
1.5L
5人乗り

（2023.4)99999ー27700ー109

（https://www.suzuki.co.jp）

●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。



いちばん居心地の良いところへ。
自分らしい場所で、思いのままに過ごしたい。
そんな想いに応えるための
エスクード ハイブリッド。
ALLGRIPの走破性はそのままに、
環境にやさしく、力強く。
今だからこそ叶えたい、自由の歓びをあなたに。

オールグリップ

Photo:ボディーカラーはスフィアブルーパール グレー2トーンルーフ（CWA）

WEB サイトはこちら
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Photo:ボディーカラーはギャラクティックグレーメタリック（ZCD）

エコドライブと力強さをひとつに。
思いのままに、もっと自然の懐へ。  
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19.6

デュアルインジェクションシステムによる
優れた熱効率がもたらす
燃費性能と力強さ。
1.5Lデュアルジェット エンジン

コンパクトでありながら、
パワフルな出力とトルクを瞬時に発揮。
駆動用モーター

4WD·6AGS

市街地モード※2 17.4km/L    

郊外モード※2 20.3km/L    

高速道路モード※2 20.3km/L

最高出力（ネット）

74kW〈101PS〉/6,000rpm
最大トルク（ネット）

132N・ｍ〈13.5kg・m〉/4,400rpm 

最高出力

24.6kW〈33.4PS〉/5,500rpm

最大トルク

60N・m〈6.1kg・m〉/100-2,000rpm

＊WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle

＊モーターイメージ図

＊エンジンイメージ図

Photo:ボディーカラーはサバンナアイボリーメタリック ブラック２トーンルーフ（A9N）

65



減速する力も
効率よく活用。

高速巡航では
エンジンの余力で発電。

高速道路への合流や
追い越しがパワフル！

住宅街は、
静かにEV走行。

交通の流れに乗って
EV走行でエコドライブ。

軽快でなめらかな
加速が気持ちいい！

EV走行で
駐車時も静かに。

ハイブリッドシステムは、
日常のさまざまなシーンで活躍。

発進時1 加速時2 市街地での一定走行時3 中高速での加速時4 高速での巡航時5 減速時6

＊ EV走行とは、エンジンが自動的に停止し、モーター        の駆動力だけで走行する状態です。 ＊ EV走行、モーターアシストの作動および作動時間には、バッテリーの状態やエアコンの使用状況など一定の条件があります。また、条件によってはエンジンが自動停止しない場合があります。
Photo:ボディーカラーはアイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ（DBF）

ハイブリッドシステムは、オールグリップの各モードと連携しています。
「AUTO」モードは、アクセルの踏み込みに応じてEV走行やモーターアシストを
行ないます。「SPORT」モードは、積極的なモーターアシストで俊敏な走りを
演出し、「SNOW/LOCK」モードは、AUTOと同様のモーターアシストで、
高い走破性をサポートします。

＊「SPORT」「SNOW/LOCK」では駆動力を確保するためEV走行は行ないません。

＊写真はハイブリッドシステムのイメージです。

＊6速AGSイメージ図

駆動用モーター

6速AGS(オートギヤシフト) 高容量リチウムイオンバッテリー

1.5Lエンジンに駆動用モーターと
6速AGS（オートギヤシフト）を
組み合わせたハイブリッドシステム。

コンパクト・高出力な駆動用モーターが、スムーズで
静かなEV走行に加え、必要に応じてエンジンを力強く
アシスト。6速AGSとの相乗効果により、ダイレクト感の
あるパワフルな走りと、優れた燃費性能を両立します。
また、高容量のリチウムイオンバッテリーが、十分な電力
供給と蓄電を行ないます。

MTとATの利点を兼ね備えたトランス
ミッションを採用。6段階のギヤによる
なめらかな加速や高い伝達効率による
燃費性能の向上を実現しました。また、
マニュアルモードではパドルシフトの
操作でMT由来のダイレクト感のある
レスポンスを楽しむこともできます。 

＊マニュアルモードでは、EV走行を行ないません。

燃費性能とクルマを操る楽しさを両立する
6速AGS(オートギヤシフト)。

マルチインフォメーションディスプレイ内のパワーメーターで、
モーターの稼働状態が確認できます。

パワーメーターを確認してエコドライブ。

走行中アクセルペダルを戻したときに、動いている車輪の力でモーターを回転
させ発電する「回生ブレーキ」に加え、ブレーキペダルの踏み込みに応じて、
発電量を増やす「回生協調ブレーキ」を搭載。2つの組み合わせで減速時の
エネルギーを効率よく活用して発電します。

