
機種名

安全装備/
メカニズム

軽量衝撃吸収ボディー　TECT〈テクト〉
デュアルカメラブレーキサポート
誤発進抑制機能
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
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
ヘッドアップディスプレイ［カラー］
標識認識機能［車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止］
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］
ハイビームアシスト
エマージェンシーストップシグナル
ヒルホールドコントロール
SRSエアバッグ（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、SRSカーテンエアバッグ）
サイドアンダーミラー
後方視界支援ミラー
LEDヘッドランプ［ハイ/ロ－ビーム、オートレベリング機構付］
LEDポジションランプ
LEDフロントフォグランプ
時間調整付フロント間欠ワイパー［ミスト付］
マイルドハイブリッド
パワーモード
アイドリングストップシステム
フロントスタビライザー
リヤスタビライザー（2WD車）
フロントディスクブレーキ［4WD車はベンチレーテッド］

快適装備

スライドドアクローザー（後席両側）
後席両側ワンアクションパワースライドドア［予約ロック機能/挟み込み防止機構付］
パワースライドドア一時停止機能
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）］
フルオートエアコン［エアフィルター付］
メッキエアコンルーバー［風量調整機能付］
スリムサーキュレーター
プレミアムUV＆IRカットガラス（フロントドア）
ロールサンシェード
運転席シートリフター
チルトステアリング
運転席・助手席バニティーミラー［チケットホルダー付］
USB電源ソケット（インパネ、２個）
電動格納式リモコンドアミラー［リモート格納］
運転席・助手席シートヒーター

エクステリア

フロントグリル［車体色＆メッキ］
サイドアンダーガーニッシュ［ガンメタリック］
ヘッドランプガーニッシュ［車体色］
サイドドアガーニッシュ［ホワイト］
バックドアガーニッシュ［ホワイト］
カラードドアハンドル［ホワイト］
カラードドアミラー［ホワイト］
ＬＥＤサイドターンランプ付ドアミラー
ホワイト２トーンルーフ
ルーフレール
専用14インチアルミホイール［ホワイト］［ガンメタリックハーフホイールキャップ付］
155/65R14 ラジアルタイヤ
GEARエンブレム［ホワイト］（バックドア）

インテリア

本革巻ステアリングホイール
本革巻シフトノブ［メッキシフトノブボタン］
マルチインフォメーションディスプレイ［エネルギーフローインジケーター/アイドリング
ストップ節約燃料/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航
続可能距離/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］
スピードメーターリング［シルバー］
インパネカラーパネル［ブラウン］
パーソナルテーブル［ドリンクホルダー2個、ショッピングフック3個、折りたたみ格納式］（後席右側）
インサイドドアグリップ加飾［シルバー］
メッキインサイドドアハンドル
ファブリックシート表皮［ライトブラウン］［ホワイトステッチ］
後席スライド用ストラップ（ラゲッジフロア）
ラゲッジルームランプ
ラゲッジフロア［ファブリック］
専用フロアマット［ブラウン＆ベージュ］＊販売会社装着品

収納スペース

インパネドリンクホルダー（運転席、助手席）
インパネアッパーボックス（助手席） ※1
インパネボックス（助手席）
インパネセンターポケット
助手席シートアンダーボックス
フロントアームレストボックス
助手席シートバックポケット［2段、メッシュタイプ］［ブラウン］
ユーティリティーナット（４ヶ所）

オーディオ

オーディオガーニッシュ［7インチ（200ｍｍワイド）用］［ピアノブラック調］
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
▲全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車
【メモリーナビゲーション［9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラ
ジオ・スマートフォン連携機能付、BluetoothⓇ対応］、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］ ※2、USBソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、
メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ、スズキコネクト対応通信機・SOSボタン ※3】
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ※4
【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］ ※2、USBソケット、
GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ】

ボディー 5ドア

機種名  
 スペーシア ギア MY STYLE

車名・型式 スズキ・5AA-MK53S

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 ZSZB-S3 ZSZP-S3

全方位モニター付メモリーナビゲーション
・スズキコネクト対応通信機装着車 ZSZB-ZSN3 ZSZP-ZSN3

全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ZSZB-SM3 ZSZP-SM3

寸法・重量 全長（mm） 3,395 
全幅（mm） 1,475 

全高（mm） ※5 1,800 

長さ 2,155 

室内寸法（mm） ※6 幅 1,345 

高さ 1,410 

ホイールベース（mm） 2,460 

トレッド（mm）
前 1,295 

後 1,300 1,290

最低地上高（mm） ※6 150

車両重量（kg） 880 930 
乗車定員（名） 4

性能 燃料消費率
（km/L） ※7 21.2 20.2 

市街地モード（ＷＬＴＣ-Ｌ） 20.3 19.3 

郊外モード（ＷＬＴＣ-Ｍ） 22.3 21.1 

高速道路モード（ＷＬＴＣ-Ｈ） 21.0 20.1 

燃料消費率
（km/L） ※7 28.2 26.4 

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、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） 4.4

