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いっしょに出かけよう。
いっしょに楽しもう。
ステキな風景をいっしょに眺めたい。いっしょにいろいろな場所に出かけたい。

スズキの福祉車両WITH〈ウィズ〉シリーズは、乗る人みんなへの思いやりをカタチにしたクルマ。

乗り降りがしやすいことや、快適なドライブを楽しめることはもちろん、

軽自動車ならではの運転のしやすさで、介助する方もラクラク。

たくさんの知恵と工夫をのせて、いっしょに出かける楽しさをお届けします。

Photo:スペーシア 車いす移動車 X　ボディーカラーはフィズブルーパールメタリック（ZJH）
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車いす移動車 車いすに座ったまま、乗り降りスムーズ。車いすから乗り移る必要が　ないので、介助する方もラクラク。
広々とした室内で、ドライブ中も快適です。

電動操作でシートが昇降・回転・スライドして、車いすの座面に近い　高さに。
車いすから助手席へ乗り移りしやすく、介助する方もラクにサポート　できます。
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エブリイワゴン 車いす移動車

エブリイ 車いす移動車

ワゴンR  昇降シート車

スペーシア 車いす移動車

P11～

P11～

P17～

P5～

昇降シート車

小さなクルマ、大きな未来。

クルマの発電にムダなガソリンを使わない

「エネチャージ」

より長くエンジンを止める

「新アイドリングストップシステム」

快適なエコドライブに貢献する「エコクール」

さらなる軽量化と高剛性を実現した

新軽量衝撃吸収ボディー「テクト」

環境に配慮しながら、

さらに便利で楽しいクルマを実現する。

それが「スズキグリーン テクノロジー」です。

小さなクルマに次世代の新技術をつめこんで、

スズキは、快適なくらしと

豊かな未来へ走り続けます。

高効率リチウムイオン

バッテリーを採用し、

ガソリンを使わずに減

速時のエネルギーで発電・充電する「エネ

チャージ」を搭載。リチウムイオンバッテリーに

蓄えた電力を電装品に供給することで、これま

で発電のために使用していたガソリンの消費

を最小限に抑えます。

高効率リチウムイオンバッテリー

エネチャージ

2WD CVT

G 
●リヤシート無車
●リヤシート付車

X 
●リヤシート付車

2WD CVT

4WD CVT

2WD 3AT

●リヤシート付車

4WD 3AT

●リヤシート付車

2WD 3AT

●補助シート無車
●補助シート付車

4WD 3AT

●補助シート無車
●補助シート付車

モーターチェアやセニアカーも搭載可能です。詳しくは巻末をご覧ください。

車いすに
座ったまま
乗車

助手席が
昇降・回転

スペーシア 車いす移動車 ワゴンR 昇降シート車



頭上や足もとにもゆとりある車いす乗車空間。
さまざまな車いすサイズに対応します。

広々とした車いすスペース。
車いすを4点でしっかり固定するとともに、握りやすい手すり
や3点式のシートベルトを装備。安心感を高めています。

充実の安全・安心装備。

＊P10の「乗車可能な車いす寸法の目安」をご覧ください。5 6

ワンアクションで展開できる短く
ゆるやかなスロープで、車いすの乗
せ降ろしがスムーズです。

カンタン操作で、
しかもフラットな
テールゲート
一体型スロープ。

車いすを乗せるときは
電動ウインチでラクラク。
操作しやすいワイヤレス
リモコンも標準装備して
います。

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用
の方は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそれが
あります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

電動ウインチ＆
ワイヤレスリモコンを
標準装備。

Photo:X　ボディーカラーはフィズブルーパールメタリック（ZJH）

スペーシア
車いす移動車
少ない手順で、操作もラクラク。
充実装備で4人でのドライブも快適です。



操作手順 ワンアクションで展開できるスロープやフリーモード付電動ウインチを採用して、操作がラクラク。

＊各操作は必ず介助者が行なってください。また、ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をよくお読みください。

リヤシートアレンジ リヤシートを使えば、4人乗りとしてもご利用いただけます。（G リヤシート付車、X）

4人乗車時
（リヤシートを使用した場合）
大人4人で乗っても、広くて快適。
お出かけや送り迎えなど、用途が広がります。

車いす乗車時
（リヤシートをたたんだ場合）
ヘッドレストを取り外さずにリヤシートをたたみ、
カンタンに車いす乗車空間を確保することができます。

足もとだけでなく、頭上や後方にも
ゆとりある車いすスペース。

1

2

3

4 5

ワイヤレスリモコン

解除ノブ

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそれがあります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ベルトフリーボタン

バックドアを開け、スロープ左側の
ハンドルを握り、解除ノブを引き上
げながらスロープをゆっくり手前に
引いて接地させます。

スロープの展開はカンタン操作の
ワンアクション。滑り止め加工で雨の
日の乗せ降ろしも安心です。
＊リヤシート付車はリヤシートをたたみ、手すりを  
回転させてください。

電動ウインチ
昇降能力 120kg

ベルトフリーボタンを押してフリー
モードに切り替え、ウインチベルト
を引き出し、フックを車いす前輪
のフレームにかけます。

ベルトフリーボタンを再度押し、ウイ
ンチモードに切り替えます。介助する
方は、ワイヤレスリモコンで電動ウイ
ンチを操作しながら後輪中心が車い
す停止マーク（黄色い△印）付近に来
るまで乗車させます。

電動ウインチの巻き上げを待たずに、
介助する方が手で押して乗車させる
ことも可能です。

後部固定ベルトのフックを車いす後輪のフレームにかけ、
ベルトがたるまないように長さを調整します（左右２ヶ
所）。ワイヤレスリモコンの「上」ボタンを「ピッピッ」と音が
するまで押し続け、車いすを固定します。