減速時のエネルギーを効率よく活用して発電。

モーター出力時

 　＊写真はハイブリッドシステムのイメージです。 Photo:ボディーカラーはスフィアブルーパール グレー2トーンルーフ（CWA）

力強く、加速感のあるキビキビ
とした走りが楽しめます。

標準モード

EV走行の頻度が上がり、自然と
エコドライブができます。

エコモード

ALLGRIPとの連携で、
エコドライブと高い走破性を実現。

オールグリップ

＊エンジン初期始動時は、セルモーターにより一度エンジンが始動します。

停止・駐車時7

エコモードスイッチひとつで、標準モードとエコモードの2つの走行モードを
状況に応じて切り替えられます。

2つの走行モードが選択可能。

エコモードスイッチ

戻したときに、
発電しながら
緩やかに減速

モーターの
出力量を表示

モーター発電時

モーターの
発電量を表示

踏み込みに応じ、
発電量を増やし
ながら減速

アクセルペダル ブレーキペダル

さまざまなシーンでエコドライブと
走りの楽しさを提供する
エスクード ハイブリッド。

アクセルペダルの踏み込みに応じて、モーター
がエンジンをアシスト。軽快かつなめらかに
加速するので、気持ちよく運転できます。

エンジン自動停止の状態からシフトを
「D」に切り替えるとモーターで発進。アク
セルペダルを緩やかに踏み込むことで、
EV走行をキープします。

市街地での一定走行時（約80km/h以下）には、
モーターだけのEV走行となり、エンジンは自動停止
します。

高速道路の合流や追い越しなどのシーン
では、エンジンをモーターがアシストして
力強く加速します。上り坂でもパワフル
に駆け抜けます。

燃料の消費が少ない高速巡航
時には、エンジンの余力を活用
して効率的にモーターで発電し、
走行中も充電を行ないます。

アクセルペダルを離したり、ブレーキペダル
を踏んだときの減速する力を活用し、車両
が停止する直前まで効率的に発電を
行ないます。メーター内EV表示灯

エンジン自動停止の状態でシフトを
「R」に切り替えると、EV走行で
静かに後退できます。

87



●車両運動協調制御システムは、制動、駆動および旋回性能の限界を上げるものではなく、あくまでも安定走行を
補助する装置です。 ●ESP®について、詳しくはP26をご覧ください。 ●ESPはMercedes-Benz Group AGの
登録商標です。

■車両運動協調制御システム
4WD制御と電動パワーステアリングを協調制御。前後輪への最適なトルク
配分とハンドル操舵トルクアシストにより、コーナリング中のアンダーステア
傾向やオーバーステア傾向（車両横滑り傾向）を抑制して運転操作をアシスト
します。それでもスリップや横滑りが発生した場合にはESP®が作動して走行
安定性を確保します。

■選べる４つのドライビングモード
さまざまな走行状況で最大限の走行安定性を引き出せるよう「AUTO」
「SPORT」「SNOW」「LOCK」の4つのドライビングモードを設定。ドライバーの
意志で自由に選べます。また、「LOCK」以外の走行モードでもスリップした前後
2輪（対角輪）にブレーキをかけ、空転していない車輪により多くのトルクを伝達
することで、優れた脱出性能を発揮します。

■電子制御４WDシステム
車両の走行状態をアクセルセンサー・操舵角センサー・車速センサーなど、
各種センサーからの情報をもとにトータルに監視。挙動変化を予測し、車両
が不安定になる前に対処するフィードフォワード制御を行なうことで優れた
走行性能を実現しています。

ALLGRIPモードスイッチ

優れた走破性と
走行安定性を実現する
新世代四輪制御システム。

「ALL GRIP」
オールグリップ

Photo:ボディーカラーは（中央）スフィアブルーパール グレー2トーンルーフ（CWA）、（右上）ギャラクティックグレーメタリック（ZCD）

「ALLGRIP」は「電子制御4WDシステム」「4モード
走行切替機能」「車両運動協調制御システム」の
3つのテクノロジーからなる、スズキ独自の四輪
制御システム。優れた走破性と走行安定性を
発揮することで、ドライバーにさらなる走りの
楽しさと安心感を提供します。

オールグリップ

静寂を乱すことなく走り出す。
濡れた路面でも心配はいらない。

AUTO オートモード

通常時は燃費を重視して2WD走行を行ない、EV走行にも
対応するモード。タイヤのスリップを検知すると自動的に
4WDへと切り替わり、タイヤのスリップが収まると2WDに
戻ります。突然の雨など天候が急変したときも安心です。
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俊敏なレスポンスが、
あの場所へ導いてくれる。

モーターアシストと4WDを使って、加速力やコーナリングの
旋回性を高めるモード。同じアクセルペダルの踏み込みでも
エンジン回転数を高めにキープすることで、より力強いトルク
を発揮しパワフルな走りを実現。さらに、トラクションコント
ロールの介入を制御することにより、ドライバーの意志に応える
リニアな走りを楽しめます。

SPORT スポーツモード

Photo:ボディーカラーはアイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ（DBF）11 12



L O C K ロックモード

ぬかるみや雪でスタックしたときの緊急脱出をサポートする
モード。空転している車輪にブレーキをかけ、空転していない
タイヤに最大限のトルクを配分。駆動輪を直結に近い状態で
固定し、前後輪へ最大限の駆動力を伝え、脱出をサポートします。

