








主要諸元
ボディー ５ドア
機種名 J STYLEターボ J STYLE
車名・型式 スズキ・４ＡＡ-ＭＲ５２Ｓ スズキ・５ＡＡ-ＭＲ９２Ｓ
駆動方式 ２ＷＤ（前２輪駆動）フルタイム４ＷＤ ２ＷＤ（前２輪駆動）フルタイム４ＷＤ
トランスミッション ＣＶＴ
機種記号 HTJB HTJP HBJB HBJP

全方位モニター用カメラパッケージ装着車 HTJB-M HTJP-M HBJB-M HBJP-M
全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 HTJB-N HTJP-N HBJB-N HBJP-N

寸法･重量 全長（mm） ３，３９５
全幅（mm） １，４７５
全高（mm） ※3 １，６80

室内寸法（mm） ※4　
長さ ２，２１５
幅 １，３３０
高さ １，２７０

ホイールベース（mm）　　　 2,460
トレッド(mm) 前 １，２８５

後 ２WD：１，３００/４ＷＤ：１，２９０
最低地上高（mm） ※4 １８０
車両重量（kg） ８４０ ８９０ ８３０ ８８０
乗車定員（名） ４

性能 燃料消費率                 ※6
（ｋｍ/Ｌ） ※5 ２２．６ ２０．８ ２５．０ ２３．４

市街地モード（ＷＬＴＣ-Ｌ） １９．７ １８．５ ２２．９ ２２．１
郊外モード（ＷＬＴＣ-Ｍ） ２４．４ ２２．３ ２６．４ ２４．１
高速道路モード（ＷＬＴＣ-Ｈ） ２３．０ ２１．０ ２５．１ ２３．５

燃料消費率                    
（ｋｍ/Ｌ） ※5 ２6．6 ２4．4 ３０．４ ２７．８

主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム､充電制御付アイドリングストップ装置､可変バルブタイミング､
電動パワーステアリング､ロックアップ機構付トルコン､自動無段変速機

最小回転半径（ｍ） ４．６
エンジン型式 Ｒ０６Ａ型 R０６D型

種類 水冷４サイクル直列３気筒インタークーラーターボ 水冷４サイクル直列３気筒
弁機構 ＤＯＨＣ１２バルブＶＶＴ ＤＯＨＣ１２バルブ吸排気ＶＶＴ
内径×行程（m m ） 6 4 . 0 ×6 8 . 2 ６１．５×７３．８
総排気量（Ｌ） 0 . 6 5 8 0 . 6 5 7
圧縮比 ９．１ １２．０
燃料供給装置 ＥＰＩ（電子制御燃料噴射装置）
最高出力（ｋＷ/ rｐｍ）ネット ４７〈６４ＰＳ〉/６，０００ ３６〈４９ＰＳ〉/６，５００
最大トルク（Ｎ・ｍ/ rｐｍ）ネット ９８〈１０．０ｋｇ・ｍ〉/３，０００ ５８〈５．９ｋｇ・ｍ〉/５，０００
燃料タンク容量（Ｌ） ２７
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

モーター 型式 ＷＡ０５Ａ ＷＡ０４Ｃ
種類 直流同期電動機
最高出力（ｋＷ/ｒｐｍ） ２．３〈３．１ＰＳ〉/１，０００ １．９〈２．６ＰＳ〉/１，５００
最大トルク（Ｎ・ｍ/ｒｐｍ） ５０〈５．１ｋｇ・ｍ〉/１００ ４０〈４．１ｋｇ・ｍ〉/１００
動力用主電池　種類 リチウムイオン電池

