
トヨタ 86 主要装備一覧表  標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  販売店装着オプション

GT G“Limited”
6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT

予防安全
VSC（ビークル・スタビリティ・コントロール）
EBD（電子制動力配分制御）付ABS

ヒルスタートアシストコントロール ＊8

緊急ブレーキシグナル
衝突安全
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（前後席）
むち打ち傷害軽減フロントシート（WILコンセプトシート）
全車標準装備　●間欠フロントワイパー（時間調整式）　●拡散式ウォッシャーノズル　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●運転席・助手席
シートベルト非着用警告灯（点滅式）＋リマインダー（警告音）　●前席ELR付3点式シートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　
●後席ELR付3点式シートベルト　●フロントヘッドレスト（上下調整式）　●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（後席）
■操作性
運転操作

3本スポーク
ステアリングホイール

本革巻き 20,520円
（消費税抜き19,000円）＊9

ウレタン
ステアリングスイッチ
（オーディオ＊10・マルチインフォメーション操作）

パドルシフト

シフトレバーノブ＆
パーキングブレーキレバー

本革巻き ＊9

ウレタン
クラッチスタートシステム
クルーズコントロール
TRACKスイッチ
走行制御モードスイッチ（スポーツモード・スノーモード）

スポーツアルミペダル
（アクセル・ブレーキ・クラッチ［MT車］・フットレスト）

9,720円
（消費税抜き

9,000円）

12,960円
（消費税抜き

12,000円）
その他操作
スマートエントリー＆スタートシステム
（運転席・助手席・トランク／アンサーバック
機能付／スマートキー2個）

＊11

ワイヤレスドアロックリモートコントロール（運転席・助手席・
トランク／アンサーバック機能付／ワイヤレスキー2本）
パワーウインドゥ（運転席・助手席ワンタッチ式／ 
インデックスシステム、挟み込み防止機能付）
計器盤

コンビネーションメーター

シフトポジションインジケーター・
メーター照度コントロール ＊12 ＊12 ＊12

マルチインフォメーション
ディスプレイ 4.2インチTFTカラー

タコメーター 白文字盤 黒文字盤
デジタルスピードメーター
REVインジケーター
シフトアップ
インジケーター ＊12

全車標準装備　●チルト＆テレスコピックステアリング　●電動パワーステアリング　●パワードアロック（ドアキー連動）　●電気式ラゲージ
オープナー　●フューエルリッドオープナー　●デジタルクロック　●ブレーキウォーニング　●半ドアウォーニング　●ランプ消し忘れウォー
ニング　●フューエル残量ウォーニング　●キー置き忘れ防止ウォーニング［GT“Limited”/GT］／キー抜き忘れ防止ウォーニング［G］

GT G“Limited”
6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT

■外装・メカニズム
タイヤ＆ホイール
215/45R17 87W タイヤ＋17×7J アルミホイール
（センターオーナメント付）
205/55R16 91V タイヤ＋16×6 ½J アルミホイール
（センターオーナメント付）

205/55R16 91V タイヤ＋16×6 ½JJ 
スチールホイール（センターキャップ付）

－47,520円
（消費税抜き
－44,000円）
＊1＊2

タイヤパンク応急修理キット ＊3

スペアタイヤ（応急用タイヤ） ＊3 10,800円（消費税抜き10,000円）
10,800円

（消費税抜き
10,000円）＊1

足まわり
マクファーソンストラット式フロントサスペンション
マクファーソンストラット式フロントサスペンション（SACHSアブソーバー） 54,000円（消費税抜き50,000円）＊4
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション（SACHSアブソーバー） ＊4
フロントパフォーマンスロッド
トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ ＊2
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ ＊2
15インチリヤディスクブレーキ
スポーツブレーキパッド（ハイμパッド） ＊5
エクステリア
リヤスポイラー
フードサイレンサー
デュアルエキゾーストテールパイプ
マフラーカッター
アウトサイドドアハンドル（カラード）
空力
フロアアンダーカバー（フロア下・タンク下）
エンジンアンダーカバー＆プロテクター
エンジンルーム
インテークマニホールドカバー
全車標準装備　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●バンパーグリル（Tメッシュパターン）　●エアスパッツ　●クォーターストーンプロテクター　
●トランスミッションプロテクター　●ラゲージガーニッシュ
■安全装備
視界
Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋
LEDクリアランスランプ＋LEDターンランプ
LEDフロントフォグランプ
LEDリヤコンビネーションランプ
リヤフォグランプ ＊6
LEDハイマウントストップランプ（室内装着）
電動格納式リモコンカラードドアミラー ＊7
防眩インナーミラー フレームレス
コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ） トップシェード付
UVカットフロントドアグリーンガラス
UVカット機能付ガラス（リヤクォーター・バックガラス） プライバシー グリーン