適切な位置で腰ベルトと肩ベルトを固定します。
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室内高

1,390mm

室内長（リヤシート付車）※

1,300mm

室内長（リヤシート無車）※

1,410mm

乗車姿勢角

4°

※ 前席に身長168cmの成人が自然な姿勢で着座した時の値。
＊各数値はスズキ測定値です。車いすのサイズや形状によっては乗車できない場合があります。

＊肩ベルトが首、あご、顔に当たってしまう場合、肩ベルトは使用し
　ないでください。

専用シートベルトを正しく使用していただくために、車両に
付属の取扱説明書をよくお読みください。

Photo:G リヤシート無車

Photo:X
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リヤシート付車
●車いす乗車時：乗車定員3名

　　                                      　　　（フロント2名、車いす1名）

●リヤシート使用時：乗車定員4名
　　　　                                　　（フロント2名、リヤ2名）

Photo:X

寸法図

メーカー希望小売価格（消費税非課税）

＊各数値はスズキ測定値です。車いすのサイズや形状によっては乗車できない場合があります。充実装備

★リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP26のリサイクル料金表をご覧ください。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（消費税は非課
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。

フィズブルーパールメタリック
（ZJH）

パールホワイト
（Z7T）

シルキーシルバーメタリック
（Z2S）

ボディーカラー

消費税非課税リヤシート付車リヤシート無車

ワンアクションパワースライドドア（後席左側）（X）
両側スライドドア（G、X）/

両側スライドドアは、狭い場所でもドアを全開にでき、後席へのアク
セスがスムーズ。またワンアクションパワースライドドアなら、スイッチ
ひとつで自動解錠＆ドアオープン。車外からの介助もラクラクです。

ロールサンシェード（X）
リヤドアに、引き出して使えるロールサンシェードを内蔵。後席
に直射日光が当たるのを防いだり、プライバシーの保護にも
役立ちます。

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、電波により医療用
電気機器に影響を受けるおそれがあります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

専用シートベルトを正しく使用していただくために、
車両に付属の取扱説明書をよくお読みください。

車いす乗員用3点式シートベルト
車いすの方にも専用の3点式シートベルト
を装備して、安全性を高めています。

＊ランプの点灯・消灯は、ドアの開閉に連動しておりません。

ラゲッジルームランプ
暗い場所でも車いすの固定作業をし
やすいよう、車いす乗員空間の低い
位置に配置しました。

リヤシート付車
2WD
・
CVT 1,612,000円

リヤシート無車
2WD
・
CVT 1,577,000円

リヤシート付車
X

2WD
・
CVT 1,702,000円

●パールホワイト塗装車は20,000円高（消費税非課税）

手すり
手すりは、つかみやすい形状、高さと
するとともに、視認しやすいオレンジ色
を採用。走行中の安心感を高めます。

乗降グリップ
Bピラーにはつかみやすい位置にグ
リップを装備。リヤシート使用時の
乗り降りをサポートします。

X専用色

開口幅（最大）

1,130mm

床面幅

700mm

スロープ幅（内寸）

680mm

開口高

1,420mm

開口地上高

220mm

●ご使用の車いすが寸法条件をみたしているか、必ずご確認ください。●車いすのサイズや形状などによっては、乗車できない場合がありますので販売会社にご相談ください。●リヤシート付車は、リヤシートを折り
たたむと前席のスライド量が制限されます。●車いすの乗降（固定・解除）、および車いす乗員用シートベルトの操作は、必ず介助者が行なってください。●スロープの展開・収納時には、車両の後方および車内に障害
物がないか十分にご確認ください。●スロープの耐荷重は、200kg（車いす+車いす乗員+介助者）までです。●電動ウインチの昇降能力は、120kgです。

ご留意いただきたい点

リヤシート無車
●乗車定員3名

   （フロント2名、車いす1名）

■乗車可能な車いす寸法の目安

60mm
以上

1,380mm以下
（ただし1,180mm以上）

680mm以下

キャスター（前輪）内々寸
380mm以上

リヤシート付車1,250mm以下
リヤシート無車1,340mm以下

リヤシート付車860mm以下
リヤシート無車950mm以下

リヤシート付車840mm以下
リヤシート無車930mm以下

フロントオーバーヘッドコンソール（X）
天井にはボックスティッシュも入る
大きな収納を用意。サッとティッシュ
を取り出して、運転席からすばやく
サポートできます。
＊ボックスティッシュのサイズや形状によっては収納
　できない場合があります。

Photo:G リヤシート無車

リヤヒーターダクト
後席の足もとを暖めるリヤヒーター
ダクトを装備。寒い日でも快適です。

Photo:リヤシート付車

Photo:G

Photo:G リヤシート無車

開口高

1,230mm

開口幅

580mm

リヤステップ地上高

340mm

スロープ角度

12°

スロープ
突出長

880mm

G

Photo:G リヤシート無車
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スロープ耐荷重

200kg

スロープ耐荷重

200kg



リヤシートを使えば、大人4人で乗れる広々空間に。
お出かけの幅が広がります。

大人4人でもゆったり。

室内高1,370mmを確保したゆとりの車いす乗車
空間。前後にも余裕があり、ゆったりくつろげます。

車いすの方にも開放感を。
エブリイ 車いす移動車

エブリイワゴン 車いす移動車
エブリイ 車いす移動車

エブリイワゴン 車いす移動車 エブリイワゴン 車いす移動車

リモコン操作で介助する方の負担
を大幅に軽減する電動ウインチを
標準装備しています。

電動ウインチ標準装備。

乗車中も安心の手すりを
標準装備。車いすの方の
隣に座って介助できる補
助シート付車も設定して
います。

手すりと
補助シートで
さらなる安心感。

エブリイ 車いす移動車

Photo:エブリイワゴン 車いす移動車
　　　  ボディーカラーはスペリアホワイト（26U）

Photo:エブリイ 車いす移動車 補助シート付車
           ボディーカラーはシルキーシルバーメタリック（Z2S）

Photo:エブリイ 車いす移動車 補助シート付車

エブリイ 車いす移動車

エブリイワゴン 車いす移動車

Photo:エブリイ 車いす移動車 Photo:エブリイワゴン 車いす移動車
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開放感たっぷりの車いすスペース。
4WD車も設定し、さまざまなシーンに対応します。



