
Photo :KCスペシャル ボディーカラーはブルーイッシュブラックパール3（ZJ3）

知って納得 ! キャリイのココが凄い。詳しくは中面をご覧ください。

重積載時の車体の沈み
込みを抑制する強化
リヤサスペンション
［4枚リーフスプリング］
を標準装備。

●定められた積載量を守ってご使用ください。最大積載量350kg

荷台作業灯 アングルポストプロテクター

ぬかるみなどで後輪の片方が空回りした場合に、スイッチ
をＯＮにするだけで、もう一方のタイヤに駆動力を伝達。
ぬかるみなどからの脱出時に威力を発揮します。

デフロック
（5MT車）

＊デフロック機構は、安全のため30km/hを超えた場合は自動的に解除されます。

平坦な砂利道やあぜ道などでは4H（4WD高速）を、
起伏の激しい荒れた道などでは 4L（4WD 低速）
をレバー操作で切り替えることができます。

高低速2段切替え式パートタイム4WD
（5MT車）

＊4Hと4Lの切り替えは、必ず停車して行なってください。

アッパーメンバーガード リヤゲートチェーン

重積載時の走りを支える
強化リヤサスペンション
［4枚リーフスプリング］

Photo :農繁スペシャル ボディーカラーはシルキーシルバーメタリック（Z2S）

KCスペシャル ／ 農繁スペシャル

●法令で定められた点検整備（日常点検・定期点検）およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

（2022.4）99999ー20602ー110

（https://www.suzuki.co.jp）

WEB
サイトは ▶
こちらへ

農作業をさらに力強くサポートする機能をプラス。農繁スペシャル

いつもの使い勝手にスペシャルなスタイルをプラス。KCスペシャル

強化
リヤサスペンション

ベース車：ＫＣスペシャル：キャリイ ＫＣエアコン・パワステ スズキ セーフティ サポート装着車 
            農繁スペシャル：キャリイ ＫＣエアコン・パワステ農繁仕様 スズキ セーフティ サポート装着車
■は標準装備。■は特別装備。■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に
申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※1 LEDヘッドランプとマルチリフレクターハロゲンヘッドランプを同時に装着することはできません。
※2キーシリンダー（鍵穴）は、運転席側のみとなります。　※3 ボディーカラーがホワイト（26U）
の場合は材料着色となります。
○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。 ○キャリイ KCスペシャル、農繁スペシャルは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となり
ます。 ＊ＥＳＰはMercedes-Benz Group ＡＧの登録商標です。

【　】はLEDヘッドランプ装着車。
※4社内測定値。
※5燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
※6WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響
を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
○エンジン出力表示は「ＰＳ/ｒｐｍ」から「ｋＷ/ｒｐｍ」へ、エンジントルク表示は「ｋｇ・ｍ/ｒｐｍ」から「Ｎ・ｍ/ｒｐｍ」へ切り替わりました。〈　〉内は、旧単位での参考値です。
■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て
撮影したものが含まれます。■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。（2022年4月現在）■パートタイム4WD車の場合、舗装路は
2WDで走行してください。■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。■ベビーシートなどの後向きのお子さま用シートを
必要とするお子さまは、この車には乗せることができません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■製造事業者：スズキ株式会社
●環境情報について、詳しくはスズキ株式会社四輪ホームページをご覧ください。

