リヤクォーター /リヤゲート）

●リヤ間けつワイパー（リバース連動） ●リヤウインドゥデフォッガー
■ 操 作 性・計 器 盤・警 告 灯
（六連星オーナメント加飾付）
ウレタン3 本スポーク
ステアリングホイール

（六連星オーナメント/シルバー加飾付）
ウレタン3 本スポーク
（六連星オーナメント/シルバー加飾付）
本革巻 3 本スポーク

ステアリングスイッチ
インパネセンターシフト

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作
スポーツモード切替
ウレタン
本革巻（シルバー加飾付）

メッキセレクトレバーボタン
単眼メーター

2 眼ルミネセントメーター（タコメーター付）

仕様

仕様

エコインジケーター

LCDマルチインフォメーションディスプレイ
〈アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費･航続可能距離・
外気温･スマートアシスト故障 / 停止警告など〉

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
〈アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費･航続可能距離・外気温･
スマートアシスト故障 / 停止警告･ガソリン節約量･メンテナンス情報･時計モード/

注3

カレンダーモード/ エコキャラモードなど〉

アクセサリーソケット 注 4

フロント
カーゴルーム（右側）

オートエアコン（プッシュ式）

調塗装

調塗装

マニュアルエアコン（ダイヤル式）
パワースライドドア

左側

（ワンタッチオープン・予約ロック・挟み込み防止機能付） 右側
スライドドアイージークローザー（左右）
キーレスアクセス&プッシュスタート
［リクエストスイッチ（運転席 / 助手席 /リヤゲート）］ 注5
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）
クルーズコントロール
クリーンエアフィルター
リヤヒーターダクト
［全車標準装備］ ●フットパーキングブレーキ

●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー

●燃料残量ウォーニングランプ

（全ドア連動） ●方向指示器のワンタッチ機能
●パワーウインドゥ
（運転席反転装置 / 全席スイッチ照明付） ●集中ドアロック

●衝撃感知式フューエルカットシステム
●オートライト

●チルトステアリング

●電動パワーステアリング
●フューエルリッドオープナー

●シートベルト未装着ウォーニンングランプ＆ブザー（全席）
■ オーディオ
オーディオレス（ 16cmフロントスピーカー付）
リヤスピーカー
フロントツィーター
ナビアップグレードパッケージ
［リヤビューカメラ、ステアリングスイッチ（オーディオ操作）］

★A

注1 注3 注6 注7 注8 注9

★A

［全車標準装備］ ●ルーフアンテナ（可倒式）
■ シート
シート表皮（ファブリック）

仕様（撥水加工）

仕様（撥水加工）

フロントセパレートシート
シートヒーター（運転席 / 助手席）

4WD

フロントセンターアームレスト
（運転席）

4WD

シートリフター（運転席）

4WD

リヤシート機構（ 6:4 分割可倒式）

2WD ★B

4WD

★B

左右分割ロングスライド（ 240mm ）
左右分割 70 度リクライニング/ 格納（カーゴルーム側スライドレバー付）

［全車標準装備］ ●フロントシートウォークスルー

●フロントシートヘッドレスト

●リヤシートヘッドレスト
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車

メーカー装着オプション

L

G

GS

R

RS

2WD / 4WD

2WD / 4WD

2WD

2WD / 4WD

2WD

左側

左右

左右

左右

左右

種

■ 内装
メッキインナードアハンドル
ピアノブラック調塗装（シルバー加飾付）
センタークラスターパネル

ピアノブラック調材着
材着

サイドエアコンレジスター（シルバー加飾付）
メッキエアコンレジスターノブ
後席ステップランプ
デッキサイドランプ

左側
右側（スイッチ付）

イルミネーションパッケージ
［フットイルミ（運転席･助手席）/インパネアッパートレイイルミ（助手席）/センターフロアトレイイルミ］

（

ドアトリム
シートバックテーブル［ショッピングフック・ボトルホルダー 2 個付］
（ 運転席 / 助手席）

4WD

2WD ★B

4WD

加飾付）

（

加飾付）

★B

注10

アシストグリップ（助手席 / 後席左右）
多機能デッキボード（防汚シート付）
［全車標準装備］ ●フロントマップランプ

●ルームランプ

●カーゴルームランプ

●大型乗降用アシストグリップ（チャイルドグリップ付） ●フットレスト

●サンバイザー［バニティミラー（運転席 / 助手席）& チケットホルダー（運転席）］ ●防眩ルームミラー

●格納式リヤドアサンシェード

■ ポケットエリア
シートアンダートレイ（助手席）

4WD

脱着式大型センターダストボックス
シートバックポケット
（助手席）
カーゴルームアンダーボックス
インパネアッパートレイ（助手席）
［全車標準装備］ ●回転式カップホルダー（運転席 / 助手席） ●ドアポケット&ボトルホルダー（フロント） ●トレイ式デッキサイドトリムポケット&ボトルホルダー
●ツールボックス（助手席足元） ●インパネセンターポケット

