
基
礎
情
報

機種名 2.0G 2.0X 2.0S

車両型式 5AA-SGC27 5AA-SGNC27 5AA-SGC27 5AA-SGNC27 5BA-SC27

エンジン 型式 MR20-SM24 MR20

総排気量（L） 1.997

駆動装置 トランスミッション CVT

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 2WD（前2輪駆動）

車両重量（kg） 1,700 1,780 1,690 1,780 1,630

環
境
性
能
情
報

燃料消費率 燃料消費率（km/L） ※1 13.2 11.8 13.2 11.8 12.2

CO2排出量（g/km） 176 197 176 197 190

市街地モード（WLTC-L）（ｋｍ/L） ※2 10.3 9.2 10.3 9.2 8.6

郊外モード（WLTC-M）（ｋｍ/L） ※2 13.5 12.0 13.5 12.0 13.0

高速道路モード（WLTC-H）（ｋｍ/L） ※2 14.8 13.2 14.8 13.2 14.2

燃料消費率（km/L） ※1 15.4 － 15.4 － －

CO2排出量（g/km） 151 － 151 － －

排出ガス
適合規制・認定レベル

試験モード WLTCモード

規制値・
認定値等（g/km）

CO 1.15

NMHC 0.05

NOx 0.025

グリーン購入法適合車 ◯ － ◯ － －

適合騒音規制レベル 平成11年規制に適合　加速走行騒音規制値：76dB

エアコン冷媒の種類（GWP値 ※3）/使用量（g） HFC134a（1,430 ※4）/800

車室内VOC 自工会目標達成

環境負荷物質削減 鉛＊1 自工会2006年目標達成 （1996年使用量の1/10以下）

水銀＊2 自工会目標達成 （2005年1月以降使用禁止）

六価クロム 自工会目標達成 （2008年1月以降使用禁止）

カドミウム 自工会目標達成 （2007年1月以降使用禁止）

自工会目標適用除外部品
＊1：鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外） 

＊2：ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯
（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）

環
境
へ
の
取
り
組
み

リサイクル リサイクルし易い
材料を使用した部品 バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、エンジンアンダーカバー　等

再生材を使用している部品 フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、フードインシュレーター　等

樹脂・ゴム部品への材料表示 材料表示あり

環境負荷物質使用状況 鉛 電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子等（PZTセンサー）に使用

（国土交通省審査値）

（国土交通省審査値）



























機種名 2.0G 2.0X 2.0S
その他の全車標準装備

2WD 4WD 2WD 4WD 2WD
安全装備 コンパティビリティ対応高強度安全ボディー フロントシートベルト可変フォースリミッター

フロントシートベルトプリテンショナー
運転席シートベルトラップアウタープリテンショナー
チャイルドシート固定用テザーアンカー
（セカンドシート左右2名分）
ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー
（セカンドシート左右2名分）
運転席・助手席シートベルト警告灯
運転席シートベルトリマインダー
サイドドアビーム（フロント、リヤ）
ブレーキペダル後退抑制機構
前席足元衝撃吸収パッド
リヤドアチャイルドプルーフ
熱線リヤウインドー［タイマー付］
フロント車速感知無段間欠ワイパー［ミスト付］
リヤ間欠ワイパー＆ウォッシャー［リバース連動付］
リヤコンビネーションランプ［ＬＥＤ］
ハイマウントストップランプ［ＬＥＤ］
ヒーテッドドアミラー
4輪ABS［EBD・ブレーキアシスト付］

歩行者傷害軽減ボディー 
運転席・助手席SRSエアバッグ 
SRSカーテンエアバッグ＆フロントシートSRSサイドエアバッグ
VDC（ビークルダイナミクスコントロール［トラクションコントロール機能含む］） 
ヒルホールドコントロール 
フロントELR３点式シートベルト［ショルダーアジャスター付］ 
セカンド・サードシートELR3点式シートベルト 
エマージェンシーブレーキ
FCW（前方衝突接近警報）
LI(車線逸脱防止支援システム)+LDW(車線逸脱警報)
BSI(後側方衝突防止支援システム)+BSW(後側方車両検知警報)
RCTA(後退時車両検知警報)
踏み間違い衝突防止アシスト
フロント＆バックソナー
標識検知機能［進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知］
ふらつき警報
ハイビームアシスト
全方位モニター［ＭＯＤ（移動物検知）機能付］ ※1
防眩式ルームミラー ［インテリジェント ルームミラー］
ハロゲンヘッドランプ［マニュアルレベリング機構付］
LEDヘッドランプ［ロービーム、オートレベリング機構付］
アダプティブLEDヘッドライトシステム
フロントLEDフォグランプ
オートライトシステム［フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付］
フロントディスクブレーキ［ベンチレーテッド］
リヤディスクブレーキ ［ベンチレーテッド］ ［ベンチレーテッド］

