PRESS INFORMATION
www.fhi.co.jp
2012 年 11 月 13 日

新型 スバル フォレスターを発表
富士重工業は、スバル フォレスターをフルモデルチェンジし、本日より発売します。
新型フォレスターは、
「 SUV としての本質的な価値の実現」を目指して開発しました。スバル独創の
シンメトリカル AWD を核に、走行性能、安全性能、環境性能といったクルマとしての基本性能を進化
させ、その上で、SUV ならではの道具としての使う愉しさと、ストレスなく自由な移動を可能にする
走る愉しさを大幅に向上させました。
今回、4 代目となるフォレスターは、1997 年の発売以来 15 年間、路面状況に左右されない快適な
走行性能や、取り回しやすく実用性に優れた SUV として、世界中の幅広いお客様から高い評価を
いただいています。
富士重工業は、スバルのブランドステートメント Confidence in Motion において、 確かなクルマ
づくり を貫きながら、お客様のライフスタイルや価値観と強いつながりを持つ商品の開発に注力し、
「安心と愉しさ」を提供することにより、スバルファンの拡大を目指しています。新型フォレスターも、
その方向性を具現化した商品です。

スバル フォレスター「2.0i - L EyeSight」

スバル フォレスター「2.0XT EyeSight」
（ルーフレールはメーカー装着オプション）

【商品コンセプト】

「SUV としての本質的な価値の実現」
スバルは「SUV としての本質的な価値」を、移動の自由というクルマ本来の価値を基本に、さまざまな
シーンで道具として使えること、長距離や厳しい走行環境下でも快適に移動できること、そしてそれら
によりお客様に自由な移動と活動を提供することと捉えました。その実現のため、スバルの最新技術の
採用や車体剛性の向上など、クルマの基本である走行性能を大幅に進化させました。同時に、安全性能、
環境性能も向上させることで、クルマへの安心の価値を実現しました。そして、パッケージを一から
見直し、居住性や機能性の向上による SUV としての使う愉しさと、基本性能の高さに加え、走りの質感
の進化や、AWD の新制御を採用するなど、あらゆる路面状況下での快適で確かな走行性能による、走る
愉しさについても実現。
「安心」そして「愉しさ」によりお客様に自由な移動と活動を提供する、スバル
の新しい SUV を提案します。

■ 安心 〜クルマとしての基本性能を向上〜

・クルマの基本性能である「走る・曲がる・止まる」を進化
・車体剛性の向上により、振動、騒音、安定性、乗り心地のすべての走行性能を大幅に向上
・平成 27 年度燃費基準を達成＊1 し、優れた燃費性能を実現
・危険回避、衝突安全、予防安全すべてにおいて高い安全性能を実現

＊1：全リニアトロニック搭載車

■使って愉しい 〜パッケージを根本から見直し、SUV としての実用性、乗員全員の快適性を追求〜

・すべての席で見晴らしが良く、運転中ストレスのない開放感に溢れた視界を実現
・乗員全員がくつろいで移動を愉しめる、ゆとりある広さを確保した快適な居住空間
・どなたでもスムーズに乗り降り可能な優れた乗降性を実現
・アウトドアやレジャーでの室内・荷室の使い勝手を向上
・スイッチを押すだけで自動開閉可能な新開発のパワーリヤゲート＊2 など使い勝手を高めるアイテム
の採用
＊2：2.0i-S に標準装備、2.0XT /2.0XT EyeSight にメーカー装着オプション

■走って愉しい 〜路面を選ばず活動範囲を広げ、移動が愉しくなる走行性能の向上〜

・新世代 BOXER NA エンジンと新リニアトロニック（CVT）による、ドライバビリティと燃費性能の向上
・新世代 BOXER 直噴ターボエンジン DIT と高トルク対応リニアトロニックにより、スムーズで
ハイパフォーマンスな走りと優れた環境性能の両立を実現
・ボディ、シャシーの進化により、あらゆる路面状況下でも、静かで安定感のある走行性能により、
質感を高めた走りを実現
・AWD に新制御システム「X-MODE」を採用、悪路での高い走破性を実現
【主な商品の特徴】
■グレードラインアップ
エンジン