●センターフロアトレイ

●ショッピングフック
（フロント・カーゴルーム）

●グローブボックス（助手席） ●フロントドアプルハンドルポケット
（運転席・助手席）

■ 足回り・メカニズム

15インチアルミホイール &175/55R15タイヤ
14インチアルミホイール &165/65R14タイヤ
14インチフルホイールキャップ &165/65R14タイヤ
リヤスタビライザー
［全車標準装備］ ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

●フロントスタビライザー

●スペアタイヤレス&タイヤパンク修理キット

●アイドリングストップ機能

■ 安全装備
スマートアシストⅢ ※
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）& 衝突警報機能（対車両・対歩行者）&
車線逸脱警報機能 &AT 誤発進抑制制御機能（前方誤発進・後方誤発進）&
先行車発進お知らせ機能 & ハイビームアシスト

注6

デュアル SRS エアバッグ（運転席 / 助手席）
パノラミックビューモニター［フロントカメラ、サイドカメラ］
〈トップ &フロントビュー /フロント
ワイドビュー /レフト& ライトサイドビュー /トップ &リヤビュー /レフトサイド&リヤビュー /

★A

注1 注3 注6 注7 注9
SRS サイドエアバッグ（運転席 / 助手席）&SRSカーテンエアバッグ（前後席）
注10
［リヤシートベルト
（左右席）プリテンショナー &フォースリミッター付］
コーナーセンサー（フロント/リヤ・接近お知らせ表示付）
ABS（ EBD 機能付）
VDC［ビークルダイナミクスコントロール］
リヤワイドビュー〉

★A

エマージェンシーストップシグナル
［全車標準装備］ ●ハイマウントストップランプ（大型導光式 LED ） ●ヒルホールドシステム
● ISOFIX チャイルドシートロアアンカレッジ＆トップテザーアンカレッジ（リヤ左右席）注 11

●プリテンショナー &フォースリミッター付フロント3 点式 ELRシートベルト

●リヤ 3 点式 ELRシートベルト
（全席）

●ブレーキアシスト

■ 地域仕様
寒冷地仕様

注12

※スマートアシストⅢの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 1. パノラミックビューモニター & ナビアップグレードパッケージを選択した場合、サイドアンダーミラーは
装着されません。
注 2. ボディカラーのブラック・マイカメタリックを選択した場合、ボディ同色となります。
注 3. パノラミックビューモニター & ナビアップグレードパッケージを選択した場合、カメラ映像は TFTカラー
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。なお、ディーラー装着オプションのナビを選択し
た場合はナビ画面に表示されます。
注 4. 120W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W 以下の電気製品でも正常に作動しない場合が
あります。詳しくは販売店におたずねください。
注 5. 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 6. 字光式ナンバープレートは装着できません。
注 7. パノラミックビューモニター & ナビアップグレードパッケージは純正以外のナビゲーションを装着した場
合の動作保証は致しかねます。

4WD

4WD

4WD

注 8. ステアリングスイッチ（オーディオ操作）は、ディーラー装着オプションのナビゲーションシステムを装着
した場合に操作可能となります。
注 9. パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージにナビゲーションシステムは含まれませ
ん。ディーラー装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
注 10. SRS サイドエアバッグ（運転席 / 助手席）&SRSカーテンエアバッグ（前後席）を選択した場合、アシストグ
リップは運転席にも装着されます。
注 11. 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。
注 12. 寒冷地仕様を選択した場合、
ヒーテッドドアミラー、ウインドシールドディアイサー、室内補助ヒーターが
追加されます。また、寒冷地での使用を考慮して、下記の装備を適した仕様に変更しています（エンジン
冷却水、スターター、ワイパー）。
★A

★B

ナビアップグレードパッケージ［リヤビューカメラ、ステアリングスイッチ（オーディオ操作）］
とパノラミッ
クビューモニター［フロントカメラ、サイドカメラ］は『パノラミックビューモニター & ナビアップグレード
パッケージ』
としてセットでメーカー装着オプションとなります。
シートヒーター（運転席 / 助手席）
とシートバックテーブル（運転席 / 助手席）は『コンフォートパッケージ』
としてセットでメーカー装着オプションとなります。
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■ メーカー 装 着オプション 組み合わせ表
グレード
オプションコード

L
2WD
XH

G
4WD
AC

XH

2WD
CH
DH

GS
EH

AC

4WD
BC
DC

EC

LH

メーカー装着オプション

R
2WD
MH

NH

2WD
JH
KH

RS
4WD
JC
KC

JH

2WD
KH

パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ
コンフォートパッケージ

LEDハイ＆ロービームランプ
SRS サイドエアバッグ＆SRSカーテンエアバッグ
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