
ボディー 5ドア
ルーフ形状 ハイルーフ
機種名 PCリミテッド PAリミテッド
車名・型式 スズキ・HBD-DA17V
駆動方式・
トランスミッション
（機種記号）

2WD・5MT EVBF-L3 EVAF-L3
2WD・5AGS － EVAN-L3《-LJ3》
2WD・4AT EVBD-L3《-LJ3》 EVAD-L3《-LJ3》
パートタイム4WD・5MT EVBU-L3 EVAU-L3
パートタイム4WD・5AGS － EVAZ-L3《-LJ3》
パートタイム4WD・4AT EVBS-L3《-LJ3》 EVAS-L3《-LJ3》

寸法・重量 全長（mm） 3,395
全幅（mm） 1,475
全高（mm） 1,895

荷室寸法（mm）
長さ 1,910【975】

幅 1,320【1,385】

高さ 1,240
ホイールベース（mm） 2,430

トレッド（mm）
前 1,310
後 1,290

最低地上高（mm） 150
荷室床面地上高（mm） 650

車両重量（kg）

2WD 5MT 850
2WD 5AGS － 860
2WD 4AT 870
4WD 5MT 890
4WD 5AGS － 900
4WD 4AT 910

最大積載量（kg） 350【250】

乗車定員（名） 2【4】

性能 2WD 5MT 19.0
2WD 5AGS － 19.4 
2WD 4AT 17.0 
4WD 5MT 17.4 
4WD 5AGS － 19.0 
4WD 4AT 16.6 

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、
電子制御式燃料噴射、自動MT（5AGS車）

最小回転半径（m） 4.1

エンジン 型式 R06A型
種類 水冷4サイクル直列3気筒
弁機構 DOHC12バルブVVT
内径×行程（mm） 64.0×68.2
総排気量（L） 0.658
圧縮比 11.0
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 36〈49PS〉/5,700
最大トルク（N・m/rpm）ネット 62〈6.3kg・m〉/3,500
燃料タンク容量（L） 37
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

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 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
タイヤ 145/80R12  80/78N  LT

（国土交通省審査値）

燃料消費率（km/L）※6

ルーフ形状 ハイルーフ

機種名
PC

リミテッド
5MT車/
4AT車

PA
リミテッド
5MT車/
5AGS車/4AT車

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（前席）
運転席・助手席SRSエアバッグ
頚部衝撃緩和フロントシート
デュアルカメラブレーキサポート（5AGS車、4AT車）

※1 ※1

誤発進抑制機能（5AGS車、4AT車）
車線逸脱警報機能（5AGS車、4AT車）
ふらつき警報機能（5AGS車、4AT車）
先行車発進お知らせ機能（5AGS車、4AT車）
ハイビームアシスト（5AGS車、4AT車）
後退時ブレーキサポート（5AGS車、4AT車）
後方誤発進抑制機能（5AGS車、4AT車）
リヤパーキングセンサー（5AGS車、4AT車）
エマージェンシーストップシグナル（5AGS車、4AT車）
ヒルホールドコントロール（5AGS車）
ヒルホールドコントロール（4AT車）

※1 ※1
ESP®（5AGS車、4AT車）
4輪ABS［EBD付］　※２
オートライトシステム（5AGS車、4AT車） ※1 ※1
ヒーテッドドアミラー（4WD車）
サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席）
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警告灯
運転席シートベルトラップアウタープリテンショナー
運転席シートベルトリマインダー
フロント・リヤＥＬＲ3点式シートベルト
リヤドアチャイルドプルーフ
フロント間欠ワイパー［ミスト付］
熱線入りバックウインドーガラス
サイドドアビーム（フロント、リヤ）
フロントディスクブレーキ
エンジンクラッチスタートシステム（5MT車）
リヤワイパー&ウォッシャー

マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ
［マニュアルレべリング機構付］

ハイマウントストップランプ［LED］
ブレーキペダル後退抑制機構
半ドア警告灯
快適装備
エアコン［エアフィルター付］
CDプレーヤー［AM/FMラジオ付］
AM/FMラジオ［スピーカー内蔵］
2スピーカー（フロント2）

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］（フロント）

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］

電動格納式リモコンドアミラー
パワーステアリング
パワードアロック［バックドア連動］
スライドドア（後席両側）
ピラーアンテナ
インストルメントパネル
シフトインジケーター（５AGS車、4AT車）
2速発進モードインジケーター（5AGS車）
タコメーター（5AGS車、4AT車） ※1 ※1
エコドライブインジケーター（5AGS車、4AT車）

ルーフ形状 ハイルーフ

機種名
PC

リミテッド
5MT車/
4AT車

PA
リミテッド
5MT車/
5AGS車/4AT車

インストルメントパネル
エンジンオイル交換お知らせ機能
アッシュトレイ（灰皿）
自発光メーター［常時照明式］（5AGS車、4AT車） ※1 ※1
ウレタン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 ［エコスコア
（5AGS車、4AT車）/瞬間燃費/平均燃費/航
続可能距離/オドメーター/トリップメーターなど］

インパネシフト
燃料残量警告灯
アクセサリーソケット
インテリア
残照式3ポジションルームランプ（フロント）
残照式3ポジションラゲッジルームランプ
アシストグリップ（助手席）
フロアカーペット［ビニールレザー］
サイド兼用サンバイザー（運転席、助手席）
フューエルリッドオープナー
ラゲッジカーペット［ビニールレザー］
バックドアインサイドグリップ
乗降ステップ（全席）
乗降グリップ（運転席、助手席）
シート
ファブリックシート表皮
ビニールレザーシート表皮　※３
フロントシートヘッドレスト［一体型］
フロントシートスライド&リクライニング
助手席前倒し機構
収納スペース
インパネドリンクホルダー（運転席、助手席）
インパネボックス
オーバーヘッドシェルフ
フロントドアポケット［ペットボトルホルダー付］
ユーティリティーナット ［12ヶ所］［12ヶ所］
センターミドルトレー
インパネトレー（助手席）
センターコンソールトレー
インパネアッパーポケット（運転席）
インパネポケット（運転席）
サンバイザーチケットホルダー（運転席）
ショッピングフック（インパネ）
グローブボックス
エクステリア
全面UVカット機能付ガラス
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、クォーター、バックドア）
カラードドアミラー
カラードバンパー　※４
UVカット機能付フロントガラス
UVカットガラス（フロントドア）
マッドフラップ（フロント）
その他
セキュリティアラームシステム　※５
フットパーキングブレーキ（4AT車）
サイドパーキングブレーキ（5MT車、5AGS車）
センターキャップ
フロントスタビライザー
キー抜き忘れ/ライト消し忘れ警告ブザー
145/80R12ラジアルタイヤ
フットレスト（5AGS車、4AT車）
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