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バルブ吸排気VVT

内径×行程（mm） 64.0×68.2

総排気量（L） 0.658

圧縮比 11.5

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 38〈52PS〉/6,500

最大トルク（N・m/rpm）ネット 60〈6.1kg・m〉/4,000

燃料タンク容量（L） 27
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

モーター 型式 WA05A
種類 直流同期電動機

最高出力（kW/rpm） 2.3〈3.1PS〉/1,000
最大トルク（N・m/rpm） 50〈5.1kg･m〉/100

動力用主電池 種類 リチウムイオン電池
個数 5
容量（Ａｈ） 10

動力伝達装置
変速比

前進 2.386～0.426
後退 2.505

最終減速比 6.512

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 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
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 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 トーション・バー式 －
タイヤ 155/65R14 75S

※8

（2023.4）99999－28203－102

■は特別装備。（ベース車：スペーシア ギア HYBRID XZ）■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全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車を選択した場合、
DVD/CDスロットが装着されるため収納スペースは使用できません。※2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サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく
必要があります。詳しくはWEBサイトまたは販売会社にお問い合わせください。※4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、すれ違い支援機能、フロントビュー自動表示機能（切り返し
時）、3Dビュー、左右確認サポート機能が使用可能となります。
＊全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機と全方位モニター用カメラ
パッケージは同時に装着することはできません。＊ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。
＊Bluetoothは米国Bluetooth SIG,Inc.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。○スペーシア ギア MY STYLEは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
○スペーシア ギア MY STYLE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。

※5 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。　※6 社内測定値。
※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。
※8 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。
○スペーシア ギア MY STYLE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日新車届出まで）。
○スペーシア ギア MY STYLE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。
○スペーシア ギア MY STYLE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。
■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、改良のために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：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 特別仕様車

スペーシア ギア マイスタイル



日常を離れて大自然に癒やされよう。
誰の目も気にしないで、仕事の連絡も
この週末だけは一旦おやすみ。
大好きなクルマで行く特別な場所。
これが私のマイスタイル。

大好きなクルマと
心が穏やかになる空間へ。

21 Photo: 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車　ボディーカラーはシフォンアイボリーメタリック ホワイト2トーンルーフ（2BR）
＊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。

お気に入りの場所で、まったりとした時間を過ごしたい。
そんな想いに寄り添うクルマ。
スペーシア ギア マイスタイルと一緒に、自分だけの楽しみを。



3　＊メーターパネル・メモリーナビゲーション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。 4Photo: 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車　ボディーカラーはウッディブラウンメタリック ホワイト2トーンルーフ（ESB）

自宅からクルマでほんの数分。
きっと他の人にとっては何てこともない場所。
けれども私にとっては大切な場所。
芝生の匂い、川面のきらめき、虫たちのささやき。
のんびり過ごす私の特別な時間。
これが私のマイスタイル。

この落ち着ける場所が
私のお気に入り。



つながっているから、安心・快適・便利！

＊サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイト、または販売会社にお問い合わせください。

もしもの時に
緊急通報。

クルマに何かあったら
お知らせ。

クルマの駐車位置
を確認。

アプリで
リモート操作。

運転情報を
チェック。　

クルマのトラブル解消
をサポート。

24時間365日つながる「安心」のオペレーターサービス！ スマートフォンでクルマの操作や状態が確認できる「快適・便利」なアプリサービス！

スズキの予防安全
技術について
詳しくはこちら▲

＊全方位モニター用カメラはメーカーオプションです。 

　　■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。

車線逸脱
警報機能

ふらつき
警報機能

全方位
モニター用カメラ

先行車発進
お知らせ機能

標識認識
機能

アダプティブ
クルーズコントロール

ヘッドアップ
ディスプレイ

ハイビーム
アシスト

車線逸脱
抑制機能

後方誤発進
抑制機能

誤発進
抑制機能

後退時
ブレーキサポート

デュアルカメラ
ブレーキサポート

ステレオカメラ方式

衝突被害軽減ブレーキ

特別装備（ベース車：HYBRID XZ)

●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］ ●USBソケット ●GPSアンテナ
●TV用ガラスアンテナ