＊60km/hを越えると、SNOWモードに切り替わります。

走りへの信頼感が、
大人の好奇心を掻き立てる。

険しい道の先へ。
想像を超えた景色を求めて。

雪道での走行に適したグリップ力重視のモード。トラクション
コントロールによってタイヤの空転を抑え、走行状況に
応じて後輪へのトルク配分を変化させ、走行安定性を向上
させます。

SNOW スノーモード

＊雪道ではタイヤチェーン、スタッドレスタイヤなどの滑り止めを装着し、安全運転を心がけてください。＊雪道ではタイヤチェーン、スタッドレスタイヤなどの滑り止めを装着し、安全運転を心がけてください。 Photo:ボディーカラーは（左）クールホワイトパール（ZNL）、（右）サバンナアイボリーメタリック ブラック2トーンルーフ（A9N）
＊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。
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P15-16 インパネ B

チルトは上下に40mm、テレスコピックは前後に

36mm調整ができ、ドライバーの体格や好みに合わせ

てきめ細かい設定が可能です。

運転情報を直感的に伝える
マルチインフォメーションディスプレイ

40mm

36mm

最適なドライビングポジションが
設定できるチルト&テレスコピック
ステアリング

メーターの中央には、運転操作を視覚化して表示する

高精細マルチインフォメーションディスプレイを搭載。

エネルギーフローやALLGRIPのモード表示など、アニ

メーションも取り入れて情報をグラフィカルに表示。

ドライバーの欲しい情報を正確かつリアルタイムに

伝え、運転の楽しさを高めます。

オールグリップ
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P17-18 シート B

運転席・助手席に座面と背面を温めるシートヒーター

を標準装備。2段階の温度調節が可能で、冬場でも

快適なドライブが楽しめます。

身体をサポートするメインサイドは、しっかりとした

質感の本革を採用。座面と背面には滑りにくい

スエード調の表皮を用いて、幾何学的な模様の

エンボス加工を施しました。キャビンに上質でスタイ

リッシュな印象を与えるデザインのシートです。

＊シートヒーター
イメージ図
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754mm

785mm

1,423mm

1,415mm

リヤシートの背もたれを倒すと、ほぼ
フラットなスペースに。自転車などの
大きな荷物も積載できます。

分割可倒式リヤシートだから片側の
シートだけを倒すことも可能。乗員
数に合わせてアレンジでき、スノー
ボードなどの長い荷物を載せること
ができます。

＊自転車や荷物のサイズ・形状によっては、積載できない場合があります。また、ラゲッジシェルフの操作が必要となる場合があります。
＊ラゲッジシェルフは撮影のため取り外しています。

P19-20 ユーティリティーB案

便利なラゲッジ装備も充実

使いやすさを考えた収納スペース

インパネボックス［照明付］ グローブボックス［照明付］ ドリンクホルダー（フロント2本分） アームレスト機能付コンソールボックス

ラゲッジルームランプ アクセサリーソケット
（ラゲッジサイド）

ショッピングフック（ラゲッジサイド） 
＊耐荷重2kg

ラゲッジサイドフック（左右2個）

シートバックポケット（助手席） ラゲッジサイドポケット（左右2ヶ所）フロントドアポケット
［ペットボトルホルダー付］

ペットボトルホルダー
（リヤドア両側）

ゆとりある室内空間を実現しながら、積載性の
高いラゲッジスペースは、5名乗車時で289L※

の荷室容量を確保。荷室開口部を広く設計する
ことにより、スムーズな荷物の積み降ろしを
実現しています。

※荷室容量はVDA（ドイツ自動車工業会）の定めたトランク容量測定値。

＊社内測定値

3人＋長い荷物

2人＋大きい荷物

＊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。
Photo:ボディーカラーはアイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック２トーンルーフ（DBF）

さまざまな荷物に対応する
シートアレンジ

6：4分割可倒式のリヤシートで、
長尺物もスムーズに収納可能。
荷物のタイプや利用シーンに合わせて
自在なアレンジを可能にしています。
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P21-22 安全①-C

視界性能
見渡しやすい、視界の広さ。

運転姿勢と操作系
ラクな姿勢で、快適に運転。

インターフェース
見やすく、操作しやすいレイアウト。

スズキの基本安全技術
運転しやすく安心して乗れる、それが基本安全。

スズキの安全技術、それは、
乗る人の毎日を想い、小さなクルマで大きな安心を届ける技術。

前方・後方の視界をしっかり確保するための大きな窓や
視認性の高いディスプレイ、操作しやすいスイッチ類など、
誰もが安心して乗れる運転のしやすさを考えた基本安全。

ヒヤリとする一瞬までも最小限に抑え、
事故そのものを未然に防ぐ予防安全技術「スズキ セーフティ サポート」。
衝撃吸収ボディーをはじめ、万一の衝突被害を軽減する衝突安全。

培い続けてきた安全技術の数々が、いつも、毎日の安心につながっていること。

小さなクルマに、大きな安心をのせて。
スズキは、人とクルマの楽しい毎日を支え、事故のない未来に向けて走り続けます。

＊ナビゲーション、オーディオ交換ガーニッシュは販売会社装着アクセサリー（別売）です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。
＊メーターパネルおよびマルチインフォメーションディスプレイは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。  ＊画面はハメコミ合成です。