補助シート付車を設定

車いすの方のすぐ横に、介助者用の補助シートを装備したタイプ。
介助者が常に隣に座っていられるので安心です。

ゆったりとした車いすスペース

ひろびろとした空間でゆったりと乗車できます。
また、乗車中でもつかみやすく、安心して体を支え
ることができる手すりを標準装備しています。

リヤスペース

車いす固定スイッチ

操作手順 車いすに乗ったままの乗り降りも、電動ウインチでスムーズに。

4人乗車時
（リヤシートを使用した場合）

リヤシート用ヘッドレストを採用。4人
でのドライブもゆったり楽しめます。

車いす乗車時
（リヤシートをたたんだ場合）

リヤシートをたたむだけで、車いす
乗車空間を確保することができます。

車いす乗車時
（リヤシートを取り外した場合）

リヤシートの取り外しもカンタン。足もと
のスペースがさらに広がります。

補助シートを折りたたんだ状態

＊走行中は介助者もシートベルトを正しく着用してください。

リヤシートアレンジ リヤシートを使えば、4人乗りとしてもご利用いただけます。

ゆとりと安心が広がる空間。

1

2

3

4 シートベルトを適切な位置で固定します。5

テールゲート

スロープのロック解除

ワイヤレスリモコン

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそれがあります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

エブリイ 車いす移動車

リモコン

＊各操作は必ず介助者が行なってください。また、ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をよくお読みください。

バックドアを開け、解除ノブを押し、
テールゲートを外側に倒します。
左右のロックを外し、左側のハンド
ルを持って、折りたたまれているス
ロープをゆっくり広げながら接地
させます。

リモコンで電動ウインチを操作
してウインチベルトを引き出し、
フックを車いす前輪のフレームに
かけます。

リモコンの「上」ボタンを押して乗車
させます。

後部固定ベルトのフックを車いす後輪のフ
レームにかけ、車いす固定スイッチ（後ワイ
ヤー）を押して固定します。

電動ウインチ昇降能力 110kg

エブリイワゴン 車いす移動車

エブリイ 車いす移動車

Photo:補助シート付車 Photo:補助シート付車

エブリイワゴン 車いす移動車

＊エブリイワゴン 車いす移動車は、リヤシートを
　たたんでください。

専用シートベルトを正しく使用していただくために、車両に付属の取扱説明書を
よくお読みください。

＊販売会社装着
　アクセサリー（別売り）
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メーカー希望小売価格（消費税非課税）メーカー希望小売価格（消費税非課税）

充実装備

★リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP26のリサイクル料金表をご覧ください。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金（消費税は非課税）・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。

2WD・3AT 1,715,000円

4WD・3AT 1,835,000円

スペリアホワイト
（26U）

シルキーシルバー
メタリック（Z2S）

ボディーカラー

消費税非課税

4WD車
を設定

スペリアホワイト
（26U）

シルキーシルバー
メタリック（Z2S）

ボディーカラー

消費税非課税

4WD車
を設定

リヤシート付車　●車いす乗車時：乗車定員3名（フロント2名、車いす1名）
　　　　　　　　　　 ●リヤシート使用時：乗車定員4名（フロント2名、リヤ2名）

補助シート無車　乗車定員3名 補助シート付車　乗車定員4名

2WD・3AT 1,510,000円

4WD・3AT 1,630,000円

2WD・3AT 1,550,000円

4WD・3AT 1,670,000円

エブリイワゴン 車いす移動車 リヤシートを使えば4人乗車でも広々。
電動ウインチで車いすの乗車もスムーズです。 エブリイ 車いす移動車 後席を車いす専用スペースとして設計。介助者用補助シート付車

もご用意して、病院や福祉施設での送迎にも最適です。

車いす乗員用シートベルト 車いす固定作業用ランプ リヤヒーター

乗降グリップ CDプレーヤー［AM/FMラジオ付］

充実装備

車いす乗員用シートベルト 補助シート用3点式シートベルト 補助シート用ヘッドレスト＆アシストグリップ

AM/FMラジオ［スピーカー内蔵］リヤヒーター車いす固定作業用ランプ

補助シート付車

●ご使用の車いすが寸法条件をみたしているか、必ずご確認ください。●車いすのサイズや形状などによっては、乗車できない場合がありますので販売会社にご相談ください。●専用シートベルトの長さが足りない場合は、車いす用 延長   　     シー トベルト（販売会社装着アクセサリー）をご使用ください。●エブリイワゴン 車いす移動車は、リヤシートを折りたたむと前席のスライド量が制限されます。●車いすの乗降（固定・解除）、および車いす乗員用シートベルトの操作は、
必ず介助者が行なってください。●スロープの展開・収納時には、車両の後方および車内に障害物がないか十分にご確認ください。●スロープの耐荷重は、250kg（車いす+車いす乗員+介助者）までです。●電動ウインチの昇降能力は、110kgです。

■乗車可能な車いす寸法の目安

100mm
以上

1,330mm以下

680mm以下1,240mm以下

キャスター（前輪）内々寸
410mm以上

ご留意いただきたい点

寸法図 ＊各数値はスズキ測定値です。車いすのサイズや形状によっては乗車できない場合があります。 寸法図 ＊各数値はスズキ測定値です。車いすのサイズや形状によっては乗車できない場合があります。