＊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。

●メモリーナビゲーション［9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー※・AM/FM
ラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応］●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］ ●USBソケット ●GPSアンテナ ●TV用ガラスアンテナ ●ハンズフリーマイク
●メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ ●スズキコネクト対応通信機 ●SOSボタン 

★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）・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7,330円が別途必要となります。

メーカー
希望
小売価格 （　　　）

▲全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキ
コネクト対応通信機装着車は217,800円高（消費税
込み） ▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車
は52,800円高（消費税込み） ▲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。

1,793,000円★CVT
2WD 1,912,900円★CVT

4WD 消費税抜き
1,739,000円（　　　）消費税抜き

1,630,000円

▲全方位モニター用カメラパッケージ▲全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機

■ヘッドランプガーニッシュ［車体色］
■フロントグリル［車体色&メッキ］

■専用14インチアルミホイール［ホワイト］［ガンメタリックハーフホイールキャップ付］
■サイドドアガーニッシュ［ホワイト］

■バックドアガーニッシュ［ホワイト］ ■GEARエンブレム［ホワイト］（バックドア） ■スピードメーターリング［シルバー］
■メッキエアコンルーバー［風量調整機能付］

■本革巻シフトノブ［メッキシフトノブボタン］

■ファブリックシート表皮［ライトブラウン］［ホワイトステッチ］ ■ラゲッジフロア［ファブリック］■メッキインサイドドアハンドル■インパネカラーパネル［ブラウン］ ■助手席シートバックポケット［2段、メッシュタイプ］［ブラウン］ ■専用フロアマット［ブラウン＆ベージュ］   ＊販売会社装着品

ウッディブラウンメタリック ホワイト2トーンルーフ（ESB）

ブルーイッシュブラックパール3 ホワイト2トーンルーフ（LM2）
シフォンアイボリーメタリック ホワイト2トーンルーフ（2BR）

オフブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ（DAD）

■ホワイト２トーンルーフ　■カラードドアハンドル［ホワイト］　■カラードドアミラー［ホワイト］
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※ DVD/CDスロットはインパネアッパーボックス（助手席）に装着されます。

充実の安全装備

＊Bluetoothは米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　＊全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機と全方位モニター用カメラパッケージは同時に装着することはできません。

＊写真は駐車している状態です。

 

WEBサイトはこちら▶

スズキコネクト
について
詳しくはこちら▲



機種名

安全装備/
メカニズム

軽量衝撃吸収ボディー　TECT〈テクト〉
デュアルカメラブレーキサポート
誤発進抑制機能
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
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
ヘッドアップディスプレイ［カラー］
標識認識機能［車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止］
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］
ハイビームアシスト
エマージェンシーストップシグナル
ヒルホールドコントロール
SRSエアバッグ（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、SRSカーテンエアバッグ）
サイドアンダーミラー
後方視界支援ミラー
LEDヘッドランプ［ハイ/ロ－ビーム、オートレベリング機構付］
LEDポジションランプ
LEDフロントフォグランプ
時間調整付フロント間欠ワイパー［ミスト付］
マイルドハイブリッド
パワーモード
アイドリングストップシステム
フロントスタビライザー
リヤスタビライザー（2WD車）
フロントディスクブレーキ［4WD車はベンチレーテッド］

快適装備

スライドドアクローザー（後席両側）
後席両側ワンアクションパワースライドドア［予約ロック機能/挟み込み防止機構付］
パワースライドドア一時停止機能
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）］
フルオートエアコン［エアフィルター付］
メッキエアコンルーバー［風量調整機能付］
スリムサーキュレーター
プレミアムUV＆IRカットガラス（フロントドア）
ロールサンシェード
運転席シートリフター
チルトステアリング
運転席・助手席バニティーミラー［チケットホルダー付］
USB電源ソケット（インパネ、２個）
電動格納式リモコンドアミラー［リモート格納］
運転席・助手席シートヒーター

エクステリア

フロントグリル［車体色＆メッキ］
サイドアンダーガーニッシュ［ガンメタリック］
ヘッドランプガーニッシュ［車体色］
サイドドアガーニッシュ［ホワイト］
バックドアガーニッシュ［ホワイト］
カラードドアハンドル［ホワイト］
カラードドアミラー［ホワイト］
ＬＥＤサイドターンランプ付ドアミラー
ホワイト２トーンルーフ
ルーフレール
専用14インチアルミホイール［ホワイト］［ガンメタリックハーフホイールキャップ付］
155/65R14 ラジアルタイヤ
GEARエンブレム［ホワイト］（バックドア）