 標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  販売店装着オプション

GT G
“Limited”

6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT

■内装・快適性
シート

シート表皮

本革×アルカンターラ®
（シートヒーター［運転席・
助手席］・ダブルステッチ付）　
＊13

パーフォレーション付

ファブリック（上級タイプ）
（ダブルステッチ付）
ファブリック（標準タイプ）

フロントシート

スライド＆リクライニング 運転席前倒しストラップ付
運転席シート上下
アジャスター
助手席ウォークイン機構

一体可倒式リヤシート
インテリア
インストルメントパネル
（ソフトパッド表皮・センターポイントマーク付）

インストルメントパネルオーナメント グランリュクス®巻き・
刺繍入り カーボン調加飾 ブラック

メーターバイザー表皮巻き（ステッチ付） グランリュクス® 樹脂製
ドアトリムオーナメント（ショルダーパッド部／ステッチ付） グランリュクス®

ドアグリップ 高輝度シルバー塗装
ドアアームレスト ステッチ付
ドアスイッチベース Tメッシュカーボン柄加飾 Tメッシュパターン柄
ラゲージドアトリム
ラゲージデッキトリム
メッキインサイドドアハンドル
ドアスカッフプレート ステンレス製 樹脂製
フロアマット（運転席ヒールパッド付）
フロアサイレンサー ＊2

収納・快適装備
フロントコンソールトレイ
フロントカップホルダー（脱着式／2個）
サンバイザー（運転席・助手席／Tメッシュパターン柄） 照明＆バニティミラー付 バニティミラー付
ニーパッド
（ドアトリム・センタークラスターサイド／ステッチ付）
アシストパッド
アクセサリーソケット（2個） ＊14

照明

イルミネーテッドエントリーシステム ルームランプ イグニッションキー照明＋
ルームランプ

ドアカーテシランプ リフレクター
ラゲージルームランプ
空調
左右独立温度コントロールフルオートエアコン＆
ピアノタッチスイッチ＋ダイヤル式ヒーターコントロール
パネル（Tメッシュカーボン柄加飾）
マニュアルエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロール
パネル（Tメッシュパターン柄）
クリーンエアフィルター（微細塵タイプ）
全車標準装備　●ドアポケット　●グローブボックス　●インパネ小物入れ　●ルームランプ（フロントパーソナルランプ）

GT G“Limited”
6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT

■その他
オーディオ
オーディオレス（カバーレス） 8スピーカー＋2chパワーアンプ 2スピーカー
オーディオレスカバー
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊15
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
セキュリティ他
盗難防止システム
［国土交通省認可品］

イモビライザーシステム
オートアラーム

寒冷地仕様 ＊16 6,480円（消費税抜き6,000円）
タイヤ交換用工具

＊1. 205/55R16 91V タイヤ＋16×6 ½JJ スチールホイールとスペアタイヤは同時装着できません。
＊2. 205/55R16 91V タイヤ＋16×6 ½JJ スチールホイールを装着した場合、フロントベンチレーテッドディスクブレーキは16インチとなり、リヤディスクブレーキ

はベンチレーテッドとなります。205/55R16 91V タイヤ＋16×6 ½JJ スチールホイール＜－52,920円（消費税抜き－49,000円）＞は単独で選択することもで
きます。また、205/55R16 91V タイヤ＋16×6 ½JJ スチールホイールを装着した場合、フロアサイレンサーは非装着となります。

＊3. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。
＊4. マクファーソンストラット式フロントサスペンション（SACHSアブソーバー）、ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション（SACHSアブソーバー）はセットで

メーカーオプション。
＊5. スポーツブレーキパッドは、ハイμ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじ

めご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
＊6. リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプ機能はありません。
＊7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
＊8. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧いただくか販売店におたずねください。
＊9. 本革巻き3本スポークステアリングホイール、本革巻きシフトレバーノブ＆パーキングブレーキレバーはセットでメーカーオプション。
＊10. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。
＊11. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から

約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談
ください。

＊12. シフトポジションインジケーター、シフトアップインジケーターは初期設定では非表示設定になっております。GT“Limited”とGTはマルチインフォメーション
操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。

＊13. シートサイドと背面の一部に人工皮革を使用しています。
＊14. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
＊15. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただく

か販売店におたずねください。
＊16. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には

寒冷地仕様が標準装備となります。
■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■“リミテッド”はグレード名称ではありません。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）̓16年7月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店に
　おたずねください。
■トルセン®LSDの“トルセン®”は（株）JTEKTの登録商標です。
■“アルカンターラ®”はアルカンターラ社の登録商標です。
■“ ”（グランリュクス）はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。