主要装備 主要諸元
ボディー（荷台） 3方開

機種名 KCスペシャル 農繁スペシャル

車名・型式 スズキ・3BD-DA16T

2WD
（後２輪駆動）

パートタイム
4WD

高低速2段
切替え式
パートタイム
4WD

パートタイム
4WD駆動方式

トランスミッション 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT

機種記号
KKCF-L6
【-LH6】

KKCD-L6
【-LH6】

KKCU-L6
【-LH6】

KKCS-L6
【-LH6】

KKDJ-L6 KKDS-L6

寸法･重量

全長（mm） 3,395
全幅（mm） 1,475

全高（mm） 1,765

長さ 1,940

荷台寸法（mm） 幅 1,410 1,405

高さ 290 295

ホイールベース（mm） 1,905

トレッド（mm）
前 1,305

後 1,290

最低地上高（mm） ※4 160

荷台床面地上高（mm） ※4 650

車両重量（ｋｇ） 730 750 770 790 780 790

最大積載量（ｋｇ） 350
乗車定員（名） 2

性能

燃料消費率
（km/L） ※5 18.2 15.7 18.2 15.7 18.2 15.7

市街地モード（WLTC-L） 16.7 14.3 16.7 14.3 16.7 14.3

郊外モード（WLTC-M） 19.2 16.4 19.2 16.4 19.2 16.4

高速道路モード（WLTC-H） 18.3 15.9 18.3 15.9 18.3 15.9

燃料消費率
（km/L） ※5 21.2 19.8 20.3 19.0 20.2 19.0

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置（4AT車）
最小回転半径（ｍ） 3.6

エンジン

型式・種類 R06A型水冷直列3気筒
弁機構 DOHC12バルブ吸排気VVT

内径×行程（mm） 64.0×68.2

総排気量（Ｌ） 0.658

圧縮比 11.3

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 37〈50PS〉/6,200

最大トルク（Ｎ・ｍ/ｒｐｍ）ネット 59〈6.0ｋｇ・ｍ〉/3,500

燃料タンク容量（Ｌ） 34
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

動力伝達
装置

変速比

1速 ５．809 ２．875 ５．809 ２．875 5.809 ２．875
2速 ３．123 １．568 ３．123 １．568 ３．123 １．568

3速 １．９０5 １．０００ １．９０5 １．０００ １．９０5 １．０００

4速 １．２79 0.696 １．２79 0.696 １．２79 0.696

5速 １．０００ － １．０００ － １．０００ －

後退 ５．861 ２．300 ５．861 ２．300 ５．861 ２．300

トランスファー（副変速機）
高速変速比 － － － － １．０００ －

低速変速比 － － － － １．673 －
最終減速比 4.555 5.875 4.555 5.875 4.555 5.875

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 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 リーフスプリング

タイヤ 145/80R12 80/78N LT

　

※6

機種名 ＫＣ
スペシャル

農繁
スペシャル

安全装備/
メカニズム

軽量衝撃吸収ボディー ＴＥＣＴ〈テクト〉
運転席・助手席ＳＲＳ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
後方誤発進抑制機能
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
ハイビームアシスト
運転席シートベルトプリテンショナー
助手席シートベルトプリテンショナー
運転席・助手席シートベルトフォースリミッター
ＥＬＲ３点式シートベルト
シートベルト警告灯（運転席）
ＥＳＰ®
ヒルホールドコントロール
４輪ＡＢＳ［ＥＢＤ付］
ぬかるみ脱出アシスト （4ＡＴ車）
マルチリフレクタ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［マニュアルレベリング機構付］ ※1
オートライトシステム
ライト自動消灯システム
間欠ワイパー［ミスト付］
サイドデフロスター
バックブザー
フロントディスクブレーキ
サイドドアビーム
エンジンクラッチスタートシステム（５ＭＴ車）
アイドリングストップシステム（４ＡＴ車）
キー抜き忘れ/ライト消し忘れ警告ブザー
高低速２段切替え式パートタイム４ＷＤ （５ＭＴ車）
デフロック （５ＭＴ車）
強化リヤサスペンション［４枚リーフスプリング］

快適装備

エアコン［エアフィルター付］
パワーステアリング
パワーウインドー［ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付］
パワードアロック ※2
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］
アクセサリーソケット
ＵＶカット機能付フロントガラス
運転席サンバイザー［チケットホルダー付］
助手席サンバイザー
熱線吸収グリーンガラス（全面）

エクステリア

アングルポスト［ガードバー付］
アングルポストプロテクター
アングルポストフック［4ヶ所］
荷台ステップ（運転席側、助手席側）
荷台作業灯
アッパーメンバーガード
リヤゲートチェーン
荷台ロープフック［１９ヶ所］
荷台平シート用フック［２ヶ所］
みち板引っ掛式リヤゲート
ブラックメッキフロントガーニッシュ
カラードドアミラー
メッキドアハンドル
カラードバンパー ※3
マッドフラップ（フロント、リヤ）
バッテリーカバー
センターキャップ
１２インチラジアルタイヤ
ピラーアンテナ

インテリア

ウレタンステアリングホイール
LEDメーターパネル照明
シフトインジケーター（4ＡＴ車）
オドメーター/トリップメーター［液晶］
エンジンオイル交換お知らせ機能
燃料残量警告灯
サイドアンダーミラー付乗降グリップ（助手席）
乗降グリップ（運転席）
シートライザーカーペット（運転席、助手席）
フロアカーペット［ビニールレザー］
３ポジションルームランプ
シルバーインサイドドアハンドル
成型ドアトリム［アームレスト付］
ビニールレザーシート表皮
ヘッドレスト
運転席シートスライド

収納スペース

インパネドリンクホルダー（運転席）
インパネポケット（運転席右側）
インパネポケット（運転席左側）
インパネボックス
インパネペンホルダー
インパネトレー（助手席）
ショッピングフック（インパネ）
大型インパネアンダーポケット（センター）
コンソールドリンクホルダー
コンソールコインホルダー［２個］ （４ＡＴ車）
コンソールコインホルダー［１個］ （５ＭＴ車）
コンソールカードホルダー （４ＡＴ車）
フロアトレー
コンソールポケット
カードケース
運転席シートバックポケット
ドアポケット（運転席、助手席）
グローブボックス

