２０１７年１２月７日

スズキ、軽乗用車「アルト ラパン」、
小型乗用車「ソリオ」、「イグニス」の３車種に
特別仕様車「Ｓセレクション」を設定し発売

アルト ラパン
特別仕様車「Ｓセレクション」

ソリオ
特別仕様車「Ｓセレクション」

イグニス
特別仕様車「Ｓセレクション」

スズキ株式会社は、軽乗用車「アルト ラパン」、小型乗用車「ソリオ」、「イグニス」に、スズキの予防
安全技術「スズキ セーフティ サポート」をはじめ装備を充実させた特別仕様車「Ｓセレクション」
を設定し、12 月 7 日より発売する。
アルト ラパン 特別仕様車「Ｓセレクション」は、「スズキ セーフティ サポート」として、レーダー
ブレーキサポート、誤発進抑制機能を搭載したほか、全方位モニター用カメラパッケージをメーカー
オプション設定した。Ｓをベースに、2種類のシートと7色の車体色から選べる組み合わせを
設定した。インテリアは、キルティング柄とチェック柄の特別色2種類から選択できるように
したほか、落ち着いたオレンジ色の専用ドアトリムクロス、ヴィンテージ調の木目柄を取り入れた
インパネなどを採用し、落ち着いた中にもアクセントを効かせた印象とした。また、ピラー部分
までを白色とした2トーンルーフや、専用メッキフロントグリル、「ナノイー」搭載フルオート
エアコンなどを採用した。
ソリオ 特別仕様車「Ｓセレクション」は、「スズキ セーフティ サポート」として、デュアルカメラ
ブレーキサポート、誤発進抑制機能、車線逸脱警報機能、ふらつき警報機能、先行車発進お知らせ
機能を搭載したほか、全方位モニター用カメラパッケージをメーカーオプション設定した。Ｇを
ベースに、フロントシートＳＲＳサイドエアバッグを採用したほか、「ナノイー」搭載フルオート
エアコンや、プレミアムＵＶ＆ＩＲカットガラス （フロントドア）、後席両側ワンアクション
パワースライドドアなどの快適・便利な装備を充実させた。車体色は、特別設定のブラック
2トーンルーフ2色を含めた全7色とした。
イグニス 特別仕様車「Ｓセレクション」は、「スズキ セーフティ サポート」として、デュアル
カメラブレーキサポート、誤発進抑制機能、車線逸脱警報機能、ふらつき警報機能、先行車発進
お知らせ機能を搭載したほか、全方位モニター用カメラパッケージをメーカーオプション設定
した。ＨＹＢＲＩＤ ＭＸをベースに、内装には助手席シートヒーター（2ＷＤ車）や本革巻ステア
リングホイール、外装にはＬＥＤヘッドランプなどの装備を充実させた。車体色は青色をはじめ
全 8 色とし、車体色に合わせて 2 色の内装色を設定した。

●メーカー希望小売価格（消費税８％込み）
商品名

機種名

ア ルト
ラ パン

エンジン

駆動

０ ．６ ６ Ｌ
ＤＯＨＣ
吸 排 気 ＶＶＴ

２ＷＤ

１， ３３３，８ ００

４ＷＤ

１， ４３３，１ ６０

（エネ チャー ジ）

ソ リオ

１ ．２ Ｌ
ＤＯＨＣ
吸 排 気 ＶＶＴ

特別仕様車
「Ｓセレクション」

１ ．２ Ｌ
ＤＯＨＣ
吸 排 気 ＶＶＴ

イ グニス

（マ イ ル ドハ イ ブリ ッド）

２ＷＤ
４ＷＤ

変速機

ＣＶ Ｔ

価格（円）

１， ６５４，５６ ０
１， ７８０，９２ ０

２ＷＤ

１， ６３０，８０ ０

４ＷＤ

１， ７６４，７２ ０

※ 2ＷＤは前輪駆動。
※ 価格には、リサイクル料金、保険料、税金（除く消費税）、届出・登録等に伴う費用は含まれない。
＊ 「ナノイー」はパナソニック（株）の商標。
（アルト ラパン Ｓセレクション）
※ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車は 43,200 円高。
※ ホワイト 2 トーンルーフ仕様車は 43,200 円高。
（ソリオ Ｓセレクション）
※ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車は 45,360 円高。
※ ピュアホワイトパール塗装車は 21,600 円高。
※ ブラック 2 トーンルーフ仕様車は 43,200 円高。
（イグニス Ｓセレクション）
※ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車は 58,320 円高。
※ ピュアホワイトパール、プレミアムシルバーメタリック塗装車は 21,600 円高。

