
基
礎
情
報

機種名 HYBRID G G
車両型式 6AA-ZWR90C 6AA-ZWR95C 6BA-MZRA90C 6BA-MZRA95C
エンジン 型式 2ZR-FXE M20A-FKS

総排気量（L） 1.797 1.986
駆動装置 トランスミッション 電気式無段変速機 Direct Shift-CVT

駆動方式 2WD（前2輪駆動） E-Four（電気式4輪駆動） 2WD（前2輪駆動） フルタイム4WD
車両重量（kg） 1,650 1,700 1,620 1,690

環
境
性
能
情
報

燃料消費率 燃料消費率（km/L） ※1 23.2 22.0 15.1 14.3 
CO2排出量（g/km） 100 106 154 162 
市街地モード（WLTC-L）（㎞/L）　※2 22.5 22.0 11.5 11.1
郊外モード（WLTC-M）（㎞/L）　※2 25.2 23.9 15.5 14.6
高速道路モード（WLTC-H）（㎞/L）　※2 22.3 20.9 17.1 16.1

参考 ー

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 0.025
NOx 0.013
PM ー 0.005

グリーン購入法適合車 ◯ ー
適合騒音規制レベル 平成28年規制に適合　加速騒音規制値：70dB（M1A2A）
エアコン冷媒の種類（GWP値 ※3）/使用量（g） HFO-1234yf（1 ※4）/750
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 バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材

再生材を使用している部品 ダッシュサイレンサー
樹脂・ゴム部品への材料表示 材料表示あり

（国土交通省審査値）



























機種名 HYBRID G G その他の全車標準装備

安全装備/
メカニズム

プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼夜］・自動二輪車［昼］検知
機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

LEDハイマウントストップランプ
緊急ブレーキシグナル
EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト
コンライト［ライト自動消灯＋消灯システム/ランプオートカットシステム］
オート電動格納式リモコンカラードドアミラー［LEDサイドターンランプ付］
＋サイドアンダーミラー
電動パーキングブレーキ
パーキングブレーキスイッチ
S-VSC
TRC［OFFスイッチ付］
ウォッシャー連動間欠フロントワイパー［時間調整式＋車速感応式］
ウォッシャー連動間欠リヤワイパー［リバース連動機能付］
リヤウインドーデフォッガー［タイマー付］

汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー

（セカンドシート左右席）

全席シートベルト非着用警告灯［点滅式］＋リマインダー［警告音］

アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席）

ブレーキホールド

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］

防眩式ルームミラー

イモビライザー（国土交通省認可品）

タイヤパンク応急修理キット ※2

ドライブスタートコントロール

パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） ※1

レーントレーシングアシスト（LTA）

レーンディパーチャーアラート（LDA）

発進遅れ告知機能（TMN）

ロードサインアシスト（RSA）

レーダークルーズコントロール［全車速追従機能付］

オートマチックハイビーム（AHB）

プロアクティブドライビングアシスト（PDA）
車両接近通報装置
ドライバー異常時対応システム
ヒルスタートアシストコントロール
SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSカー
テンシールドエアバッグ（フロント・セカンド・サードシート）
リフレクター式LEDヘッドランプ［マニュアルレベリング機構付］＋LEDクリアランスランプ
＋ターンランプ
リヤコンビネーションランプ（LEDストップランプ＋LEDテールランプ＋LEDターンランプ
＋LEDバックアップランプ）
ELR付3点式フロントシートベルト［プリテンショナー＆フォースリミッター機構付］
ELR付3点式セカンドシートベルト［フォースリミッター機構付］
ELR付３点式セカンドシートベルト［プリテンショナー＋フォースリミッター機構付（左右席）］
ELR付３点式サードシートベルト
電気式無段変速機
Direct Shift-CVT（ギヤ機構付自動無段変速機）
10速シーケンシャルシフトマチック
ダイナミックトルクコントロール４WD （4WD車）
E-Four（電気式４WDシステム） （E-Four搭載車）
寒冷地仕様（ウインドーシールドデアイサー＋PTCヒーターなど） （E-Four搭載車） （4WD車）
ヒーテッドドアミラー （E-Four搭載車） （4WD車）
ハイブリッドシステム
セキュリティアラームシステム