インテリア

本革巻ステアリングホイール
本革巻シフトノブ［メッキシフトノブボタン］
マルチインフォメーションディスプレイ［エネルギーフローインジケーター/アイドリング
ストップ節約燃料/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航
続可能距離/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］
スピードメーターリング［シルバー］
インパネカラーパネル［ブラウン］
パーソナルテーブル［ドリンクホルダー2個、ショッピングフック3個、折りたたみ格納式］（後席右側）
インサイドドアグリップ加飾［シルバー］
メッキインサイドドアハンドル
ファブリックシート表皮［ライトブラウン］［ホワイトステッチ］
後席スライド用ストラップ（ラゲッジフロア）
ラゲッジルームランプ
ラゲッジフロア［ファブリック］
専用フロアマット［ブラウン＆ベージュ］＊販売会社装着品

収納スペース

インパネドリンクホルダー（運転席、助手席）
インパネアッパーボックス（助手席） ※1
インパネボックス（助手席）
インパネセンターポケット
助手席シートアンダーボックス
フロントアームレストボックス
助手席シートバックポケット［2段、メッシュタイプ］［ブラウン］
ユーティリティーナット（４ヶ所）

オーディオ

オーディオガーニッシュ［7インチ（200ｍｍワイド）用］［ピアノブラック調］
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
▲全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車
【メモリーナビゲーション［9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラ
ジオ・スマートフォン連携機能付、BluetoothⓇ対応］、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］ ※2、USBソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、
メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ、スズキコネクト対応通信機・SOSボタン ※3】
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ※4
【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］ ※2、USBソケット、
GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ】

ボディー 5ドア

機種名  
 スペーシア ギア MY STYLE

車名・型式 スズキ・5AA-MK53S

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 ZSZB-S3 ZSZP-S3

全方位モニター付メモリーナビゲーション
・スズキコネクト対応通信機装着車 ZSZB-ZSN3 ZSZP-ZSN3

全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ZSZB-SM3 ZSZP-SM3

寸法・重量 全長（mm） 3,395 
全幅（mm） 1,475 

全高（mm） ※5 1,800 

長さ 2,155 

室内寸法（mm） ※6 幅 1,345 

高さ 1,410 

ホイールベース（mm） 2,460 

トレッド（mm）
前 1,295 

後 1,300 1,290

最低地上高（mm） ※6 150

車両重量（kg） 880 930 
乗車定員（名） 4

性能 燃料消費率
（km/L） ※7 21.2 20.2 

市街地モード（ＷＬＴＣ-Ｌ） 20.3 19.3 

郊外モード（ＷＬＴＣ-Ｍ） 22.3 21.1 

高速道路モード（ＷＬＴＣ-Ｈ） 21.0 20.1 

燃料消費率
（km/L） ※7 28.2 26.4 

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、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） 4.4

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バルブ吸排気VVT

内径×行程（mm） 64.0×68.2

総排気量（L） 0.658

圧縮比 11.5

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 38〈52PS〉/6,500

最大トルク（N・m/rpm）ネット 60〈6.1kg・m〉/4,000

燃料タンク容量（L） 27
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

モーター 型式 WA05A
種類 直流同期電動機

最高出力（kW/rpm） 2.3〈3.1PS〉/1,000
最大トルク（N・m/rpm） 50〈5.1kg･m〉/100

動力用主電池 種類 リチウムイオン電池
個数 5
容量（Ａｈ） 10

動力伝達装置
変速比

前進 2.386～0.426
後退 2.505

最終減速比 6.512

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 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
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 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 トーション・バー式 －
タイヤ 155/65R14 75S

※8

（2023.4）99999－28203－102

■は特別装備。（ベース車：スペーシア ギア HYBRID XZ）■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全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車を選択した場合、
DVD/CDスロットが装着されるため収納スペースは使用できません。※2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サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく
必要があります。詳しくはWEBサイトまたは販売会社にお問い合わせください。※4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、すれ違い支援機能、フロントビュー自動表示機能（切り返し
時）、3Dビュー、左右確認サポート機能が使用可能となります。
＊全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機と全方位モニター用カメラ
パッケージは同時に装着することはできません。＊ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。
＊Bluetoothは米国Bluetooth SIG,Inc.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。○スペーシア ギア MY STYLEは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
○スペーシア ギア MY STYLE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。

※5 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。　※6 社内測定値。
※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。
※8 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。
○スペーシア ギア MY STYLE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日新車届出まで）。
○スペーシア ギア MY STYLE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。
○スペーシア ギア MY STYLE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。
■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、改良のために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：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 特別仕様車

スペーシア ギア マイスタイル