開口幅（最大）

1,320mm

開口高

1,340mm

床面幅

740mm

開口地上高

400mm

スロープ幅（内寸）

705mm スロープ角度

14°
スロープ突出長

1,345mm

室内高

1,370mm

室内長
（リヤシート折りたたみ時）

1,310mm

■乗車可能な車いす寸法の目安

100mm
以上

1,330mm以下

680mm以下

補助シート付車1,260mm以下
補助シート無車1,400mm以下

キャスター（前輪）内々寸
410mm以上

開口幅（最大）

1,320mm

開口高

1,340mm

床面幅

740mm

開口地上高

400mm

スロープ幅（内寸）

705mm
スロープ角度

14°
スロープ突出長

1,345mm

室内高

1,370mm

室内長

1,570mm

（フロント2名、車いす1名） （フロント2名、補助シート1名、車いす1名）

補助シート付車

15 16

スロープ耐荷重

200kg

スロープ耐荷重

250kg

スロープ耐荷重

200kg

スロープ耐荷重

250kg

●エブリイ 車いす移動車は、エブリイワゴンがベースとなりますが、基本仕様・装備は、エブリイPCとなります。ただし、エブリイワゴンJPターボと同様のフロントバンパー、フロントグリル、
フロントフードメッキガーニッシュが装着されます。



助手席にさらなる安心を。
助手席には胸部固定用ベルトを装
備して、安全性を高めています。

助手席の背もたれは、頭部
が接触しないように昇降に
連動してリクライニング。乗り
降りがスムーズで安心です。

乗り降りスムーズな
背もたれ。

助手席昇降シートの座面位置や背
もたれは電動で調整可能。運転席
側からも操作できるように、左右
両側にスイッチを装備しています。

電動シートスライド＆
リクライニング。

17 18

助手席の昇降はワイヤレスリモコンの
ボタンを押すだけ。カンタン操作で、
乗り降りがラクラクです。シート側
面の昇降スイッチでも操作できます。

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使
用の方は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそ
れがあります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ワイヤレス
リモコンを標準装備。

Photo:ボディーカラーはシルキーシルバーメタリック（Z2S）

ワゴンR
昇降シート車

上:リクライニングスイッチ
下:シート前後スライドスイッチ

助手席昇降シートが乗り降りしやすい位置まで昇降・回転・スライド。
車いすからスムーズに乗り移ることができます。
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助手席ドアを全開にして、ワイヤレ
スリモコンの「下」ボタンを押すと、
シートが回転し始め、車外へスライ
ドします。シートが 乗車位 置ま
で下がれば、準備完了です。シート
側面のシート昇降スイッチでも操
作できます。

操作手順

1

胸部固定用ベルト 専用アームレスト 専用フットレスト フロントピラー
アシストグリップ

充実装備

メーカー希望小売価格（消費税非課税）

スペリアホワイト
（26U）

シルキーシルバー
メタリック（Z2S）

ボディーカラー
2WD・CVT 1,417,000円

4WD・CVT 1,529,000円
消費税非課税

4WD車
を設定

★リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP26のリサイクル料金表をご覧ください。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（消費税は非課
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。

シートを操作する時は、ドアやドア開口上部に体や頭部が接触しないようご注意ください。また、シートに深く着座できない方、専用フットレストに足がのせられない方は、
足がボディーにあたり、座った状態でのシートの昇降が困難になりますのでご注意ください。

諸元表（昇降機構）

※3 最低シート着座面高はシート座面中央・最高部までの寸法です。 
※4 最大シート突出量はサイドシル最外側からシート先端までの寸法です（フットレストを除く）。

足元スペース

回転角度

95°
335mm

50 °

地面

※2 室内シートリクライニング最大傾斜角はシートバックを最も後ろに倒した角度です。 ※1

※2

前 後

昇降能力

電動（50°）

室内シートリクライニング
（最大傾斜角）※2

電動
（前70mm 後70mm）

室内シートスライド
（スライド量 ）※1

100kg 電動 電動

回転昇降

作動方式
回転

下降時間
上昇

回転時間

23～31秒 23～31秒

シートに座り、必要に応じて胸部固定用ベルト
を装着します。専用フットレストを開き、両足
を乗せます。2

ワイヤレスリモコン、またはシート側面のシート
昇降スイッチの「上」ボタンを押します。ドア
開口上部に頭部が接触しないよう、昇降に
連動して背もたれがリクライニングしながら
車内へスライドします。

3

完了ブザーが鳴って自動的に止まったら、
乗車完了です。4

専用ラゲッジフックに取り付けたラッシング
ベルトを助手席側リヤシートのヘッドレスト
ポールにセットし、長さを調整して車いすを固定
します。

5

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電
気機器をご使用の方は、電波により医療用電
気機器に影響を受けるおそれがあります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。

●ご使用の車いすが寸法条件をみたしているか、必ずご確認くださ
い。●車いすのサイズや形状などによっては、搭載できない場合があ
りますので販売会社にご相談ください。

■搭載可能な車いす寸法の目安

ご留意いただきたい点

寸法図 ＊各数値はスズキ測定値です。車いすのサイズや形状によっては搭載できない場合があります。

1,050mm以下

650mm
以下

350mm
以下

（折りたたみ時寸法）

＊バンパーカバーの下部が排気管に近づかないようにご注意ください。

＊各操作は必ず介助者が行なってください。また、ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をよくお読みください。

ワイヤレスリモコン シート昇降スイッチ

電動の昇降シートで、車いすからの乗り移りがラクラク。

座面～
ドア開口部
（頭部通過時）

780mm

最低シート
着座面高※3

440mm

昇降ストローク

215mm

最大シート突出量※4

795mm
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車いすのまま乗車できる　車いす移動車

エブリイワゴン 車いす移動車
2WD 3AT 4WD 3AT

スペーシア 車いす移動車
2WD CVT

● エネチャージ　● エコクール　● エコドライブアシスト照明　● 全面UVカット機能付ガラス　● スモークガラス（リヤドア、リヤクォーター、バックドア）

●ロールサンシェード　●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）　●リモート格納ミラー　●チルトステアリング
●ドアトリムクロス　●運転席シートリフター　●フロントアームレストボックス　●フロントオーバーヘッドコンソール

