
基
礎
情
報

機種名 XC/XL/XG

車両型式 3BA‐JB64W

エンジン 型式 R06A

総排気量（L） 0.658

駆動装置 トランスミッション 5MT 4AT

駆動方式 パートタイム4WD

車両重量（kg） 1,030 1,040

環
境
性
能
情
報

燃料消費率 燃料消費率（km/L） ※1 16.2 14.3

CO2排出量（g/km） 143 162

市街地モード（WLTC-L）(km/L） ※2 14.4 12.4

郊外モード（WLTC-M）(km/L） ※2 17.3 14.9

高速道路モード（WLTC-H）(km/L） ※2 16.4 14.8

燃料消費率（km/L） ※1 ー 16.4

CO2排出量（g/km） ー 142

排出ガス 適合規制・認定レベル 平成30年排出ガス規制適合

試験モード WLTCモード

規制値・
認定値等（g/km）

CO 1.15

NMHC 0.10

NOx 0.05

適合騒音規制レベル 平成28年騒音規制に適合　加速走行騒音規制値：72ｄB（M１A1A）

エアコン冷媒の種類（GWP値 ※3）/使用量（g） HFC134a（1,430 ※4）/360

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

インストルメントパネル、ドアトリム、ピラートリム、センターコンソールボックス、
バンパー（フロント・リヤ）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、フロアカーペット裏面などの吸音材

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）



































ボディー 3ドア
機種名 XC XL XG
車名・型式 スズキ・3BA-JB64W
駆動方式 パートタイム4WD
トランスミッション 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT
 ■機種記号

JXCU-J2 JXCR-J2 JXLU-2【-J2】 JXLR-2【-J2】 JXGU-2【-J2】 JXGR-2【-J2】
 ■寸法・重量
全長（mm） 3,395
全幅（mm） 1,475
全高（mm） ※4 1,725

室内寸法（mm） ※5 
長さ 1,795 1,770
幅 1,300
高さ 1,200

ホイールベース（mm） 2,250

トレッド（mm）
前 1,265
後 1,275

最低地上高（mm） ※5 205
車両重量（kg） 1,030 1,040 1,030 1,040 1,030 1,040
乗員定員（名） 4
 ■性能 

燃料消費率（km/L） ※6 16.2 14.3 16.2 14.3 16.2 14.3
市街地モード（WLTC-L） 14.4 12.4 14.4 12.4 14.4 12.4
郊外モード（WLTC-M） 17.3 14.9 17.3 14.9 17.3 14.9
高速道路モード（WLTC-H） 16.4 14.8 16.4 14.8 16.4 14.8

燃料消費率（km/L） ※6
ー 16.4 ー 16.4 ー 16.4

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（AT車）、アイドリングストップシステム（AT車）
最小回転半径（m） 4.8
 ■エンジン
型式 R06A型
種類 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ
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 9.1 
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 47〈64PS〉/6,000
最大トルク（N・m/rpm）ネット 96〈9.8kg・m〉/3,500
燃料タンク容量（L） 40
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
 ■動力伝達装置

変速比

1速 5.809 2.875 5.809 2.875 5.809 2.875
2速 3.433 1.568 3.433 1.568 3.433 1.568
3速 2.171 1.000 2.171 1.000 2.171 1.000
4速 1.354 0.696 1.354 0.696 1.354 0.696
5速 1.000 ー 1.000 ー 1.000 ー
後退 5.861 2.300 5.861 2.300 5.861 2.300 

トランスファー（副変速機）
形式 チェーン+ギヤ式

高速変速比 1.320 
低速変速比 2.643 

最終減速比 3.818 5.375 3.818 5.375 3.818 5.375 
 ■ステアリング
歯車形式 ボール・ナット式
 ■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

3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング
後

スタビライザー形式 前 トーション・バー式
タイヤ 175/80R16 91S

（国土交通省審査値）

（国土交通省審査値）

※7

機種名
XC XL XG

その他の全車標準装備スズキ セーフティ
サポート装着車

スズキ セーフティ
サポート装着車

安全装備 軽量衝撃吸収ボディー　TECT〈テクト〉 頚部衝撃緩和フロントシート
フロントＥＬＲ３点式シートベルト
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
リヤＥＬＲ３点式シートベルト（2名分）
リヤシートベルトフォースリミッター
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
半ドア警告灯
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
サイドドアビーム
i-Size/ISOFIXチャイルドシート対応取付装置
（リヤ左右２名分）
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