オーディオ ＡＭ/ＦＭラジオ［スピーカー内蔵］



Special equipment [特別装備]

Body
Color

長期サビ保証充実！

スタイルと使いやすさにこだわった、ひとつ上のキャリイ。

シートライザーカーペット（運転席、助手席）ブラックメッキフロントガーニッシュ

［内装］Interior［外観］Exterior

シルバーインサイドドアハンドルカラードドアミラー メッキドアハンドル

ドアポケット（運転席、助手席） 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］

パワーウインドー
［ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付］ パワードアロック

［快適装備］Comfortable

Photo:ボディーカラーはクールカーキパールメタリック（ZVD）
＊写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。

P1 P3 P4

低い荷台床面地上高650mm!
2,030mm荷台フロア長 と、

軽トラック のNo.1※1

※2

※2

軽トラック のNo.1※1

軽トラック

No.1※1

ブルーイッシュブラックパール3（ZJ3） クールカーキパールメタリック（ZVD）

シルキーシルバーメタリック（Z2S） ノクターンブルーパール（ZJP）

ホワイト（26U）

1,940mm
荷台長

2,030mm
荷台フロア長

650mm
荷台床面地上高

290mm
荷台高

※3

1,410mm
荷台幅

※3
※2

農作業コンテナなどの荷物もきっちり積み込めるほか、軽トラック

No.1※1の荷台フロア長により、長尺物もラクに運ぶことができます。

また、軽トラックNo.1※1の低い荷台床面で毎日の作業にかかる

負担を大幅に軽減します。

防錆（亜鉛メッキ）鋼板をキャビンのアウトサイドパネルとアングルポストに

も採用。荷台フロアとゲートヒンジの合わせ面外周にシーラー（充填材）を、

ドアヒンジには防錆油を塗布しています。

＊ボディー外板の表面に発生するサビ現象は保証の対象ですが、
  お客様が使用過程で塗装を傷つけたことから生じたサビは、サビ保証の対象外です。　
＊穴あきサビとは、塗装の下の鋼板部分より発生し進行したサビによる、ボディー外板の
  穴あき現象を指します。サビ保証の詳しい内容については、販売会社にお問い合わせください。

充実した軽トラックNo.1※1の

長期サビ保証を全車※4に採用！

ボディー外板表面のサビは荷台を含み3年保証、ボディー外板の穴あきサビは荷台を
含み5年保証と、長期保証を全車※4に採用。

防錆（亜鉛メッキ）鋼板

＊イラストはイメージです。

ボディー表面積 100%に防錆鋼板採用。 長期サビ保証も！軽トラック

No.1※1

ステンレスマフラー イメージ図

車の骨格となるフレームにも防錆鋼板を採用。ホイールハウス内やフレーム

側面にはアンダーコートなどを施し、泥はねなどによる下まわりのサビ防止を

強化することで、ボディーの耐久性を高め

ています。また、マフラーはサビに強いス

テンレス製（分割式）を採用。融雪剤など

による外部腐食やマフラー内にたまった

水による内側の腐食にも強くなっています。

ボディー外板
穴あきサビ保証

（荷台含む）

5年 ボディー外板
表面サビ保証

（荷台含む）

3年
3層：表面塗り

2層：中塗り

1層：カチオン電着塗装

ボディー
防錆鋼板の採用に加えて、中塗りをプラスした入

念な3層塗装が施されています。

さらに3層塗装でサビからガード

メーカー希望小売価格

KCスペシャル

2WD 5MT 981,200円★ 消費税抜き 892,000円

＊フロントバンパーはボディーカラーがホワイト（26U）の場合は材料着色となります。

▲KCスペシャルに設定のLEDヘッドランプ装着車は55,000円高（消費税込み）
LEDヘッドランプはメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※1軽自動車トラッククラス。2022年4月現在、スズキ調べ。他社にも同数値、同保証年数の車があります。※2社内測定値。※3農繁スペシャルの荷台幅
は1,405mm、荷台高は295mm。※4 特装車の荷台は保証の対象外です。

