
後退時
ブレーキサポート

全方位モニター用カメラ
（メーカーオプション）

ソリオ  G X 4 ソリオ  G X 2

快適な使い心地に、安心感もさらにプラス。

フロントバンパー
［エアロ形状］

サイドアンダースポイラー リヤバンパー
［エアロ形状］

ルーフエンドスポイラー

電動格納式リモコン
ドアミラー［リモート格納］

ファブリックシート表皮
［専用シルバーステッチ（フロント）］

フルオートエアコン
［外気温計、エアフィルター付］

インパネセンターガーニッシュ
［ピアノブラック調］

後席センターアームレスト

▲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。
＊ナビゲーション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。

GX2 2WD CVT 全方位モニター用
カメラパッケージ装着車

・フロントカメラ ・サイドカメラ（左右） ・バックカメラ ・ステアリングオーディオスイッチ ・USBソケット ・GPSアンテナ  ・TVアンテナ用ハーネス
＊全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。 ＊全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。▲ 全方位モニター用

カメラパッケージ装着車

見積り
シミュレーションは

こちらへ

●ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高（消費税込み） ●ホワイト２トーンルーフ仕様車は44,000円高（消費税込み）

（消費税抜き 1,568,000円）1,724,800円★

（消費税抜き 1,616,000円）1,777,600円★

PRICE メーカー希望小売価格

●助手席シートヒーター
（GX4はベース車に標準装備）

私にぴったり！

SPECIAL

EQUIPMENT

GX2/GX4特別装備

GX2

EQUIPMENT

GX2専用装備

特別な 2トーンカラーも魅力的。

見積り
シミュレーションは

こちらへ

●ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高（消費税込み） ●ホワイト２トーンルーフ仕様車は44,000円高（消費税込み）

（消費税抜き 1,656,000円）1,821,600円★

（消費税抜き 1,704,000円）1,874,400円★

パーソナルテーブル
（後席左右）

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ロールサンシェード

PRICE メーカー希望小売価格

●フロント２スピーカー　●後席左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］　●運転席シートヒーター　他

つのソリオ。

STANDARD

EQUIPMENT

GX2/GX4標準装備

●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］　
●フロントシートSR Sサイドエアバッグ
●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）
●リヤ２スピーカー
●後席シートバックスライドレバー　他

Photo：GX2 ボディーカラーはスピーディーブルーメタリック ホワイト２トーンルーフ（EBG）

▲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。
＊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。
＊安全のため、走行中はパーソナルテーブルを格納し、使用しないでください。

・フロントカメラ ・サイドカメラ（左右） ・バックカメラ ・ステアリングオーディオスイッチ ・USBソケット ・GPSアンテナ  ・TVアンテナ用ハーネス
＊全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。 ＊全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。▲ 全方位モニター用

カメラパッケージ装着車

Photo：GX4 ボディーカラーはクラッシーブラウンメタリック ホワイト２トーンルーフ（CH2）

▲ GX4 4WD CVT 全方位モニター用
カメラパッケージ装着車▲ 
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Safety

夜間の歩行者も検知する、
衝突被害軽減ブレーキ。
デュアルカメラブレーキサポート

前方の車両や歩行者を検知し、音や表示で警告。衝突の可能性が高
まると弱いブレーキを作動。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。

ヘッドランプをハイビームにして走行中、対向車や先行車がいたり、明
るい場所を走行すると、自動でロービームに切り替え。他車がいなくなっ
たり、周囲が暗くなると、自動でハイビームに戻ります。

ハイ/ロービームの
切り替え忘れを予防。
ハイビームアシスト

指先ひとつでドアオープン。一時停止もOK。
後席両側ワンアクションパワースライドドア

荷室側からもリヤシート操作ができる。
ロールサンシェード

気になる陽射しをらくらくカット。
後席シートバックスライドレバー／リクライニングレバー

クルマの前後左右に4つのカメラを設置。対応ナビゲーション（販売会
社装着アクセサリー）を装着すれば、真上からの映像で車両周辺を映し
出す「全方位モニター」になるので、駐車などもラクラクです。

見えない場所を映し出し、
駐車もラクラク。
全方位モニター用カメラ（▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車）

ステアリングのACCスイッチを押せば、先行車との距離をステレオカ
メラで測定し、車間距離を保ちながら自動的に加速・減速します。車間
距離は3段階（短・中・長）に設定できます。

車間距離を保ちながら、
自動的に加速・減速。
アダプティブクルーズコントロール

クラレレクラレットトトレレッッッドドメタメタリリッック（ZNク（ZNク（ZNA）A）A） スーパーブラックパール（ZMV）

クラッシーブラウンメタリック
ホワイト2トーンルーフ（CH2）※ スピーディーブルーメタリック（ZWG） クラッシーブラウンメタリック（ZVS）

ピュアホワイトパール（ZVR）※

※ ホワイト２トーンルーフ仕様車、ピュアホワイトパール塗装車は他のボディーカラーと価格が異なります。＊ホワイト２トーンルーフ仕様車のドアミラー、フルホイールキャップはホワイト塗装となります。