デュアルセンサー
ブレーキサポート

衝突被害軽減ブレーキ
単眼カメラ＆
レーザーレーダー方式

誤発進抑制機能

標識認識機能

車線逸脱警報機能車線逸脱抑制機能 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

ブラインド
スポットモニター

リヤクロス
トラフィックアラート

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。

Photo:ボディーカラーは（左）コスミックブラックパールメタリック（ZCE）、（中）サバンナアイボリーメタリック ブラック２トーンルーフ（A9N）、（右）クールホワイトパール（ZNL）  

＊写真は作動イメージです。

予防安全 危険な場面にあわないための技術

基 本 安 全 運転しやすく安心して乗れる技術

スズキの予防
安全技術のより
詳しい情報は
こちらへ

▲

＊サポカーSベーシック＋は、政府が事故防止対策の一環として普及啓
発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高年齢層
の方に多いペダル踏み間違い事故を起きにくくする装置なども備えて
いますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。＊先進安全技術
の性能認定車とは、事故防止対策の一環として、衝突被害軽減ブレー
キ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していること
を国土交通省が評価する制度で認定された車です。

▲
詳しくはこちら

（減速）
（設定速度まで加速）

（停止）

ブレーキ操作不要 車間維持操作不要

自車100km/h
（設定速度）

先行車
80km/h

先行車
80km/h

自車80km/h
（追従）

自車100km/h

自車80km/h

自車80km/h

自車100km/h

先行車
80km/h

先行車
0km/h

先行車
離脱

自車0km/h （停止）

ステアリングのACCスイッチを操作すると、ミリ波レーダーで先行車との距離を測定。設定した
車間距離を適切に保ちながら加速・減速、さらに停止まで自動追従します。高速道路での長距離
運転や渋滞走行時の発進・停止を頻繁に繰り返す状況などで、運転操作の負担を軽減します。

■減速走行 ■追従走行

●追従走行は、約40km/h未満でも作動し、停止まで継続します。
●追従走行中の先行車が停止すると自車も停止し、その後約2秒で
ブレーキは解除されます。停止を続ける場合は、必ずブレーキペダルを
踏んでください。●道路状況および天候状況等によっては、ご使用になれ
ない場合があります。また、ACCの制御には限界があります。装置を過信
せず、常に安全運転に努めてください。

例：100km/hに設定した場合

■定速走行

先行車がいない場合は、
ドライバーが設定した速度をキープ。

先行車の車速に合わせて
減速して走行。

先行車の車速に合わせて走行。 先行車が停止した場合、自車も停止。
約2秒間は停止を保持。

先行車がいなくなると、
設定した速度まで加速して定速走行。

■加速走行■追従走行／停止（全車速に対応）

＊イラストは高速道路や自動車専用道路での走行例です。

アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］
「車間距離の確保」をサポート。

〈アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］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。■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。〈作動条件〉●先行車を検知せず約40km/h以上、または先行車を検知して約1km/h以上
で走行中にシステムをONにした場合。

！
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ピピピ…

P23-24 予防安全

デュアルセンサーブレーキサポート
人にもクルマにも作動し、「ぶつからない」をサポート。

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。ブレーキ
ペダルを踏むと、ブレーキ踏力をアシスト。
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。

誤発進抑制機能
「前に飛び出さない」をサポート。

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D・M（前進）
の位置でアクセルペダルを強く踏むと、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。

ふらつき警報機能
「ふらつかない」をサポート。

標識認識機能
「標識を見逃さない」をサポート。

＜ブラインドスポットモニター［車線変更サポート付］・リヤクロストラフィックアラート・車線逸脱抑制機能・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・標識認識機能・デュアルセンサーブレーキサポート・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。■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。＜デュアルセンサーブレーキサポートについて＞■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。■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＞●ブラインドスポットモニター
［車線変更サポート付］：約15km/h以上で走行中、隣接車線の後方より接近する車両を検知した場合。●リヤクロストラフィックアラート：シフトが
Rの位置で約8km/h以下で後退中、自車の後方左右から接近する車両を検知した場合。●車線逸脱抑制機能：機能をONの状態で約65km/h以上で
走行中、車線の左右区画線を検知し、進路を予測。システムが車線を逸脱すると判断した場合。●車線逸脱警報機能：約60km/h以上で走行中、車線の
左右区画線を検知し、進路を予測。システムが車線をはみ出すと判断した場合。●ふらつき警報機能：約60km/h以上で走行中、車線の左右区画線を
検知し、自車の走行パターンを計測。システムが「ふらつき」と判断した場合。●先行車発進お知らせ機能：シフトがD・N・Mの位置でブレーキ操作を
して停車中、先行車が発進して約5m以上離れた場合。●標識認識機能：走行中に単眼カメラが最高速度、はみ出し通行禁止、車両進入禁止、補助標識
「終わり」の標識を認識した場合。●デュアルセンサーブレーキサポート：自車速度約5km/h～約100km/h（対象が歩行者の場合は約5km/h～
約60km/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。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D・M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。

