
トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

エスティマハイブリッド エスティマ
E-Four 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアッ

プシート装着車”
“サイドリフトアッ
プシート装着車”

“サイドリフトアッ
プシート装着車”

“サイドリフトアッ
プシート装着車”  

7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り
　外装
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225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装 ＊1 ＊1
全車標準装備

●タイヤパンク応急修理キット　

●16インチディスクブレーキ（フロントベンチレーテッド）　

●足踏み式パーキングブレーキ

●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊4

●スタビライザー（フロント）

●エアロスタビライジングフィン（リヤ）

●カラードサイドクラッディングパネル＆メッキサイドモール

●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー

●LEDリヤコンビネーションランプ

ブラック塗装  ＊1 ＊2 ＊1 ＊2

215/55R17 93Vスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装
2WD車　−27,000円（消費税抜き−25,000円）＊2

2WD車 2WD車 −27,000円
（消費税抜き−25,000円）＊2

2WD車
ブラック塗装 2WD車＊2 2WD車＊2

215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装
4WD車　−27,000円（消費税抜き−25,000円）＊2

4WD車 4WD車 −27,000円
（消費税抜き−25,000円）＊2

4WD車
ブラック塗装 ＊2 4WD車＊2 4WD車＊2

215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）＆
樹脂フルキャップ −98,280円（消費税抜き−91,000円）＊3 −66,000円

（消費税非課税）＊3
−98,280円

（消費税抜き−91,000円）＊3
−66,000円

（消費税非課税）＊3

スペアタイヤ（応急用）                                                                      ★A

フロントパフォーマンスダンパー 32,400円
（消費税抜き30,000円）

32,400円
（消費税抜き30,000円）

アクティブトルクコントロール4WD 4WD車
EVドライブモード

ウ
イ
ン
ド
ゥ

大型ムーンルーフ〈スーパーUVカットプライバシーガラス（フロント：チルトルーフガラス・
リヤ：固定ガラス）〉＆サンシェード（フロント：手動・リヤ：電動）

102,600円
（消費税抜き95,000円）

102,600円
（消費税抜き95,000円）

102,600円
（消費税抜き95,000円）

2WD車 95,000円
（消費税非課税）

102,600円
（消費税抜き95,000円）

2WD車 95,000円
（消費税非課税）

UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（トップシェード・高遮音性& IR〈赤外線〉カット機能付）
UVカット・撥水機能付グリーンガラス（フロントドア） スーパーUVカット・IR（赤外線）カット機能付 スーパーUVカット スーパーUVカット・IR（赤外線）カット機能付 スーパーUVカット
UVカットプライバシーガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア） スーパーUVカット スーパーUVカット

エ
ク
ス
テ
リ
ア

HVシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ）
バックドアガーニッシュ メッキ カラード メッキ カラード
アウトサイドドアハンドル メッキ メッキ カラード

　安全

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
全車標準装備

●拡散式ウォッシャーノズル　●防眩インナーミラー　●後席確認ミラー　

●コンライト（ライト自動点灯・消灯システム／ランプオートカットシステム）

●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー

●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー

●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー
  （レインクリアリングミラー /リバース連動機能付）＆補助確認装置＊6

●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）

●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト

●クルーズコントロール

●ヒルスタートアシストコントロール

●衝突安全ボディ“GOA”

●全席ELR付3点式シートベルト
  （フロントシートプリテンショナー＆フォースリミッター機構付）

●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席） 

●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー
  （セカンドシート左右席／トップテザーアンカー付）＊7

LEDアクセサリーランプ
リヤフォグランプ（運転席側1灯）                                                          ＊5

リヤアンダーミラー

予
防
安
全

Toyota Safety Sense C
・ プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
・ レーンディパーチャーアラート
・ オートマチックハイビーム

先行車発進告知機能

クリアランスソナー＆バックソナー 43,200円（消費税抜き40,000円） 40,000円
（消費税非課税）

43,200円
（消費税抜き40,000円）

40,000円
（消費税非課税） 43,200円（消費税抜き40,000円） 40,000円

（消費税非課税）
43,200円

（消費税抜き40,000円）
40,000円

（消費税非課税）
S-VSC（ステアリング協調車両安定性制御システム）
VDIM（EBD付ABS・VSC・TRC・EPS統合制御）
ECB（電子制御ブレーキシステム）
車両接近通報装置
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（フロントシート）＆SRSニーエアバッグ（運転席）＆
SRSカーテンシールドエアバッグ（フロントシート・セカンドシート・サードシート） 81,000円（消費税抜き75,000円） 75,000円