★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タイヤパンク応急修理セット・ジャッキ付で、保険料・税金（除く消費税）・登録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10,060円が別途必要となります。

　　全方位モニターはドライバーの駐車等を補助するものであり、あらゆる状況で自車の周
辺環境を映し出すものではありません。またカメラの位置より上にある物体は映像で見るこ
とができません。そのほかバンパーによる死角や、トップ映像にはカメラ映像間のズレによる
死角があります。システムの能力には限りがありますので、ドライバーは天候や路面状況にあ
わせた運転、周辺の車両・歩行者の確認、的確な運転操作など安全運転に努めてください。

！＜デュアルカメラブレーキサポート・アダプティブクルーズコントロールについて＞
■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。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜デュアルカメラ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。

！

メーカー
オプション

おでかけを楽しくする快適装備いっぱいの室内空間。

スズキの予防安全技術「スズキ セーフティ サポート」搭載。

2トーンカラーのボディーも魅力的。

Utility
家族の送迎、買い物など、
毎日便利に使える装備がいっぱい。

リヤドアには、片手で引き上げられる「ロールサンシェード」を内蔵。
直射日光をカットするだけでなく、プライバシー保護にも貢献し
ます。快適な室内空間を実現します。

リヤシート背もたれの肩部に操作レバーをそれぞれ設け、荷室側
からもリヤシートのスライド操作と前倒し操作がワンタッチで簡単
にできるようにしました。

両手がふさがっていても、スイッチひとつでスライドドアが自動解錠
＆自動オープン。また、パワースライドドアの作動中に、好きな位置
でドアを止められる「一時停止機能」も採用。雨の吹き込みを避けた
いときや、ちょっとした荷物の出し入れなどに便利です。

＊パワースライドドアは「アウタードアハンドル」「インサイドドアハンドル」「ワンアクションスイッチ」
「携帯リモコン」「運転席スイッチ」の5通りの操作で自動開閉ができます。

HIGH

LOW

AUTO

▲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。 
＊全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を
前提とした仕様です。工場出荷時は、ナビゲーションスペースにカバーが装着さ
れています。 ＊装着するナビゲーションによっては、取付部品が別途必要となる
場合があります。 ＊全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用
のアクセサリーカタログをご覧ください。
＊写真は作動イメージです。

＊フロアマットとナビゲーション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。
＊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。＊安全のため、走行中はパーソナルテーブルを格納し、使用しないでください。

Photo：GX2 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはスピーディーブルーメタリック ホワイト２トーンルーフ（EBG）

スピーディーブルーメタリック
ホワイト2トーンルーフ（EBG）※

■は特別装備となります。（ベース車：ソリオ G スズキ セーフティ サポート装着車）
■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。
＊ESPはDaimler AGの登録商標です。○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。○ソリオ GX2・GX4は、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○ソリオ GX2・GX4は、全車、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。

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
運転席・助手席SRS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
ハイビームアシスト
後退時ブレーキサポート
後方誤発進抑制機能
リヤパーキングセンサー
アダプティブクルーズコントロール
全方位モニター用カメラ［フロント/サイド（左右）/
バックカメラ］ ※１ ※２
エマージェンシーストップシグナル
ESP®
4輪ABS［EBD・ブレーキアシスト付］
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］
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ
頚部衝撃緩和フロントシート
フロントシートベルト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
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］
リヤELR3点式シートベルト（3名分）
運転席シートベルト警告灯
運転席シートベルトリマインダー
助手席シートベルト警告灯
助手席シートベルトリマインダー
オートライトシステム
半ドア警告灯
リヤドアチャイルドプルーフ
防眩式ルームミラー
時間調整付フロント間欠ワイパー［ミスト付］
リヤワイパー&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（GX4）
サイドドアビーム
快適装備
フルオートエアコン［外気温計、エアフィルター付］
オーディオレス仕様
フロント2スピーカー
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］
後席左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］
スライドドアクローザー（後席両側）
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］
運転席シートヒーター
助手席シートヒーター ＊GX4はベース車に標準装備
リヤヒーターダクト
インストルメントパネル
インパネセンターガーニッシュ［ピアノブラック調］
マルチインフォメーションディスプレイ［エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/
航続可能距離/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］
ウレタンステアリングホイール
チルトステアリング
燃料残量警告灯
タコメーター
アクセサリーソケット