＊ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。

エンジン出力制御

ピピピ…

ピピピッ

ピー

単眼カメラ＆
レーザーレーダー方式

障害物

＊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による車両停止後は、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。

＊ナビゲーション、オーディオ交換ガーニッシュは販売会社装着アクセサリー（別売）です。また、ナビゲーション付属品は、撮影の
ため取り外しています。 ＊画面はハメコミ合成です。＊メーターパネルおよびマルチインフォメーションディスプレイは機能説明の
ために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ＊写真はイメージです。

停車中、前のクルマが発進して約5m以上離れても停車し続けた場合、
ブザー音やメーター内の表示によって、ドライバーに先行車の発進を
お知らせします。

走行中に左右の区画線を検知して、自車の走行パターンを計測。車両が
蛇行するなど、システムが「ふらつき」と判断した場合、ブザー音などの
警報によってドライバーに注意を促します。

走行中に左右の区画線を検知して進路を予測。前方不注意などで車線
をはみ出しそうになると、ブザー音などの警報によってドライバーに
注意を促します。

機能をONの状態で走行中、単眼カメラが左右の区画線を検知。車線逸脱
の可能性が高いとシステムが判断した場合に、ドライバーに車線逸脱
防止方向へのステアリング操作を促し、車両を車線の内側に戻すように
支援をします。

●車線逸脱抑制機能はドライバーがステアリング操作をしている間のみ作動します。●ドライバーの
緊急操舵時は、ドライバーの操舵を妨げません。●ウインカーが出ている間は、車線変更の意図があると
判断し、車線逸脱抑制機能を一旦停止します。

ピピピ…

走行中に、単眼カメラが認識した“最高
速度”、“はみ出し通行禁止”の標識を標識
通過後にメーター内に表示し、ドライバー
にお知らせします。

走行中に、単眼カメラが認識した“車両進入
禁止”の標識を標識通過前にメーター
表示でドライバーにお知らせします。

ステアリング
操作を促す

ピピッ 発進

先行車発進お知らせ機能
「出遅れない」をサポート。

車線逸脱警報機能
「車線をはみ出さない」をサポート（警報）。

車線逸脱抑制機能
「車線をはみ出さない」をサポート（抑制）。

ブラインドスポットモニター［車線変更サポート付］
車線変更時の安全確認をサポート。

リヤクロストラフィックアラート
バック時の安全確認をサポート。

走行中、リヤバンパーに内蔵したミリ波レーダーで
隣接車線の後方から接近する車両を検知し、検知
した側のドアミラーインジケーターが点灯しドライバー
にお知らせ。その状態で点灯した側にウインカーを
操作すると、インジケーターの点滅とブザー音に
よりドライバーに注意を促します。

＜検知範囲＞約50m（自車走行車線後方を除く）＊注意を促す際は、点滅します。

＜検知範囲＞左右約20m（自車後方を除く）

インジケーター部 点灯時イメージ

駐車場などで後退しているとき、リヤバンパーに内蔵したミリ波レーダーで自車の後方
左右から接近する車両を検知。マルチインフォメーションディスプレイの表示とブザー
音によりドライバーに注意を促します。

検知エリア

検知エリア

ピピピ…

ピピピ…

ウインカー操作で
ブザー音

！

予 防 安 全 危険が迫った時に回避するための技術予 防 安 全 危険な場面にあわないための技術
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P25-26 衝突安全

＊TECTイメージ

衝突荷重入力

荷重伝達

＊エアバッグ膨張時イメージ写真

＊衝撃吸収構造部イメージ

衝撃吸収フードパネル構造

衝撃吸収フードヒンジ構造

衝撃吸収ワイパー構造

衝撃吸収カウルトップ構造

衝撃吸収フロントフェンダー構造

衝撃吸収フロントバンパー構造

■頭部傷害軽減

■脚部傷害軽減
プリテンショナー作動時 可変フォースリミッター作動時

●助手席に荷物などを載せると、荷物の重さや形状によってはシートベルトリマインダーが
作動して、警告音とメーター内の警告ランプが点灯する場合があります。

i-Size/ISOFIXチャイルドシート対応取付装置（リヤ左右2名分）　
チャイルドシートもしっかり固定。

歩行者傷害軽減ボディー
万一のとき、歩行者へのダメージを軽減。

万一の接触時に、歩行者への衝突軽減を考慮した歩行者傷害軽減
ボディー。ボンネットをはじめフロントワイパー周辺、フロントバンパー
など随所に衝撃吸収構造を採用し、頭部だけでなく脚部へのダメージ
軽減を図ります。

SRSエアバッグ
6つのエアバッグを標準装備。

運転席・助手席SRSエアバッグをはじめ、
側面衝突時の頭部への衝撃を軽減する
SRSカーテンエアバッグ、胸部への衝撃を
軽減するフロントシートSRSサイドエア
バッグを採用。6つのSRSエアバッグを標準
装備しています。