快適装備

ハンズフリーデュアルパワースライドドア［ワンタッチスイッチ、挟み込み防止機構付］ スマートキーレスエントリー（運転席・助手席・バックドア）［アンサー
バック機能付］＆スタートシステム（携帯リモコン2個） ※4
パワーステアリング
クリーンエアフィルター［花粉除去タイプ］
ワンタッチオートパワーウインドー（キーOFF後作動＋挟み込み防止）
パワードアロック（全ドア連動）
ＵＶカットフロントクォーターグリーンガラス
セラミックドット（スライドドアガラス）
UVカット機能付プライバシーガラス（スライドドア・リヤクォーター・
バックドア）
後席用サンシェード

デュアル（両側）スライドドアクローザー
パワースライドドア予約ロック機能
フリーストップバックドア
「ナノイー X」
左右独立温度コントロールフロントオートエアコン＋リヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター）
快適温熱シート（運転席・助手席）
UVカット機能付ウインドーシールドグリーンガラス ［高遮音性ガラス］ ［合わせガラス］
UVカットフロントドアグリーンガラス ※3

エクステリア

フロントグリル［シルバー塗装＋メッキモール］ カラードドアハンドル
電気式バックドアハンドル
ガラスアンテナ
16インチアルミホイール［シルバーメタリック塗装］
205/60R16 ラジアルタイヤ

フードモールディング［ボディー同色］
バックドアガーニッシュ
リヤスポイラー
ハイブリッドエンブレム（バックドア）

インテリア

本革巻ステアリングホイール［シルバー加飾］ チルト＆テレスコピックステアリング
全席ヘッドレスト
ファブリックシート表皮
アシストグリップ（フロントシート２・セカンドシート２・サードシート２）
サンバイザー［バニティーミラー＋LED照明＋チケットホルダー付］
（運転席・助手席）
フロントドアスイッチベース［シルバー塗装付］
ドアスカッフプレート（フロントドア・スライドドア・バックドア）
オーディオガーニッシュ［ピアノブラック］
燃料残量警告灯
キー置き忘れ警告ブザー
ライト消し忘れ警告ブザー
半ドア警告灯
リヤドアチャイルドプルーフ
アクセサリーソケット［DC12V・120W/1個］
デジタルクロック
LEDラゲッジルームランプ（デッキ２）

シフトノブ［シルバー加飾］
モードスイッチ ドライブモード（エコ・パワー）＋EVモード エコモード
マルチインフォメーションディスプレイ［カラー］
オプティトロンメーター［メーター照度コントロール付］ ハイブリッド専用
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・オーディオ・レーントレーシン
グアシスト・レーダークルーズコントロール・ハンズフリー・音声認識］
ロングアシストグリップ（センターピラー左右）
インパネアッパーオーナメント
インパネオーナメント［合成皮革］（助手席）
インパネセンタークラスター［シルバー塗装モール付］
シフトパネル［ピアノブラック調塗装］
ソフトレザーフロントドアアームレスト
ドアトリムオーナメント（フロントドア・スライドドア）
ハイブリッドシステムインジケーター
エコドライブインジケーター［ランプ・ゾーン表示機能付］
LEDルームランプ（フロント１＋リヤ１） ［フロント・リヤダウンライト付］［フロントダウンライト付］
イルミネーテッドエントリーシステム（スタートスイッチ＋ルームランプ）

フロントシート
フロントシートアームレスト
運転席シートリフター

セカンドシート

キャプテンシート［ストレート超ロングスライド＋リクライニング＋両側
アームレスト付］
ウォークイン機構（セカンドシート）
6:4分割チップアップシート［超ロングスライド＋リクライニング］