●アルト ラパン 特別仕様車「Ｓセレクション」の主な特別装備（ベース車：Ｓ）
エクステリア
・専用メッキフロントグリル
・メッキドアハンドル
・カラードドアミラー[ホワイト]
・14 インチフルホイールキャップ［ホワイト］
・車体色と内装色の組み合わせは、下記の通り。
車体色
ボディー

ルーフ

ドアミラー・
ホイールキャップ

サニーイエローメタリック
フェニックスレッドパール
フォーンベージュメタリック
リフレクティブオレンジメタリック
フィズブルーパールメタリック
ブリスクブルーメタリック
ノクターンブルーパール

同色
同色
同色
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ホワイト

ホワイト

インテリア
・専用ヴィンテージインパネ[一部木目調]
・インパネシフトガーニッシュ[一部シルバー塗装]
・専用ステアリングホイールキャップ[レディッシュオレンジ]
・専用ドアトリムクロス[レディッシュオレンジ]
・専用ファブリックシート表皮[スカーレット／セピア]
・専用シートパイピング[レディッシュオレンジ]
機能＆装備
・「ナノイー」搭載フルオートエアコン［抗菌処理タイプ／エアフィルター付］
・助手席シートヒーター（2ＷＤ車）
※4ＷＤ車はベース車に標準装備。
・ステアリングオーディオスイッチ

シート色

スカーレット／
セピア

●ソリオ 特別仕様車「Ｓセレクション」の主な特別装備（ベース車：Ｇ）
エクステリア
・15 インチアルミホイール
・165／65Ｒ15 ラジアルタイヤ
・車体色は７色を設定（特別設定色 ネオンブルーメタリック ブラック 2 トーンルーフ・クラッシーブラ
ウンメタリック ブラック 2 トーンルーフ、ピュアホワイトパール、スーパーブラックパール、スターシルバ
ーメタリック、ネオンブルーメタリック、クラッシーブラウンメタリック）。

インテリア
・インパネセンターガーニッシュ［シルバー］
・自発光メーター［常時照明式・白色文字］
・エコドライブアシスト照明
・インパネシフト［メッキシャフト］
・ドアトリムクロス［ブラック］
・専用シート表皮
機能＆装備
・フロントシートＳＲＳサイドエアバッグ
・デュアルカメラブレーキサポート／誤発進抑制機能／車線逸脱警報機能／ふらつき警報機能／
先行車発進お知らせ機能
・エマージェンシーストップシグナル
・「ナノイー」搭載フルオートエアコン［エアフィルター付］
・フロント 2 ツイーター＆リヤ 2 スピーカー
・電動格納式リモコンドアミラー［リモート格納］
・ロールサンシェード
・車速連動式オートドアロック
・後席右側ワンアクションパワースライドドア［挟み込み防止機構付］
・パーソナルテーブル［ドリンクホルダー各2 個、 ショッピングフック各3 個、折りたたみ格納式］（後席左右）
・後席センターアームレスト
・後席シートバックスライドレバー
・運転席シートサイドポケット／助手席シートバックポケット
・ＩＲカット機能付フロントガラス
・プレミアムＵＶ＆ＩＲカットガラス（フロントドア）
・フロントスタビライザー
※4ＷＤ車はベース車に標準装備。
・リヤスタビライザー（2ＷＤ車）
●イグニス 特別仕様車「Ｓセレクション」の主な特別装備（ベース車：ＨＹＢＲＩＤ ＭＸ）
エクステリア
・ＬＥＤヘッドランプ［ハイ／ロービーム、オートレベリング機構付］
・ＬＥＤポジションランプ
・車体色と内装色の組み合わせは、下記の通り。
車体色
ネオンブルーメタリック
ヘリオスゴールドパールメタリック
ファーベントレッド
スピーディーブルーメタリック

内装色
チタン

車体色
フレイムオレンジパールメタリック
ピュアホワイトパール
プレミアムシルバーメタリック
スーパーブラックパール

内装色
オレンジ

インテリア
・本革巻ステアリングホイール
機能＆装備
・デュアルカメラブレーキサポート／誤発進抑制機能／車線逸脱警報機能／ふらつき警報機能／
先行車発進お知らせ機能
・エマージェンシーストップシグナル
・オートライトシステム
・助手席シートヒーター
※4ＷＤ車はベース車に標準装備。