●SRSエアバッグシステムは、シートベルトを補助する装置
ですので、必ずシートベルトをご着用ください。●SRS
エアバッグシステムは、衝突の条件によっては作動しない
場合があります。また、ご注意いただきたい項目があります
ので、必ず取扱説明書をよくお読みください。SRSカーテン
エアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグは、実際の
衝突時には衝突側のみ膨らみます。
SRS=Supplemental Restraint System（補助拘束装置）

軽量衝撃吸収ボディーTECT［テクト］
衝突時の衝撃を軽減。

衝突時の衝撃を効率よく吸収・分散する軽量
衝撃吸収ボディー。高張力鋼板を多用する
とともに、コンピューターによる構造解析
を駆使して、安全性の向上と軽量化を両立
しています。

フロント・リヤELR3点式シートベルト
万一のときは、体をしっかりホールド。

ELR３点式シートベルトを全座席に装備。フロントシートベルトには
プリテンショナー&可変フォースリミッター機構を、リヤ左右席には
プリテンショナー&フォースリミッター機構を採用。万一の衝突時に
シートベルトの拘束性を高めるとともに、乗る人の胸部への衝撃を効果的
に緩和します。また、運転席に加え助手席にもシートベルトリマインダー
を標準で装備しています。

その他の安全運転サポート

＊オートライトシステムイメージ図

加速抑止

！ ハザードランプ高速点滅

Photo:ボディーカラーはアイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ（DBF）

頚部衝撃緩和フロントシート
首への衝撃をやわらげる。

ヒルディセントコントロール
急な下り坂も安心。

滑りやすい急な下り坂で、ブレーキ操作
をしなくても一定の速度（約10km/h）
で降坂できるシステムです。気をつかう
雪道や砂利道の下りでも安心してステア
リング操作に集中できます。

ヒルホールドコントロール
坂道発進も安心。

坂道発進時にブレーキペダルから
アクセルペダルに踏み替える瞬間、
一時的にブレーキを保持（最長2秒
間）。車体の後退を抑えるので、落ち
着いて発進することができます。

オートライトシステム＆雨滴感知オートワイパー
状況に応じてライトやワイパーを自動で作動/停止。

エマージェンシーストップシグナル
後続車に急ブレーキをお知らせ。

約55km/h以上で走行中に急ブレーキをかけた場合、自動的
にハザードランプを高速に点滅させて後続車に急ブレーキを
知らせ、注意を促します。

ESP®［車両走行安定補助システム］
安定感のある走りをサポート。

衝突安全 万が一の衝突被害を軽減する技術

後退抑止

センサー感知範囲
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BODY COLOR ボディーカラー

サバンナアイボリーメタリック ブラック2トーンルーフ※（A9N）アイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ※（DBF） ギャラクティックグレーメタリック（ZCD） コスミックブラックパールメタリック（ZCE） クールホワイトパール※（ZNL）

※他のボディーカラーと価格が異なります。

メーカー希望小売価格 円★2,970,000 （消費税抜き　2,700,000円）
●スフィアブルーパール グレー2トーンルーフ、アイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーン
ルーフ、サバンナアイボリーメタリック ブラック2トーンルーフ仕様車は44,000円高（消費税込み）
●クールホワイトパール塗装車は22,000円高（消費税込み）

スフィアブルーパール グレー2トーンルーフ※（CWA）

2トーンカラー モノトーンカラー

Photo:ボディーカラーは（左）アイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ（DBF）／（右）クールホワイトパール（ZNL）

Photo:ボディーカラーはアイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ（DBF）Photo:ボディーカラーはアイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ（DBF）

見積りシミュレーションは
こちらへ

P27-28 チャート /装備／価格

1.5L DOHC 吸排気VVTエンジン　
4WD / 6AGS
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〈リサイクル料金表〉 リサイクル料金は2023年4月時点の金額です。

エスクード
シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金

資金管理料金 合計
リサイクル預託金

○自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要です。

7,110円 1,930円 0円 130円 290円 9,460円

※8 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。
※9 WLTC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。

※10 GWP＝Global Warming Potential（地球温暖化係数）
※11 フロン法において、乗用車用エアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

■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。（2023年4月現在）
■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。
■製造事業者：マジャールスズキ社（ハンガリー）、スズキ株式会社
■輸入販売元：スズキ株式会社

環境情報

基
礎
情
報

機種名 エスクード
車両型式 5AA-YEH1S
エンジン 型式 K15C-PB03A

総排気量（L） 1.460
駆動装置 トランスミッション 6AGS

駆動方式 フルタイム4WD
車両重量（kg） 1,320

環
境
性
能
情
報

燃料消費率 燃料消費率（km/L） ※8 19.6 
CO2排出量（g/km） 118 
市街地モード（WLTC-L）
（㎞/L） ※9 17.4

郊外モード（WLTC-M）
（㎞/L） ※9 20.3

高速道路モード（WLTC-H）
（㎞/L） ※9 20.3 

燃料消費率（km/L） ※8 23.5
CO2排出量（g/km） 99

参考

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28年騒音規制に適合　加速騒音規制値：70dB（M1A2A）
エアコン冷媒の種類（GWP値 ※10）/使用量（g） HF01234yf（1 ※11）/425
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