サードシート ワンタッチホールドシート（5:5分割サードシート）

収納スペース

助手席シートバックテーブル［カップホルダー2個＋エコバッグフック2個付］ フロントカップホルダー（運転席・助手席）
グローブボックス
エコバッグフック（運転席シートバック）
シートバックポケット（運転席・助手席）
フロントドアボトルホルダー＋小物トレイ＆フロントドアポケット（両側）
スライドドアボトルホルダー（両側）
デッキトリムボトルホルダー（右側1個・左側２個）
デッキボード
デッキフック（４個）
スーパーラゲッジボックス

折りたたみ式サイドテーブル［カップホルダー２個付］
格納式センターボックス［カップホルダー2個＋オープンボックス＋エコバッグフック付］
独立型センターコンソールボックス［アッパートレイ・リヤボックス付］〈充電用USBソケット（Type-C）2個付 ※5〉
独立型センターコンソールボックス［フロント・リヤボックス付］〈充電用USBソケット（Type-C）2個付 ※5〉
2段階引出し式センターホルダー［カップホルダー1個・小物入れ・カードホルダー］
助手席アッパーボックス
助手席オープントレイ
シフト横小物入れ〈充電用USBソケット（Type-C）1個付 ※5〉
サードシート中央席ヘッドレスト用収納スペース

オーディオ
オーディオレス仕様
４スピーカー（フロント２、リヤ２）

ボディー 5ドア
機種名 HYBRID G G
車名・型式 スズキ・6AA-ZWR90C スズキ・6AA-ZWR95C スズキ・6BA-MZRA90C スズキ・6BA-MZRA95C
駆動方式 2WD（前２輪駆動） E-Four（電気式４輪駆動） 2WD（前２輪駆動） フルタイム４WD
トランスミッション 電気式無段変速機 Direct Shift-CVT（ギヤ機構付自動無段変速機）
■機種記号

LBGV LBGX LBGE LBGQ
■寸法・重量
全長（mm） 4,695
全幅（mm） 1,730
全高（mm） 1,845 1,875 1,845 1,875

室内寸法（mm） ※6
長さ 2,805
幅 1,470
高さ 1,405

ホイールベース（mm） 2,850

トレッド（mm）
前 1,500
後 1,515

最低地上高（mm） ※6 140 125 140 125
車両重量（kg） 1,650 1,700 1,620 1,690
乗車定員（名） ７ ８
■性能
燃料消費率
（km/L） ※7 23.2 22.0 15.1 14.3

市街地モード（WLTC-L） 22.5 22.0 11.5 11.1
郊外モード（WLTC-M） 25.2 23.9 15.5 14.6
高速道路モード（WLTC-H） 22.3 20.9 17.1 16.1

主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、
可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御

筒内直接噴射、自動無段変速機、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

最小回転半径（m） 5.5
■エンジン
型式 2ZR-FXE M20A-FKS
種類 直列４気筒
内径×行程（mm） 80.5×88.3 80.5×97.6
総排気量（L） 1.797 1.986
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置） 筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S)
最高出力（kW/rpm）ネット 72〈98PS〉/5,200 125〈170PS〉/6,600
最大トルク（N・m/rpm）ネット 142〈14.5kg・m〉/3,600 202〈20.6kg・m〉/4,900
燃料タンク容量（L） 52
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
■モーター

フロントモーター

型式 1VM

ー
種類 交流同期電動機
最高出力（kW） 70〈95PS〉
最大トルク（N・m） 185〈18.9kg・m〉

リヤモーター

型式

ー

1WM

ー
種類 交流同期電動機
最高出力（kW） 30〈41PS〉
最大トルク（N・m） 84〈8.6kg・m〉

動力用主電池
種類 リチウムイオン電池

ー
容量（Ah） 4.08

■動力伝達装置

変速比
ギヤ機構部

前進 ー 3.377
後退 ー 3.136

無段変速部 前進 ー 2.236～0.447
減速比 3.218 フロント：3.218/リヤ：10.487 4.262 フロント：4.262/リヤ：2.277
■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 ベンチレーテッドディスク

作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式
■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

タイヤ 205/60R16 92H

（国土交通省審査値）
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