快適装備 クルーズコントロールシステム オーディオレス仕様
電動パワーステアリング
パワーウインドー（フロントドア、スライドドア）［ロック機構、耐水
タイプ/運転席オート・キーオフ後作動・挟み込み防止機構付］
パワードアロック［バックドア連動］
キーレスプッシュスタートシステム［エンジンスイッチ、携
帯リモコン、リクエストスイッチ（フロントドア、バックドア）］
電波式キーレスエントリー［ハザードランプアンサーバック付、
バックドア連動］
ガラスアンテナ

フルオートエアコン＋リヤクーラー［脱臭機能付クリーンフィルター］ ※2 ［プラズマクラスター搭載］※3
フルオートデュアルエアコン［脱臭機能付クリーンフィルター］ ※4 ［プラズマクラスター搭載］※3
電動格納式リモコンカラードドアミラー[リモート格納]
スライドドアクローザー（後席両側）
後席左側ワンアクションパワースライドドア［挟み込み防止機構・全ドア連動ロック機能付］
後席右側ワンアクションパワースライドドア［挟み込み防止機構・全ドア連動ロック機能付］
サードシート用後席左側パワースライドドアスイッチ
デュアルバックドア
4スピーカー（フロント2、リヤ2）

インストルメント
パネル

ECOモードスイッチ・インジケーター 燃料残量警告灯
半ドア警告灯
デジタル速度計
メーターパネル輝度調節機能

エアコンサイドルーバーリング （シルバー塗装）
ウレタンステアリングホイール
本革巻ステアリングホイール
ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ［カラー］設定、クルーズコントロール）
チルト＆テレスコピックステアリング
７インチカラーディスプレイ 燃料計/航続可能距離/オドメーター/トリップメーター/シフトインジケーター

マルチ
インフォメーション
ディスプレイ
［カラー］

タコメーター車両情報［エコグループ※5/
インフォメーショングループ※6/警告］/
各種設定/時計/外気温計/走行支援機
能※7/ソナー機能/エコドライブレポート

インテリア プレミアムインテリア（ドアトリムレザー調クロス〈前席、セカンド〉） 運転席・助手席バニティーミラー［運転席チケットホルダー付］
ルームランプ［マップランプ兼用］
アシストグリップ（運転席、助手席、セカンド2個、サード2個）
USB電源ソケット（運転席1個）
乗降グリップ（セカンド左右）
アクセサリーソケット［DC12V］（2個）

ロールサンシェード（セカンド左右）
パーソナルテーブル セカンド左右（ドリンクホルダー各2個、ショッピングフック各2個、折りたたみ格納式）

サード左右（ドリンクホルダー各1個、ショッピングフック各2個、折りたたみ格納式）
マップランプ［ドア連動］
USB電源ソケット（セカンド2個、サード2個）
ピアノ調センターパネル
ピアノ調パワーウインドースイッチベゼル（フロント）

シート シート地 合成皮革 運転席シートリフター
上下調整式ヘッドレスト
（運転席、助手席、セカンド2個）
マルチセンターヘッドレスト（1個）
サードシートヘッドレスト（3個）
シートベルト内蔵シート（セカンド）
運転席アームレスト
助手席アームレスト

織物/トリコット（ブラック）
セカンドシート 右           ロングスライド

超ロングスライド＋横スライド
中央 スマートマルチセンターシート［ティッシュボックス2個、

小物入れ付アームレスト、可倒式］
左                ロングスライド＋横スライド

超ロングスライド＋横スライド
サードシート スマートアップサードシート［低位置格納式］

スライド
収納スペース フロントドアポケット［ボトルホルダー付］ 運転席アッパーボックス

助手席アッパーボックス
運転席アンダーポケット
助手席トレー
グローブボックス［ダンパー付］
ラゲッジアンダーボックス

スライドドアボトルホルダー（左右2個）
ドリンクホルダー６個（フロント2個、サード4個）
ショッピングフック（フロントドリンクホルダー部2個）
シートバックポケット（運転席）［スマートフォン・タブレット収納付］
シートバックポケット（助手席） ［スマートフォン・タブレット収納付］
インパネセンタートレー［照明付］
ラゲッジフック（フロア部4個、ピラー部2個）