動力伝達
装置

変速比 前進 ２．５６２～０．３９２
後退 ３．１１５～０．４７６

最終減速比 ５．６４３
ステアリング 歯車形式 ラック＆ピニオン式
ブレーキ 主ブレーキ形式 前 ベンチレーテッドディスク ディスク ベンチレーテッドディスク

後 リーディング・トレーリング
制動倍力装置 真空倍力式
制動力制御装置 ＡＢＳ［ＥＢＤ付］
駐車ブレーキ形式 機械式後２輪制動

懸架装置
懸架方式

前 マクファーソンストラット式コイルスプリング
後 トーションビーム式

コイルスプリング
Ｉ．Ｔ．Ｌ．（アイソレーテッド・トレーリ
ング・リンク）式コイルスプリング

トーションビーム式
コイルスプリング

Ｉ．Ｔ．Ｌ．（アイソレーテッド・トレーリ
ング・リンク）式コイルスプリング

スタビライザー形式 前 トーション・バー式
後 トーション・バー式 - トーション・バー式 -

タイヤ １６５/６０Ｒ１５ ７７Ｈ

主要装備
安全装備
軽量衝撃吸収ボディー　TECT〈テクト〉
歩行者傷害軽減ボディー
頭部衝撃軽減構造インテリア
運転席・助手席ＳＲＳエアバッグ
フロントシートＳＲＳサイドエアバッグ
ＳＲＳカーテンエアバッグ
デュアルカメラブレーキサポート
誤発進抑制機能
車線逸脱抑制機能（J STYLEターボ）
車線逸脱警報機能
ふらつき警報機能
先行車発進お知らせ機能
アダプティブクルーズコントロール［全車速追従機能付］（J STYLEターボ）
ハイビームアシスト
標識認識機能［車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止］
後退時ブレーキサポート
後方誤発進抑制機能
リヤパーキングセンサー
全方位モニター用カメラ［フロント/サイド（左右）/バックカメラ］　※１　※２
エマージェンシーストップシグナル
ヒルホールドコントロール
スノーモード（４ＷＤ車）
ヒルディセントコントロール（４ＷＤ車）
グリップコントロール（４ＷＤ車）
LEDヘッドランプ［ハイ/ロービーム、オートレべリング機構付］
LEDポジションランプ
オートライトシステム
ライト自動消灯システム
ＬＥＤフロントフォグランプ
フロントディスクブレーキ［ベンチレーテッド（J STYLE 2WD車除く）］
快適装備
「ナノイー」搭載フルオートエアコン［エアフィルター付］
エコクール
６スピーカー（フロント２、リヤ２、ツイーター２）
メモリーナビゲーション［9インチHDディスプレイ、フルセグＴＶ・ＤＶＤ/ＣＤプレーヤー・
AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応］　※２
ＧＰＳアンテナ、ＴＶ用ガラスアンテナ　※１　※２
ハンズフリーマイク　※２
電動格納式リモコンドアミラー［リモート格納］
運転席・助手席シートヒーター
インストルメントパネル
本革巻ステアリングホイール
本革巻シフトノブ
シフトノブ加飾［ピアノブラック調］
メッキシフトノブボタン
ステアリングガーニッシュ［シルバー］
ステアリングオーディオスイッチ
パドルシフト（J STYLEターボ）
ステータスインフォメーションランプ
マルチインフォメーションディスプレイ［カラー］［エネルギーフローインジケーター/アイドリング
ストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/走行
モード/時計/外気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーター/タコメーターなど］

インストルメントパネル
インパネセンタースイッチ
［スノー/グリップコントロール/ヒルディセントコントロール］（４WD車）
エアコンルーバーアクセント［サテンメッキ調］
インパネカラーガーニッシュ［ブルーイッシュシルバー］
メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ　※２
ＵＳＢソケット　※１　※２
インテリア
メッキインサイドドアハンドル
運転席・助手席バニティーミラー［チケットホルダー付］
ギヤシフトパネル［ピアノブラック調］
ドアトリムカラーガーニッシュ［ブルーイッシュシルバー］
レザー調ドアトリムクロス［ブラック］（フロントドア）
パーソナルテーブル［ドリンクホルダー２個、ショッピングフック３個、
折りたたみ格納式］（後席左側）
シート
レザー調＆ファブリックシート表皮［ブラウン＆ダークブルー］
フロントセパレートシート［運転席センターアームレスト付］
防汚タイプラゲッジフロア
防汚タイプリヤシート（背面）
後席スライド用ストラップ（背面）
収納スペース
インパネアッパーボックス（助手席）［リッド付］
インパネセンターポケット（２WD車）
助手席シートアンダーボックス
フロアコンソールトレー［ドリンクホルダー付］［ブルーイッシュシルバー］
運転席シートバックポケット［２段］［グレーイッシュホワイト］
助手席シートバックポケット
防汚タイプラゲッジアンダーボックス
ユーティリティーナット（６ヶ所）
エクステリア
360°プレミアムＵＶ＆ＩＲカットガラス
専用メッキフロントグリル
フロントバンパーガーニッシュ［スチールシルバーメタリック］　
リヤバンパーガーニッシュ［スチールシルバーメタリック］　
メッキドアハンドル
メッキフォグランプガーニッシュ
フェンダーアーチモール＆サイドスプラッシュガード
ルーフレール
２トーンカラー
ＬＥＤサイドターンランプ付ドアミラー　
HUSTLERエンブレム（バックドア）
マイルドハイブリッドエンブレム（左右フロントフェンダー、バックドア）
HUSTLERアルファベットエンブレム［メッキ］（フロントフード）
J STYLEエンブレム（バックドア）
その他
マイルドハイブリッド
パワーモード（J STYLEターボ）
アイドリングストップシステム　
フロントスタビライザー
リヤスタビライザー（２ＷＤ車）
１５インチアルミホイール
１６５/６０Ｒ１５　ラジアルタイヤ