4人乗り可※1 ワイヤレス
リモコン

フィズブルーパール
メタリック（ZJH）

パールホワイト
（Z7T）

シルキーシルバー
メタリック（Z2S）

ボディーカラー

メーカー希望小売価格（消費税非課税）

● ヒーテッドドアミラー（4WD車）　● 全面UVカット機能付ガラス　● スモークガラス（リヤドア、クォーター、バックドア）

スペリアホワイト
（26U）

シルキーシルバーメタリック
（Z2S）

ボディーカラー

4人乗り可※2 車いすに乗ったまま 電動ウインチ

1,702,000円
X リヤシート付車

1,612,000円
G リヤシート付車

2WD
・
CVT 1,577,000円

G リヤシート無車

メーカー希望小売価格（消費税非課税）

2WD
・
3AT 1,715,000円

リヤシート付車

1,835,000円4WD
・
3AT

フロアマット・ジュータン
99000-99004-F31
ベージュ フロント+リヤセット

車いす用ヘッドレスト
99000-990C1-HR1
汎用品 ブルー

車いす乗車スペース用フロアマット
75157-84K70

14,310円【消費税抜き13,250円
（本体価格12,600円+参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格

8,046円【消費税抜き7,450円
（本体価格6,800円+参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格

59,130円
【消費税抜き54,750円
（本体価格51,500円+
参考取付費3,250円）】

メーカー希望小売価格

車いす乗員用延長シートベルト
98017-57JQ0

● 販売会社装着アクセサリーの記載価格は、メーカー希望小売価格で参考価格です。記載のメーカー希望小売価格は消費税率8％に基づいています。　● 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。　● 仕様及び本体価格・参考取付費は2014年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

ワイヤレスリモコン
98022-71KA0
ユニットセット

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気
機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器
に影響を受けるおそれがあります。詳しくは販売
会社にお問い合わせください。

車いす乗車スペース用フロアマット
リヤシート付車用
99000-990ET-001

販売会社装着アクセサリー（別売り） 販売会社装着アクセサリー（別売り）

●パールホワイト塗装車は20,000円高（消費税非課税）

X専用色

車いすに乗ったまま フリーモード付
電動ウインチ

フルオートエアコン アイドリングストップシステム

※2 車いす乗車時の乗車定員は3名。リヤ
シートを取り外し［折りたたみ］、車いす
を搭載しない場合の乗車定員は2名と
なります。

※1 リヤシート付車のみ。車いす乗
車時の乗車定員は3名。リヤシー
トを折りたたみ、車いすを搭載
しない場合の乗車定員は2名と
なります。

［EBD・ブレーキアシスト付］

フロアマット・ジュータン
グレージュ フロント+リヤセット
リヤシート付車用
75901-81M60-PNS

リヤシート無車用
75901-81M50-PNS

リヤシート無車用
99000-990ET-002

★リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP26のリサイクル料金表をご覧ください。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ（スペーシア 車いす移動車には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）・ジャ　ッキ付で、保険料・税金（消費税は非課税）・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。

Xのみに装備

車いす用ヘッドレスト
99000-990C1-HR1
汎用品 ブルー

モーターチェア用アタッチメント
99000-990ET-003
ラッシングベルト固定用フック

X フィズブルーパールメタリック（ZJH） スペリアホワイト（26U）

各14,202円【消費税抜き13,150円
（本体価格12,500円+参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格 各16,362円【消費税抜き15,150円
（本体価格14,500円+参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格

26,460円【消費税抜き24,500円
（本体価格18,000円+参考取付費6,500円）】

メーカー希望小売価格

10,422円【消費税抜き9,650円
（本体価格9,000円+参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格

19,440円（消費税抜き18,000円）
メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格

19,440円（消費税抜き18,000円）
＊セニアカーは固定できません。

2WD
・
CVT

2WD
・
CVT

取得税・重量税

免税
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車いすのまま乗車できる　車いす移動車 シートが昇降・回転・スライドする　昇降シート車

ワゴンR 昇降シート車
2WD CVT 4WD CVT

エブリイ 車いす移動車
2WD 3AT 4WD 3AT

● エネチャージ　● エコクール　● エコドライブアシスト照明　● ヒーテッドドアミラー（4WD車）　● 全面UVカット機能付ガラス　● スモークガラス（リヤドア、バックドア）

4人乗り可 ワイヤレス
リモコン

胸部固定用ベルト
（助手席）

専用アームレスト
（助手席）

専用フットレスト
（助手席）

スペリアホワイト
（26U）

シルキーシルバーメタリック
（Z2S）

ボディーカラー

メーカー希望小売価格（消費税非課税）

2WD
・
CVT 1,417,000円 1,529,000円4WD

・
CVT

● 全面UVカット機能付ガラス　● スモークガラス（リヤドア、クォーター、バックドア）

メーカー希望小売価格（消費税非課税）

2WD
・
3AT 1,510,000円

補助シート無車

1,630,000円4WD
・
3AT

2WD
・
3AT 1,550,000円

補助シート付車

1,670,000円4WD
・
3AT

フロアマット・ジュータン（ノーブル）
75901-72M00-T6Z
ブラック フロント+リヤセット

フロアマット・ジュータン
99000-99004-F30
ベージュ フロントのみ

車いす用ヘッドレスト
99000-990C1-HR1
汎用品 ブルー

車いす乗員用延長シートベルト
98017-57JQ0

ワイヤレスリモコン
98022-71KA0
ユニットセット

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電
気機器をご使用の方は、電波により医療用電
気機器に影響を受けるおそれがあります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。

セニアカー用 アタッチメント
75500-57JQ0　ラッシングベルト固定用フック

販売会社装着アクセサリー（別売り）

フルオートエアコン アイドリングストップシステム

4人乗り可※

※ 補助シート使用時。補助シートを折りたたみ、車いすを
搭載しない場合の乗車定員は2名となります。

［EBD・ブレーキアシスト付］

★リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP26のリサイクル料金表をご覧ください。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ（ワゴンR 昇降シート車には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）・ジャッキ　付で、保険料・税金（消費税は非課税）・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。