グレ ード

2.0i
2.0ℓ

2.0i - L

水平対向
気筒
4
DOHC

2.0i - L EyeSight

2.0ℓ水平対向
4 気筒 DOHC
直噴ターボ DIT

十分な仕様装備を備えたエントリーグレード

快適性や使い勝手を高める装備充実のグレード

2.0i -S EyeSight

18 インチタイヤなどを装備した NA スポーティグレード

2.0XT

圧倒的な出力性能と環境性能を両立させた
直噴ターボ DIT を搭載し、足回りや内外装にも
専用アイテムを装備したハイパフォーマンスモデル

2.0XT EyeSight

（パワーリヤゲート標準装備）

■デザイン
< エクステリアデザイン >

SUV らしい力強い存在感を持たせながら、空力性能や機能性に配慮したデザインとしました。
・フロントデザインは、
「スポーティさ、たくましさ、安心感・信頼」を感じさせるものとし、また、直噴
ターボエンジン搭載モデルには、その性能にふさわしく、よりスポーティテイストを強化した専用
のフロントデザインを採用しました。
・ A ピラー下端部を 200mm 前方へ出し、伸びやかなシルエットを実現しました。
・フロント周りやドアパネル、リヤゲートに、
「厚み」を持たせたデザインとすることで力強さを演出
するとともに、ホイールアーチやホイールデザインにより、
「踏ん張り感」のあるプロポーションで
高い走破性を表現しました。
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< インテリアデザイン >
洗練された造形と質感の高いマテリアル表現により、空間の広がりと SUV ならではのたくましさと
力強さ、上質感を表現しています。
・ インストルメントパネルは、横への広がりをもたらす水平基調の造形を採用し、開放感あるデザイン
としました。
・ 乗員が手に触れる箇所には、感触の良いソフト素材を採用し、室内の質感を高めています。
■パッケージング／ユーティリティ
あらゆるシーンにおいて、乗員全員の快適な居住空間と優れた実用性の実現を図りました。
・乗員全員が快適に過ごせるよう、従来型に対して、室内サイズ、各ピラーの配置、後席のフロア形状、
前後席の着座位置などに大幅な見直しを図り、ゆとりある室内空間と開放感溢れる良好な視界を
実現しました。
・荷室は、容量や開口部の拡大、段差の少ないフラットなフロアなどにより、高い積載性とスムーズな
積み下ろしを実現しました。
・乗降時に、サイドシルに足が触れても、泥はね等の汚れがつきにくい構造とした、クリーンサイド
シルを新設計しました。
・サイドシルの位置を下げ、さらに車両内側へ寄せることで、スムーズな乗降性を実現しました。
・車両の走行状況などがひと目で確認できる「マルチファンクションディスプレイ」を採用。省燃費
走行をサポートする機能を持たせるとともに、車両の状況を視覚的に確認することができます。
・十分な強度と機能性に優れたルーフレール＊3 を展開しています。
・ヒルスタートアシスト機能を採用し、坂道発進時に、ブレーキペダルから足を離しても、車両が下がら
ないようブレーキ力を保持。
坂道でも通常と変わらない感覚で発進操作を行うことができます。
・リヤゲートを電動で開閉できるパワーリヤゲート＊4 を採用、さらに、任意でリヤゲートの開度設定を
可能とするメモリー機能や、反転機能を持たせることで、リヤゲートが外部に干渉するような天井の
低い駐車場での開閉など、
幅広いシーンでの優れた利便性を実現しています。
＊3：2.0i-L EyeSight、2.0i-S EyeSight、2.0XT EyeSight にメーカー装着オプション
＊4：2.0i-S EyeSight に標準装備、2.0XT/2.0XT EyeSight にメーカー装着オプション

■走り
・ 低重心で重量バランスに優れたシンメトリカル AWD により、SUV でありながら車高の高さを感じず
に、
路面状況を選ばず、
安定感のある快適な走りを実現しました。
・新世代 BOXER とリニアトロニックの組み合わせにより、走行性能と環境性能を高い次元で両立させました。
・ボディとシャシーの剛性向上を図り、
どなたでも安心して快適に走ることができる性能を実現しました。

< エンジン >
ー2.0ℓ水平対向 4 気筒 DOHC NA エンジンー
・レスポンスの良さと優れた燃費性能を両立した新世代 BOXER エンジンを採用しました。
・実用領域での軽快で気持ちの良い走りを実現しています。
ー2.0ℓ水平対向 4 気筒 DOHC 直噴ターボ DIT ー
・ 直噴ターボを採用し、高い動力性能と燃費性能を高次元で両立させました。
・低回転域の応答性に優れたツインスクロール式ターボチャージャーを組み合わせることで、
206kW（280PS）の高出力と、2000rpm で 350N・m（35.7kg・m）に達するトルクを発揮する力強い
パフォーマンスを発揮しながら、優れた環境性能を両立させています。

<トランスミッション >

ー新リニアトロニック
（NA 車）
ー
チェーン式無段変速機の特長である、軽量、コンパクト、優れた燃費性能と環境性能、レシオカバ
レージの広さなどを活かしながら、パーツやレイアウトを最適化し、さらにドライバビリティを
高めた新リニアトロニックを採用しました。
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ー高トルク対応リニアトロニック
（ターボ車）
ー
・ 直噴ターボエンジンの高出力に対応するため、トルクコンバーターやチェーンなど各部品を最適化
し、専用設計としました。

< ボディ& シャシー>
・ 路面に合わせて的確に反応する理想の足回りを実現するため、ボディ、シャシーの要所に剛性向上
を実施。ロールを抑えるとともに、ハンドリング性能、乗り心地、静粛性を大幅に向上しました。
・直噴ターボエンジン搭載モデルには、スポーティモデルに相応しい専用のサスペンションチュー
ニングを施すなど、高速域での走行時においても快適な走りを実現しています。