インストルメントパネル、サイドシルスカッフ、バンパーなどに
リサイクル化し易い熱可塑性樹脂を使用　

再生材を使用している部品 ダッシュサイレンサーなどの吸音材
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）
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主要装備EQUIPMENT 主要諸元SPECIFICATIONS

※１ セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※２ タイヤのバー
スト時など、応急修理できない場合があります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※３ 販売会社でオーディオやナビゲーションなどを
装着する場合は、取り外す必要があります。 ＊ＥＳＰはMercedes-Benz Group ＡＧの登録商標です。 ○納期はボディーカラー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。 ○エスクードは、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。 ○エスクードは、スペアタイヤの
かわりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています。

※４ ルーフアンテナを折り畳んだ場合の数値です。　※５ 社内測定値。
※6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。
※7 WLTC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。
○エスクードは「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置
が受けられます（2023年12月31日新車登録まで）。
○エスクードは「グリーン購入法＊特定調達物品等の判断基準」に適合。＊国等に
よる環境物品等の調達の推進等に関する法律。○エスクードは「グリーン購入法
に基づく政府公用車の基準」に適合。○「エコカー減税」、｢グリーン購入法」
に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エンジンおよびモーター出力
表示は「ＰＳ/ｒｐｍ」から「ｋＷ/ｒｐｍ」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「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。

安全装備/メカニズム

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

頚部衝撃緩和フロントシート

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

デュアルセンサーブレーキサポート

誤発進抑制機能

車線逸脱抑制機能

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

標識認識機能［車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度］

ブラインドスポットモニター［車線変更サポート付］

リヤクロストラフィックアラート

アダプティブクルーズコントロール［全車速追従機能付］

車両接近通報装置

エマージェンシーストップシグナル

ＥＳＰ®

ヒルホールドコントロール

ヒルディセントコントロール

４輪ＡＢＳ［ＥＢＤ・ブレーキアシスト付］

ＡＬＬＧＲＩＰ

ＡＬＬＧＲＩＰモードスイッチ

デュアルジェット エンジン

ハイブリッド

アイドリングストップシステム

ＬＥＤヘッドランプ［オートレベリング機構付］

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

リヤコンビネーションランプ［LEDストップランプ］

ハイマウントストップランプ［LED］

時間調整付フロント間欠ワイパー［雨滴感知・ミスト付］

リヤ間欠ワイパー＆ウォッシャー

熱線入りバックウインドーガラス

ヒーテッドドアミラー

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］

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・助手席シートベルト警告灯

運転席・助手席シートベルトリマインダー

半ドア警告灯

リヤＥＬＲ３点式シートベルト（３名分）

リヤシートベルトフォースリミッター（左右２名分）

リヤシートベルトプリテンショナー（左右２名分）

i-Size/ＩＳＯＦＩＸチャイルドシート対応取付装置（リヤ左右２名分）

リヤドアチャイルドプルーフ

防眩式ルームミラー

サイドドアビーム

フロントスタビライザー

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

ブレーキペダル後退抑制機構

イモビライザー（国土交通省認可品）

セキュリティアラームシステム ※１

ライト消し忘れ警告ブザー

タイヤパンク応急修理セット ※２

快適装備

フルオートエアコン［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［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［アンサーバック付］

電動格納式リモコンドアミラー

電磁式バックドアオープナー

運転席シートリフター

運転席・助手席シートヒーター［２段階温度調節機能付］

リヤヒーターダクト

６速マニュアルモード付パドルシフト

チルトステアリング　

テレスコピックステアリング

サイド兼用サンバイザー

運転席・助手席バニティーミラー［チケットホルダー・照明付］

全面ＵＶカット機能付ガラス

遮音機能付フロントガラス

熱線吸収グリーンガラス（フロント、フロントドア）

スモークガラス（リヤドア、リヤクォーター、バックドア）

エクステリア

スモークメッキフロントグリル

ＬＥＤイルミネーションランプ

メッキLEDイルミネーションランプベゼル

LEDライセンスバルブ

ルーフレール

フェンダーアーチモール

フェンダーガーニッシュ［メッキ加飾付］

メッキフロントロアグリルガーニッシュ

ガンメタリックリヤバンパーアンダーガーニッシュ

サイドアンダーモール

LEDサイドターンランプ付ドアミラー

カラードドアミラー［ルーフ色と同色］

カラードドアハンドル

カラードバンパー

ピラーガーニッシュ［ピアノブラック調］　

ルーフアンテナ

ＡＬＬＧＲＩＰエンブレム（バックドア）

ハイブリッドエンブレム（バックドア）

１７インチアルミホイール［切削加工＆ガンメタリック塗装］

２１５/５５Ｒ１７ ラジアルタイヤ

インテリア

本革巻ステアリングホイール

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/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均
燃費履歴/平均車速/デジタル車速表示/モーション表示/時計/外
気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーターなど］