補助シート付車　シルキーシルバーメタリック（Z2S）
シルキーシルバーメタリック（Z2S）

9,126円【消費税抜き8,450円
（本体価格7,800円+参考取付費650円）】

26,028円【消費税抜き24,100円
（本体価格17,600円+参考取付費6,500円）】
＊補助シート付車には、装着できません。

メーカー希望小売価格
メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格

19,440円
（消費税抜き18,000円）

8,046円【消費税抜き7,450円
（本体価格6,800円+参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格

14,202円【消費税抜き13,150円
（本体価格12,500円+参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格

59,130円
【消費税抜き54,750円
（本体価格51,500円+
参考取付費3,250円）】

メーカー希望小売価格

車いす乗車スペース用
フロアマット
補助シート付車用
75164-84K70
補助シート無車用
75163-57JQ0

各16,902円
【消費税抜き15,650円
（本体価格15,000円+
参考取付費650円）】

メーカー希望小売価格

バンパーカバー

販売会社装着アクセサリー（別売り）

● 販売会社装着アクセサリーの記載価格は、メーカー希望小売価格で参考価格です。記載のメーカー希望小売価格は消費税率8％に基づいています。　● 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。　● 仕様及び本体価格・参考取付費は2014年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

スペリアホワイト
（26U）

シルキーシルバーメタリック
（Z2S）

ボディーカラー

車いすに乗ったまま 電動ウインチ

取得税・重量税

免税



　　 は標準装備。
※１ 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。
※２ 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。

〇納期は機種・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。〇スズキ福祉車両＜ＷＩＴＨシリーズ＞は、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
〇スペアタイヤは応急用タイヤとなります（スペーシア 車いす移動車、ワゴンＲ 昇降シート車は、スペアタイヤの代わりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています）。〇本カタログ中の車いすは撮影のた
めに用意したもので、装備品ではありません。

主要装備
車いす移動車

（前席）

［EBD付］

［ベンチレーテッド］

（ピラー）

（フロント）

（助手席）
（フロント）

（リヤドア、クォーター、バックドア）
（フロント、フロントドア）

（補助シート付車）

［2点式］

（運転席、助手席）

155/70R13

（運転席）

[EBD・ブレーキアシスト付]

［ショルダーアジャスター付］

［LED］
［ベンチレーテッド（4WD車）］

[フルオート]

（4WD車）

（ピラー）

（助手席、リヤ両側）
（フロント、リヤ）

（リヤドア、バックドア）
（フロント、フロントドア）

（助手席）

155/65R14

［EBD付］

［ショルダーアジャスター付］

［ベンチレーテッド］

（ピラー）

（助手席、リヤ両側）
（フロント、リヤ）

（リヤドア、クォーター、バックドア）
（フロント、フロントドア）

［2点式］

（運転席、助手席）

155/70R13

[EBD・ブレーキアシスト付]

［ショルダーアジャスター付］

［LED］
［ベンチレーテッド］

[フルオート]

（ルーフ）

（助手席、リヤ両側）
（フロント、センター）

［ボックスティッシュホルダー付］

（リヤドア、リヤクォーター、バックドア）
（フロント、フロントクォーター、フロントドア）

［3点式］

145/80R13

[EBD・ブレーキアシスト付]

［ショルダーアジャスター付］

［LED］
［ベンチレーテッド］

[フルオート]

（ルーフ）

（助手席、リヤ両側）
（フロント、センター）

［ボックスティッシュホルダー付］

（リヤドア、リヤクォーター、バックドア）
（フロント、フロントクォーター、フロントドア）

［3点式］

145/80R13

[EBD・ブレーキアシスト付]

［ショルダーアジャスター付］

［LED］
［ベンチレーテッド］

[フルオート]

（ルーフ）

［リモート格納］

（助手席、リヤ両側）
（フロント、センター）

［ボックスティッシュホルダー付］

（リヤドア、リヤクォーター、バックドア）
（フロント、フロントクォーター、フロントドア）

［3点式］

145/80R13

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リマインダー
ブレーキペダル後退抑制機構
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]
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

パワーステアリング
パワードアロック[バックドア連動]
電波式キーレスエントリー[アンサーバック付]