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
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
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
後席シートベルト警告灯（2名分）
後席シートベルトリマインダー（2名分）
デュアルセンサーブレーキサポート
誤発進抑制機能（4ＡＴ車）
車線逸脱警報機能
ふらつき警報機能
ハイビームアシスト
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］
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
ブレーキLSDトラクションコントロール（4WD-L）
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［マニュアルレベリング機構付］
ＬＥＤヘッドランプ［ハイ/ロービーム、オートレべリング機構、LEDポジションランプ付］
ヘッドランプウォッシャー
オートライトシステム
ライト自動消灯システム
フロントマルチリフレクターハロゲンフォグランプ
サイドアンダーミラー
ヒーテッドドアミラー
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）

快適装備 エアコン［エアフィルター付］ ［フルオート］ オーディオレス仕様
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］
ルーフアンテナ
電波式キーレスエントリー［アンサーバック付］

フロント２スピーカー
クルーズコントロールシステム
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）］
電動格納式リモコンドアミラー［リモート格納］
運転席シートヒーター
助手席シートヒーター

インストルメント
パネル

本革巻ステアリングホイール 自発光メーター［常時照明式］
燃料残量警告灯
アクセサリーソケット
タコメーター

ウレタンステアリングホイール
ステアリングオーディオスイッチ
チルトステアリング
マルチインフォメーションディスプレイ［瞬間燃費/平均燃費/
航続可能距離/平均車速/走行時間/シフトインジケーター
（4AT車）/外気温計/時計/オドメーター/トリップメーターなど］
マルチインフォメーションディスプレイ［瞬間燃費/平均燃費/
航続可能距離/シフトインジケーター（4AT車）/外気温計/時計/
オドメーター/トリップメーターなど］

インテリア 運転席バニティーミラー［チケットホルダー付］ サイド兼用サンバイザー
残照式３ポジションルームランプ（フロント）
アシストグリップ（助手席、リヤ両側）
ラゲッジアクセサリーソケット

助手席バニティーミラー［チケットホルダー付］
助手席乗降グリップ
ブロンズメタリックエアコンサイドルーバーリング
サテンメッキ調エアコンセンタールーバー
メッキインサイドドアハンドル
メッキパーキングブレーキボタン
メッキシフトノブ加飾（5MT車）
サテンメッキ調シフトノブ加飾（4AT車）
防汚タイプラゲッジフロア（リヤシートバック背面、ラゲッジボックス）
残照式３ポジションルームランプ（リヤ）

シート ファブリックシート表皮 ［撥水加工］ フロントシートヘッドレスト
助手席ウォークイン
左右独立リヤシートリクライニング機構
シングルフォールディングリヤシート［５：５分割可倒式］
一体可倒式リヤシート
リヤシートヘッドレスト

収納スペース センターコンソールトレー フロントドアポケット
グローブボックスセンターコンソールドリンクホルダー

センターコンソールポケット
助手席シートバックポケット
ラゲッジボックス
ユーティリティナット［1０ヶ所］
荷室フックナット［4ヶ所］

エクステリア ＬＥＤサイドターンランプ付ドアミラー スペアタイヤハーフカバー
スペアタイヤロアカバーカラードドアハンドル

カラードドアミラー［ブラック塗装］
ブラック２トーンルーフ ※１
ブラックトップ２トーン ※２
ＵＶカット機能付ガラス （全面） （フロント）
熱線吸収グリーンガラス （フロント、フロントドア） （全面）
スモークガラス（リヤクォーター、バックドア）

その他 アイドリングストップシステム（4AT車） 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　※3
スペアタイヤ［スチールホイール］
ライト消し忘れ警告ブザー

フロントスタビライザー
フットレスト（4AT車）
16インチアルミホイール
16インチスチールホイール
ラジアルタイヤ 175/80R16
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