<X-MODE ＊5＊6>
・ エンジン、トランスミッション、VDC 等を最適に統合制御し、悪路走破性を高める AWD 制御シス
テム「X-MODE」を開発しました。
・ スイッチを押すだけで、あらゆる路面での走行でも、ドライバーのスキルを問わず、安定した運転
を可能にしました。
・ 急な下り坂でも同じ車速を維持して走行可能なヒルディセントコントロール制御を設定し、安全性
に優れた走行を実現＊7 しています。
＊5：2.0i-L のリニアトロニック車、2.0i-L EyeSight、2.0i-S EyeSight、2.0XT /2.0XT EyeSight に搭載
＊6：動作領域 0〜40km/h
＊7：動作領域 0〜20km/h

<SI-DRIVE>
・NA 車に、
「インテリジェント」モード、
「スポーツ」モードの 2 つのモードを設定＊8 し、走行状況に
よって使い分けることで、走りの愉しさと省燃費走行に効果的な SI-DRIVE を採用しました。
また、SI-DRIVE スイッチをステアリングに配し、容易な操作を実現しています。
・直噴ターボエンジン搭載モデルに専用制御を施し、
「インテリジェント」モード、
「スポーツ」
モード、
「スポーツシャープ」モードの 3 つのモードを設定した SI DRIVE を採用しました ＊9。
「スポーツシャープ」モードでは、8 段ステップ変速になる専用制御を設定。路面や走行状況により、
より細かいギヤの選択を可能にすることで、多段 AT 車や MT 車のような走りの愉しさを実現して
います。
＊8：2.0i-L /2.0i-L EyeSight、2.0i-S EyeSight に設定
＊9：2.0XT /2.0XT EyeSight に設定

■安全
・運転支援システム「EyeSight（ver.2）」の搭載グレードを NA 車、ターボ車共に設定しました。
・ボディ骨格に高張力鋼板を効果的に使用することで、軽量化を図りながら、車体強度を向上させ、
優れた衝突安全性を実現しました。
■環境
・ 新世代 BOXER やリニアトロニックの採用、空力性能の向上、さらに、アイドリングストップ＊10と
いった、燃費向上デバイスの追加によって、燃費性能を向上させました。
・ マルチファンクションディスプレイによって、燃料消費の状況を視認化することで、更なる省燃費
走行に寄与します。
・ 全てのリニアトロニック搭載車が、平成 27 年度燃費基準を達成しており、エコカー減税対象車となります。
燃 費 ＊11

グ レ ード

（ JC08 モ ード）

14.4km/ℓ

2.0i
2.0i - L/2.0i - L EyeSight
2.0i -S EyeSight

15.2km/ℓ

2.0XT/2.0XT EyeSight

13.2km/ℓ
＊10：2.0i-L /2.0i-L EyeSight、2.0i-S EyeSight のリニアトロニック車に搭載
＊11：リニアトロニック搭載車の燃費値
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【販売計画】

月販 2,000 台
【メーカー希望小売価格】
車
車種名

グ レ ード

種
エンジン

価 格（単位：円）
駆 動

2.0i

2.0i-L
フォレスター

2.0ℓ水平対向
4 気筒 DOHC
AWD

☆2.0i-L EyeSight

2.0i-S EyeSight
2.0XT
☆2.0XT EyeSight

2.0ℓ水平対向
4 気筒 DOHC
直噴ターボ DIT

エコカー
減税対象

変速機

消費税込

消費税抜

6MT

2,089,500

1,990,000

リニアトロニック

2,089,500

1,990,000

6MT

2,404,500

2,290,000

リニアトロニック

2,404,500

2,290,000

○

リニアトロニック

2,509,500

2,390,000

○

リニアトロニック

2,772,000

2,640,000

○

リニアトロニック

2,831,850

2,697,000

○

リニアトロニック

2,936,850

2,797,000

○

○

注）ヴェネチアンレッド・パール※、ディープシーブルー・パール、バーニッシュドブロンズ・メタリック、サテンホワイト・パール※、ディープチェリー・パール、
クリスタルブラック・シリカ、
アイスシルバー・メタリック、
ダークグレー・メタリック【※：有料色 31,500 円高（消費税含む）】
リニアトロニック（CVT）
：フル電子制御自動無段変速機
○印：環境対応車普及促進税制（自動車取得税・重量税 50% 軽減）適合グレード
☆印：写真掲載グレード

【電子カタログの配信】
今回のフォレスターのプロモーションの一環として、カタログや WEB サイトと併せて、iPad 向け

iBooks 版電子カタログ、iPhone/iPod touch/Android 向け pdf 版電子カタログをリリースします。
電子カタログはこちらからご覧いただけます。

SUBARU オフィシャル web サイト http://www.subaru.jp/
※ iBooks 版電子書籍の閲覧には、iPad 互換 iOS 4.2 以降が必要です。また、iPad 以外の端末ではご覧いただけません。
※ iPad 、iPhone 、iPod touch 及び iBooks は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
※ Android は、Google Inc. の商標です。

なお、商品等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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