インパネシフト
ウレタンステアリングホイール
アクセサリーソケット
燃料残量警告灯
シフトインジケーター
オドメーター/トリップメーター

サイド兼用サンバイザー
バックドアインサイドグリップ

ファブリックシート表皮
フロントシートヘッドレスト

インパネトレー（助手席）

セキュリティアラームシステム※２
ライト消し忘れ警告ブザー
フットパーキングブレーキ

スペーシア 車いす移動車
G X

リヤシート無 リヤシート付 リヤシート付

昇降シート車

ワゴンR
昇降シート車

エブリイワゴン
車いす移動車

エブリイ
車いす移動車

標準装備

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
頚部衝撃緩和フロントシート
ヒルホールドコントロール
４輪ＡＢＳ
運転席シートベルトラップアウタープリテンショナー
フロントＥＬＲ３点式シートベルト
チャイルドシート固定用テザーアンカー（リヤ左右２名分）
ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー（リヤ左右２名分）
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]
ハイマウントストップランプ
フロントディスクブレーキ
ヒーテッドドアミラー（４ＷＤ車）
半ドア警告灯
エアコン[カテキン・エアフィルター付]
エコクール
リヤヒーター
リヤヒーターダクト
オーディオレス仕様
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）
アンテナ
キーレスプッシュスタートシステム
ロールサンシェード
スライドドア（後席両側）
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）
スライドドアストッパー（後席両側）
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]
電動格納式リモコンドアミラー
運転席シートヒーター（４ＷＤ車）
チルトステアリング
エネチャージインジケーター
エコドライブアシスト照明
タコメーター
シルバーエアコンルーバーリング
外気温計（エアコンパネル内）
自発光メーター[常時照明式]
マルチインフォメーションディスプレイ
[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]
運転席バニティーミラー[チケットホルダー付]
乗降グリップ（リヤ両側）
アシストグリップ
残照式３ポジションルームランプ
残照式３ポジションラゲッジルームランプ
ラゲッジルームランプ
ドアトリムクロス
運転席シートリフター
左右独立リヤシートスライド＆リクライニング機構
ワンタッチダブルフォールディングリヤシート[分割可倒式]
タンブルフォールディングリヤシート[一体可倒式]
助手席前倒し機構
フロントアームレストボックス
グローブボックス
フロントオーバーヘッドコンソール
全面ＵＶカット機能付ガラス
スモークガラス
熱線吸収グリーンガラス
カラードドアミラー
カラードドアハンドル
メッキドアハンドル
エネチャージ
アイドリングストップシステム
イモビライザー（国土交通省認可品）
フロントスタビライザー
電動ウインチ兼固定ベルト
ウインチモード切り替えスイッチ
介助者用補助シート
車いす乗員用手すり
車いす乗員用シートベルト
車いす固定作業用ランプ
胸部固定用ベルト（助手席）
バンパーカバー
ラゲッジフック（折りたたみ式車いす固定用）
ラッシングベルト（折りたたみ式車いす固定用）
フロントピラーアシストグリップ
専用アームレスト（助手席）
専用フットレスト（助手席）
タイヤパンク応急修理セット※１
フルホイールキャップ
ラジアルタイヤ

機種名

安全装備

快適装備

インテリア

シート

収納スペース

エクステリア

その他

その他の全車標準装備

インストルメント
パネル

3,395
1,475

0.658

EPI（電子制御燃料噴射装置）

無鉛レギュラーガソリン

ラック＆ピニオン式
ベンチレーテッドディスク
リーディング・トレーリング

真空倍力式
ABS[EBD付]

機械式後2輪制動
マクファーソンストラット式コイルスプリング

スズキ・DBA-MK32S改
２ＷＤ
CVT
ZBQE-R

1,735 ※5
2,425
1,295
1,290

890

4.2
R06A型 水冷4サイクル直列3気筒
DOHC 12バルブ吸排気VVT

64.0×68.2

11.0

38＜52PS＞/6,000
63＜6.4kg・m＞/4,000

27

3.771
4.572

トーションビーム式コイルスプリング
145/80R13 75S

ZBKE-R

900

ZBQE

150
860
3 ※7

スズキ・ABA-DA64W改

4 ※8

３速オートマチック

1,860
2,400
1,290
1,280
155

4.5
K6A型 水冷4サイクル直列3気筒

DOHC 12バルブ
68.0×60.4

10.5

36＜49PS＞/5,800
62＜6.3kg・m＞/4,000

40

2.222
5.857

155/70R13 75S

２ＷＤ

EHKC-MR6

1,010 ※6

パートタイム４ＷＤ

EHKS-MR6

1,050 ※6

スズキ・DBA-MH34S

CVT

1,640
2,425
1,295
1,290
150

4
4.4

R06A型 水冷4サイクル直列3気筒
DOHC 12バルブ吸排気VVT
64.0×68.2

11.0

38＜52PS＞/6,000
63＜6.4kg・m＞/4,000

27

3.771
4.572

155/65R14 75S

スズキ・ABA-DA64W改

3【4】 ※7

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

全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
ホイールベース(mm)

 
最低地上高(mm)
車両重量（kg）
乗車定員（名）
最小回転半径（ｍ）
型式・種類
弁機構
内径×行程（mm）
総排気量（L）
圧縮比
燃料供給装置
最高出力（kW/rpm）ネット
最大トルク（N・m/rpm）ネット
燃料タンク容量（L）
使用燃料

最終減速比 
歯車形式

制動倍力装置
制動力制御装置
駐車ブレーキ形式

タイヤ

前
後 

後退

前
後 

前
後 

トレッド(mm)

主ブレーキ形式

懸架方式

変速比
前進

ボディー
機種名

車名・型式
駆動方式
トランスミッション
機種記号
寸法･重量
 
 
 
 
 
 
 
 
性能
エンジン
 
 
 
 
 
 
 
 

動力伝達装置

ステアリング
ブレーキ
 
 
 
 
懸架装置

主要諸元

スペーシア 車いす移動車
5ドア

G X
リヤシート無 ※3 リヤシート付 ※4

145

4 ※8

リヤシート無 ※3リヤシート付 ※4

ワゴンR
昇降シート車 ※4

エブリイワゴン
車いす移動車

エブリイ
車いす移動車

２ＷＤ

EHQC-ME6【MH6】

990【1,000】

パートタイム４ＷＤ

EHQS-ME6【MH6】

1,030【1,040】

２ＷＤ

WFLE-AZ2

850

ディスク

フルタイム４ＷＤ

WFLQ-AZ2

900

ベンチレーテッドディスク

【 】は補助シート付車。 
※3 初回車検は２年となります。 
※4 初回車検は３年となります。 
※5 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。 
※6 リヤシート装着時。 
※7 車いす搭載時。 
※8 リヤシート使用時（車いす搭載時の乗車定員は３名となります）。 
　
○上記車両は特装車（架装事業者によって改造された車）のため持ち込み検査となります。各諸元値は、メーカー設計値であり参考値です。届出の際は、車両の実測値が適用されます。○緑字の機種は「環境対応車普
及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます（自動車取得税は平成27年3月31日新車届出まで。自動車重量税は平成27年4月30日新車届出まで）。○緑字の機種
は届出時の実測値（寸法・重量）により減税対象であることが決定します。○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」と「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。（2014年4月現在）■パートタイム４ＷＤ車の場合、舗装路は２ＷＤで走行してください。■スペーシア 車いす移動車、エブリイワゴン 車いす移動車、エブリイ 車いす移動
車、およびワゴンR 昇降シート車の助手席昇降シートにはお子さま用シートを取り付けることができません。■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

架装事業者：株式会社マツダＥ＆Ｔ（車いす移動車）　広島県広島市南区仁保2-1-26　　TEL：082-283-3471
 株式会社ベルアート（昇降シート車）　　静岡県浜松市西区篠原町21340　TEL：053-447-8600