エクステリア プレミアムUVカットグリーンガラス（フロント） メッキフロントグリル
メッキアウトサイドドアハンドル
バックドアメッキガーニッシュ

IＲカット&プレミアムＵＶカット断熱グリーンガラス（フロントドア）
UVカット断熱グリーンガラス（フロントクォーター）
スモークガラス［UVカット断熱機能付］（スライドドア、リヤクォーター、バックドア）
LEDサイドターンランプ付ドアミラー

その他 スマートシンプルハイブリッド（Ｓ-ＨＹＢＲＩＤ） イモビライザー（国土交通省認可品）
ライト消し忘れ警報
フットレスト
足踏み式パーキングブレーキ［フットリリース式］
パーキングブレーキ戻し忘れ警報
タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） ※8
バッテリーセーバー［ヘッドランプ、ルームランプ］

アイドリングストップシステム［ECOモーター式］
フルホイールキャップ
アルミホイール
195/65R15 ラジアルタイヤ
スタビライザー（フロント、リヤ）
キャップレス給油口
寒冷地仕様［ヒーターダクト（サード足元）、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液］

ボディー 5ドア
機種名 2.0G 2.0X 2.0S
車名・型式 スズキ・5AA-SGC27 スズキ・5AA-SGNC27 スズキ・5AA-SGC27 スズキ・5AA-SGNC27 スズキ・5BA-SC27
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 2WD（前2輪駆動）
トランスミッション CVT
■機種記号

LGBB-Q2 LGBP-Q2 LXBB-Q2 LXBP-Q2 LSBE-Q2
■寸法・重量
全長（mm） 4,685
全幅（mm） 1,695
全高（mm） 1,865 1,875 1,865 1,875 1,865

室内寸法（mm） ※9
長さ 3,240 3,170 
幅 1,545
高さ 1,400

ホイールベース（mm） 2,860

トレッド（mm）
前 1,480 1,485 1,480 1,485 1,480
後 1,485 1,480 1,485 1,480 1,485

最低地上高（mm） ※9 160 140 160 140 160
車両重量（kg） 1,700 1,780 1,690 1,780 1,630
乗車定員（名） 8
■性能
燃料消費率
（km/L） ※10 13.2 11.8 13.2 11.8 12.2

市街地モード（WLTC-L） 10.3 9.2 10.3 9.2 8.6
郊外モード（WLTC-M） 13.5 12.0 13.5 12.0 13.0
高速道路モード（WLTC-H） 14.8 13.2 14.8 13.2 14.2

燃料消費率
（km/L） ※10 15.4 ー 15.4 ー ー

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、自動無段変速機、電動パワーステアリング、筒内直接噴射、
充電制御、ミラーサイクル、ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置

可変バルブタイミング、自動無段変
速機、電動パワーステアリング、筒内
直接噴射、充電制御、ミラーサイクル

最小回転半径（m） 5.5
■エンジン
型式 MR20型
種類 筒内直接燃料噴射　水冷4サイクル直列4気筒
弁機構 DOHC16バルブ
内径×行程（mm） 84.0×90.1
総排気量（L） 1.997
圧縮比 12.5
燃料供給装置 EGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置
最高出力（kW/rpm）ネット 110＜150PS＞/6,000
最大トルク（N・m/rpm）ネット 200＜20.4kg・m＞/4,400
燃料タンク容量（L） 55
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
■モーター
型式 ＳＭ２４ ー
種類 交流同期電動機 ー
最高出力（kW） 1.9＜2.6PS＞ ー
最大トルク（N・m） 48＜4.9kg・m＞ ー
動力用主電池　種類 鉛酸電池 ー
■動力伝達装置

変速比
前進 2.631～0.378
後退 1.960 

最終減速比 5.097 
■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
後 ディスク 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 ディスク

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

マルチリンク式 
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

マルチリンク式 
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 

スタビライザー形式（前・後） トーション・バー式
タイヤ 195/65R15 91S

（国土交通省審査値）
※11

（国土交通省審査値）
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（国土交通省審査値）

（国土交通省審査値）