メーターパネル輝度調節機能［７段階］

自発光メーター［常時照明式］

燃料残量警告灯

タコメーター

ソフトパッド（インパネ天面）

金属調インパネガーニッシュ

ＡＬＬＧＲＩＰエンブレム（インパネ）

センター・サイドルーバーリング［サテンメッキ］

センタークロック［サテンメッキガーニッシュ付］

高輝度シルバーシフトゲートガーニッシュ

高輝度シルバードアアームレストオーナメント（フロント、リヤ）

メッキインサイドドアハンドル

ドアアームレストクッション（フロントドア）

成形ドアトリム［スエード調クロス入り］（フロントドア）

メッキパーキングブレーキボタン

シフトノブ［サテンメッキオーナメント付］

フロントマップランプ

フロント足元ランプ

残照式３ポジションルームランプ（センター）

ラゲッジルームランプ

ラゲッジシェルフ

可倒式アシストグリップ（助手席、リヤ両側）

バックドアインサイドグリップ

アクセサリーソケット（インパネ、ラゲッジサイド）

本革＆スエード調シート表皮

ヘッドレスト（フロント2名分、リヤ3名分）

６：４分割可倒式リヤシート

フットレスト

収納スペース

インパネボックス［照明付］

インパネポケット（センター） ※３

インパネロアポケット（運転席）

グローブボックス［照明付］

アームレスト機能付コンソールボックス

ドリンクホルダー（フロント２本分）

シートバックポケット（助手席）

フロントドアポケット［ペットボトルホルダー付］

ペットボトルホルダー（リヤドア両側）

ラゲッジボード

ラゲッジサイドポケット（左右2ヶ所）

ラゲッジサイドフック（左右2個）

ショッピングフック（ラゲッジサイド）

コートフック（リヤ両側）

オーディオ

オーディオレス仕様

６スピーカー（フロント２、リヤ２、フロントツイーター２）

ステアリングオーディオスイッチ

ボディー ５ドア
機種名 エスクード
車名・型式 スズキ・５AA-YEH1S
駆動方式 フルタイム４WD
トランスミッション ６AGS
機種記号 MBSW-3
■寸法･重量
全長（mm） 4,175
全幅（mm） 1,775
全高（mm） ※4 1,610

室内寸法（mm） ※5
長さ 1,960
幅 1,480
高さ 1,265

ホイールベース（mm） 2,500

トレッド（mm）
前 1,535
後 1,505

最低地上高（mm） ※5 185
車両重量（ｋｇ） 1,320
乗車定員（名） 5
■性能

燃料消費率（ｋｍ/Ｌ） 
※6

１９.６
市街地モード 
（ＷＬＴＣ－Ｌ） １７．４

郊外モード
（ＷＬＴＣ－Ｍ） ２０．３

高速道路モード
（ＷＬＴＣ－Ｈ） ２０．３

燃料消費率（ｋｍ/Ｌ）※6
２３.５

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、自動MT

最小回転半径（ｍ） 5.2
■エンジン
型式 Ｋ15Ｃ型
種類 水冷4サイクル直列4気筒
弁機構 DOHC16バルブ吸排気VVT
内径×行程（mm） ７４.０×８４.９
総排気量（Ｌ） 1.460
圧縮比 13.0
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 ７４〈１０１PS〉/６，０００
最大トルク（Ｎ・ｍ/ｒｐｍ）ネット １３２〈１３.５kg･m〉/４，４００
燃料タンク容量（Ｌ） 47
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
■モーター
型式 PB03A
種類 交流同期電動機
最高出力（kW/rpm） 24.6〈３3.4ＰＳ〉/５，５００
最大トルク（Ｎ・ｍ/ｒｐｍ） ６０〈６.１ｋｇ・ｍ〉/１００－２，０００
■動力用主電池
種類 リチウムイオン電池
個数 56
容量（Ah） 6
■動力伝達装置

変速比

1速 ３．８４６
2速 ２．２３８
3速 １．５４０
4速 １．１６９
5速 ０．８６８
6速 ０．６５９
後退 ３．７６９

最終減速比　前/後 ４．６８７/２．８６６
■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

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

スタビライザー形式（前） トーション・バー式
タイヤ 215/55R17　94V

（国土交通省審査値）

（国土交通省審査値）
※7

寸法図　単位:mm

＊ 社内測定値

（トレッド）1,505
（全幅）1,775
（トレッド）1,535

＊
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スズキ純正エンジンオイル  ECSTAR F（エクスター エフ）
エスクードのエンジンには、スズキ純正のプレミアムエンジンオイル
「ECSTAR F（エクスター エフ）」を使用しています。ベースオイルに全合成油
を採用し、高品質な添加剤を適切に配合しているため、スズキ車の性能を
最大限に引き出します。燃費、潤滑、防錆等の性能はエンジンオイルによって
左右されるため、オイル交換の際は「ECSTAR F」の使用をおすすめします。

＊エンジンオイルの交換時期、規格、粘度等の詳細につきましては、車両の取扱説明書をご覧ください。

アクササリーカタログ
をWEBでご覧いた
だけます。

▼



1.5L
5人乗り

（2023.4)99999ー27700ー109

（https://www.suzuki.co.jp）

●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。