エコカー減税対象一覧

エコカー減税について  「減税」とは、新車ご購入時における「環境対応車普及促進税制」による減税措置です。自動車取得税の減税は、平成27年3月31日新車届出まで。自動車重量税の減税は、平成27年4月30日新車届出まで。
グレードやメーカーオプション、販売会社装着アクセサリー（別売）等の装着により減税額が異なる場合や対象外と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。

（2014年4月現在）

減税額・減税率
トランスミッション駆動方式機種名

スペーシア 
車いす移動車

ワゴンR 昇降シート車

自動車取得税グレード

G　リヤシート無

G　リヤシート付

X

自動車重量税 合計

CVT

2WD

2WD

2WD

2WD

4WD

28,300円

29,000円

30,600円

25,500円

27,500円

5,000円

7,500円

7,500円

7,500円

7,500円

33,300円

36,500円

38,100円

33,000円

35,000円

リサイクル料金は2014年4月時点の金額です。

シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金

リサイクル預託金

フロン類料金 情報管理料金
資金管理料金 合計

〈リサイクル料金表〉 ○自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要です。〈リサイクル料金表〉 ○自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要です。

スペーシア 車いす移動車

エブリイワゴン 車いす移動車

エブリイ 車いす移動車

ワゴンR 昇降シート車

5,430円

5,400円

5,400円

4,590円

2,260円

2,280円

2,280円

2,260円

1,950円

2,100円

2,100円

1,950円

130円

130円

130円

130円

380円

380円

380円

380円

10,150円

10,290円

10,290円

9,310円

4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550） 1速：2.727　　2速：1.536　　3速：1.000 4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、
HIGH：2.200～0.550）

25 26

免 税 免 税



スズキ福祉車両〈WITHシリーズ〉に関する税制度、 貸付・助成制度、車検について

税制度 福祉車両は購入・使用にあたって、税制上便宜がはかられます。消費税、自動車税（軽自動車税）、自動車取得税の３つに適用され、
それぞれ減免となる条件が異なります。また、一定の範囲内の改造であれば、ベース車両同様、エコカー減税の対象車となります。

車検

貸付・助成制度 お体の不自由な方の自動車の購入や免許の取得などに対し、さまざまな貸付・助成制度が用意されています。
各自治体によって条件が異なったり、実施していない場合がありますので、最寄りの各お問い合わせ先にご確認ください。

■消費税
車いす等を車両に乗せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な
装置を装備した車両は、その車両にかかる消費税が非課税になります。詳しくは
お住まいの地区の税務署または最寄りの福祉事務所へお問い合わせください。

■自動車税（軽自動車税）、自動車取得税
福祉車両に限らず、お体の不自由な方が自ら使用する自動車、お体の不自由な方と生計を一にする方が使用する自動車、お体の不自由な方を
常時介護する方が使用する自動車は、自動車税（軽自動車税）および自動車取得税が減免されます。詳しくはお住まいの地区の各都道府県
税事務所または最寄りの福祉事務所（軽自動車の場合は各市区町村の税務担当課）へお問い合わせください。

■エコカー減税（自動車取得税、自動車重量税）
「環境対応車普及促進税制」の対象車をベースとする福祉車両は、ベース車に対し一定の範囲内の改造であれば、エコカー減税の対象となり、
自動車取得税、自動車重量税ともに減税措置が受けられます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

車両本体価格

販売会社装着アクセサリー等 

その他届出手数料等

非課税

非課税

課税
＊リース契約の場合は、月々のリース料が非課税となります。

＊自動車税（軽自動車税）、自動車取得税は、現金または割賦販売の場合に減免され、リース契約の場合は減免されません。ただし、各自治体によっては判断が異なる場合があります。

スズキ福祉車両〈WITHシリーズ〉は車種によって車検年数とナンバーが異なります。スペーシア 車いす移動車のリヤシート無車、エブリイ 
車いす移動車は「８ナンバー」の改造車となるため２年車検。スペーシア 車いす移動車のリヤシート付車、エブリイワゴン 車いす移動車、ワゴンR 
昇降シート車は「5ナンバー」で初回のみ３年、それ以降は２年車検となります。

掲載の税制度、貸付・助成制度は、各自治体によって条件や判断等が異なる場合がありますので、必ず最寄りのお問い合わせ先にご確認ください。!

貸付制度

助成措置

その他の制度

自動車購入資金の貸付

自動車改造資金の助成

自動車燃料費（ガソリン）の助成

駐車禁止規制の除外

有料道路の通行料金割引

カーフェリー料金の割引

＜自動車運転免許の取得に関して＞

技能習得費用の貸付

＜自動車運転免許の取得に関して＞

就労等に要する費用の助成

お住まいの地区の所轄の警察署

お住まいの地区の福祉事務所

各フェリー会社（一部除外あり）

お住まいの地区の福祉事務所または社会福祉協議会

お住まいの地区の役所または役場の福祉担当課

お住まいの地区の福祉事務所、役所または役場の福祉担当課

スズキモーターチェア、スズキセニアカーはスズキの販売会社
でお求めいただけます。詳しくは、お近くのスズキ販売会社
にお問い合わせください。また、スズキモーターチェア、スズキ
セニアカーは、介護保険法レンタル適用商品です。

車いす移動車は、スズキのモーターチェアやセニアカーも搭載可能※です。

スズキセニアカー ET4Dスズキモーターチェア MC3000S

※セニアカーは、エブリイ 車いす移動車（補助シート無車）のみ搭載可能です（セニアカーへ座ったままでのご乗車はできません）。また、セニアカーを固定する際およびモーターチェア
をスペーシア 車いす移動車に固定する際は、それぞれ別売りの専用アタッチメントが必要です。詳しくはP21、P23の販売会社装着アクセサリーをご覧ください。

お問い合わせ先一覧

（2014.4）99999ー21000ー250
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