インテリア
ドアトリムクロス［ブラック］
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）
メッキインサイドドアハンドル
運転席・助手席バニティーミラー［チケットホルダー付］
残照式3ポジションルームランプ（フロント、センター）
乗降グリップ（リヤ両側）
ラゲッジルームランプ
バックドアインサイドグリップ
可倒式アシストグリップ（助手席、リヤ両側）
サイド兼用サンバイザー
シート
ファブリックシート表皮［専用シルバーステッチ（フロント）］
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
フロントセパレートシート
フロントシートセンターウォークスルー
運転席シートリフター
運転席センターアームレスト
左右独立リヤシートスライド＆リクライニング機構
ヘッドレスト（フロント２名分、リヤ２名分）
フルフラットシート
助手席前倒し機構
５：５分割可倒式リヤシート
ワンタッチダブルフォールディングリヤシート
収納スペース
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
ショッピングフック（インパネ）
インパネアッパーボックス（運転席）
インパネトレー（助手席）
インパネミドルポケット（センター）
インパネアンダーボックス（センター）
インパネドリンクホルダー（運転席、助手席）
フロントドアポケット［ペットボトルホルダー付］
フロントオーバーヘッドコンソール
グローブボックス
サブトランク
助手席シートアンダーボックス
リヤドアペットボトルホルダー
リヤクォーターポケット
ラゲッジアンダーボックス（GX4）
エクステリア
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）
フロントグリル［スケルトンタイプ］
スモークガラス（リヤドア、リヤクォーター、バックドア）
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、フロントクォーター、フロントドア）
メッキフロントグリル
メッキバックドアガーニッシュ
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
リヤコンビネーションランプ［LEDストップランプ］
ピラーブラックアウト ※３
フロントバンパー［エアロ形状］（GX2）
サイドアンダースポイラー（GX2）
リヤバンパー［エアロ形状］（GX2）
ルーフエンドスポイラー（GX2）
その他
デュアルジェット エンジン
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 ※４
タイヤパンク応急修理セット ※５
ライト消し忘れ警告ブザー
フットレスト
フットパーキングブレーキ
１４インチフルホイールキャップ＆１６５/７０R１４ ラジアルタイヤ

ボディー 5ドア
機種名 GX2 GX4
車名・型式 スズキ・DBA-MA26S
駆動方式 2WD（前2輪駆動） フルタイム4WD
トランスミッション CVT
機種記号 FBGE-LJ2 FBGQ-LJ2

全方位モニター用カメラ
パッケージ装着車 FBGE-LJM2 FBGQ-LJM2

寸法・重量 全長（mm） 3,710
全幅（mm） 1,625
全高（mm） ※6 1,745

室内寸法（mm）
長さ 2,515
幅 1,420
高さ 1,360

ホイールベース（mm） 2,480

トレッド（mm） 前 1,435
後 1,440 1,430

最低地上高（mm） 140
車両重量（kg） 940 970
乗車定員（名） 5

性能 燃料消費率
（km/L） ※7 24.8 22.0 

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、
ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機

最小回転半径（m） 4.8
エンジン 型式 K12C型

種類 水冷４サイクル直列４気筒
弁機構 ＤＯＨＣ１６バルブＶＶＴ
内径×行程（mm） 73.0×74.2
総排気量（L） 1.242
圧縮比 12.5
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 67〈91PS〉/6,000
最大トルク（N・m/rpm）ネット 118〈12.0kg・m〉/4,400
燃料タンク容量（L） 32 30
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

動力伝達
変速比 前進 4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、

HIGH：2.200～0.550）装置
後退 3.771

最終減速比 3.757
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 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 前 マクファーソンストラット式コイルスプリング
懸架方式 後 トーションビーム式

コイルスプリング
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
後 －

タイヤ 165/70R14 81S

（国土交通省審査値）

※１ 全方位モニター用カメラ［フロント/サイド（左右）/バックカメラ］、ステアリングオーディオスイッチ、ＵＳＢソケット、ＧＰＳ
アンテナ、ＴＶアンテナ用ハーネスはセットでメーカーオプション（全方位モニター用カメラパッケージ）となります。　※２ 全
方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。対応ナビゲーションを
装着することで、全方位モニター、３Ｄビュー、左右確認サポート機能が使用可能となります。また、字光式ナンバー
プレートは取り付けることができません。　※３ スーパーブラックパール（ＺＭＶ）塗装車は除きます。　※４ 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。　※５ 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。　※６ ルーフアンテナ
を折り畳んだ際の数値です。　※７ 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。
○緑字の機種は「環境対応車普及促進税制」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
（2021年4月30日新車登録まで）。○緑字の機種は「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。○緑字の機種は「グリーン購入法に基づく政府公用車
の基準」に適合。○｢環境対応車普及促進税制」、｢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。（２０１９年10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：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。

詳しくは、こちらをご覧ください。 https://www.suzuki.co.jp/car/support_car/
＊サポカーＳ ワイドは、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。＊衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）
認定車とは、サポカー／サポカーSの普及啓発の一環として、走行中または停止中の車両に対する
衝突被害軽減ブレーキが一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。

ソリオ GX2・GX４は
「サポカーS ワイド」、
「衝突被害軽減ブレーキ
（AEBS）認定車」です。
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