Photo:KC ボディーカラーはホワイト（26U）

最小回転半径3.6m!
軽トラックNo.1※1の最小回転半径を実現。

ホイールベースが短く内輪差が小さいため、

狭い道やUターン時でも取り回しがラク。また、

積載時の重量バランスにも優れており、悪路

も安定して走ることができます。

3.6m

1,905mm

ホイールベース最小回転半径
軽トラック のNo.1※1

軽トラック

No.1※1

毎日の仕事を快適にする基本性能。キャリイは、働く人を応援します。
＊基本性能の説明はキャリイ標準車の写真を使用しています。

安心して、楽しくスズキのクルマに乗っていただきたいという想いから生まれた「スズキ セーフティ サポート」。
事故を未然に防ぎ、お客様の万一のときの安全を確保するために、

運転をサポートする様々な技術で、ヒヤリとする場面も限りなくゼロに近づけていきます。　

スズキの安全技術の
より詳しい情報は
こちらへ

衝突被害軽減ブレーキ

後方誤発進抑制機能

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

ハイビームアシスト

デュアルカメラ
ブレーキサポート

ステレオカメラ方式

4WD 5MT 1,133,000円★ 消費税抜き1,030,000円

4WD 4AT 1,245,200円★ 消費税抜き1,132,000円2WD 4 AT 1,093,400円★ 消費税抜き 994,000円

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金（除く消費税）・届出等に伴う費用および付属品価格は
含みません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金6,610円が別途必要となります。

スズキ セーフティ サポート標準装備

見積りシミュレーションは
こちらへ

▶

農繁スペシャル
高低速2段切替え式
4WD 5MT 1,166,000円★ 消費税抜き 1,060,000円

スズキ セーフティ サポート標準装備

4WD 4AT 1,278,200円★ 消費税抜き1,162,000円

Photo :KX 
ボディーカラーはホワイト（26U）

〈デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能・後方誤発進抑制機能について〉■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能
には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合が
あります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル
操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読み
ください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。〈各機能の作動条件〉●デュアルカメラブレーキサポート：自車速度約5km/h～
約85km/hで走行中、前方の車両や歩行者を検知し、システムが衝突の可能性があると判断した場合。作動したときの速度が約5km/h～
約50km/h（歩行者の場合は約5km/h～約30km/h）であれば、衝突を回避できる場合があります。なお、警報およびブレーキアシストは
約100km/hまで作動します。周囲の環境や対象物の動きなどによっては、警報のみでブレーキが作動しない場合があります。また、警報と
同時に衝突被害軽減ブレーキが作動する場合があります。●誤発進抑制機能：シフトが5MT車はR以外、4AT車はD・2・Lの位置で
停車または徐行中（約10km/h以下）、前方約4m以内に障害物を検知している状態で、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合。●後方
誤発進抑制機能：停車または約10km/h 以下で後退中、後方約3m 以内に障害物を検知している状態で、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合。

▲！

＊ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。

ピピピッ・・・

後方に障害物があるにも関わらずシフトをR（後退）の位置でアクセルペダル

を強く踏み込むと警告音が鳴り、さらに強く踏み込み続けると最長約5秒間、

エンジン出力を自動的に抑制して急な後退を防止。シフトの入れまちがいなど、

うっかり誤操作による衝突回避に貢献します。

後方誤発進抑制機能 シフト入れまちがいによる
不意の後退を回避。

ステレオカメラ方式

2つのカメラで前方の車両や歩行者を検知し、衝突のおそれがあると

判断すると、ブザー音やメーター内の表示によってドライバーに警告。

衝突の可能性が高まると自動で弱いブレーキを作動。ブレーキペダルを

踏むと、ブレーキ踏力をアシスト。さらに衝突の可能性が高まると、自動で

強いブレーキをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。

デュアルカメラ
ブレーキサポート

夜間の歩行者も検知する、
衝突被害軽減ブレーキ。

＊ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。

ピピピッ・・・

駐車場などで、前方に壁などがあるにも関わらずシフトを5MT車はR以外、

4AT車はD・2・L（前進）の位置でアクセルペダルを強く踏み込むと警告音が

鳴り、さらに強く踏み込み続けると最長約5秒間、エンジン出力を自動的に

抑制。急発進・急加速を抑えて、踏みまちがいなどによる衝突回避に貢献します。

誤発進抑制機能 踏みまちがいによる
急発進を回避。

＊衝突被害軽減ブレーキ機能作動時は強いブレーキがかかりますので、走行前に全ての乗員が適切にシートベルトを着用して
いることをご確認ください。＊衝突被害軽減ブレーキ機能作動後は、クリープ現象により前進しますので、必ずブレーキペダル
を踏んでください。

エンジン出力を制御 エンジン出力を制御

夜間の歩行者も検知する、
衝突被害軽減ブレーキ。

ピピピ・・・ ピー

ブザーと表示で警報

警報に加えて弱いブレーキを作動！

ブレーキ踏力をアシスト！

衝突被害軽減ブレーキ！
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