（消費税非課税）
81,000円

（消費税抜き75,000円）
75,000円

（消費税非課税） 81,000円（消費税抜き75,000円） 75,000円
（消費税非課税）

81,000円
（消費税抜き75,000円）

75,000円
（消費税非課税）

ヘッドレスト

フロントシート（アクティブヘッドレスト）

セカンドシート（上下調整式ヘッドレスト） 左右席 左右席・
中央席 左右席 左右席 左右席・

中央席 左右席

サードシート（上下調整式ヘッドレスト/左右席・中央席）
　操作性
ド
ア・キ
ー
＆
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

デュアル（両側）パワースライドドア（イージークローザー・挟み込み防止機能付）
全車標準装備

●オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）　●トリップメーター

●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）

●エコドライブインジケーター　●デジタル時計　●フューエル残量警告灯

●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）

●半ドア警告灯　●ランプ消し忘れブザー　●キー忘れ防止ブザー

●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　●電動パワーステアリング（EPS）

●チルト＆テレスコピックステアリング　●車速感応パワードアロック（運転席ドアキー連動）

●パワーウインドゥ（ワンタッチ式・挟み込み防止機能・キーオフ後作動機能付）

●フューエルリッドオープナー（インターロック付）

●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）

パワーバックドア（イージークローザー・挟み込み防止機能付） 59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）＆スタートシステム（ワイヤレス
ドアロックリモートコントロール/ハザードアンサーバック機能付・スマートキー 2本）    ＊9

＊8 ＊8

盗難防止システム［国土交通省認可品］
イモビライザー
イモビライザー＋
オートアラーム 5,400円（消費税抜き5,000円） 5,000円

（消費税非課税）
5,400円

（消費税抜き5,000円）
5,000円

（消費税非課税） 5,400円（消費税抜き5,000円） 5,000円
（消費税非課税）

5,400円
（消費税抜き5,000円）

5,000円
（消費税非課税）

操
作
系

3本スポークステアリングホイール 本革巻き＆木目調 本革巻き 本革巻き＆木目調 本革巻き
ステアリングスイッチ

（オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・レーンディパーチャーアラート）  ＊10

ゲート式シフトレバー＆ノブ 本革巻き＆木目調 本革巻き 本革巻き＆木目調 本革巻き
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック

空
調

左右独立温度コントロールフロントオートエアコン＆
静電タッチ式ヒーターコントロールパネル（外気温度表示機能付）

「ナノイー」（フロント・リヤ）、
湿度センサー付 「ナノイー」（フロント）、湿度センサー付 「ナノイー」（フロント・リヤ）付

リヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター） ★B ★B

リヤクーラー

■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

＊1.

＊2.

＊3.

＊4.

＊5.

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメントにはタイ
ヤチェーンを取り付けることができません。

2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、ブラック塗装アルミホイー
ルとなります。なお、モノトーンボディカラーを選択した場合、ミディアムグレー塗装アルミホイールとなり、ブラック
塗装アルミホイールは装着できません。

2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、215/60R16 95Hスチー
ルラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）＆樹脂フルキャップは装着できません。

寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、エアスパッツはフロントのみとなります。

寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合に装着できます。

＊6.

＊7.

＊8.

＊9.

＊10.

寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。

チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイル
ドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

パワーバックドアを選択した場合、スマートキーにバックドア開閉スイッチが付きます。また、スマートキーの意匠
が変更となります。

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。

オーディオスイッチは販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオを選択した場合に操作可能となります。

★A

★B

販売店装着オプションのスペアタイヤを選択できます。サードシートの床下格納スペースにスペアタイヤを収納す
る場合、サードシートの床下格納機能は使用できません。なお、販売店装着オプションのスペアタイヤと6：4分割・
電動床下格納機能付サードシートおよびラゲージパーテーションケース（販売店装着オプション)は同時装着でき
ません。

寒冷地仕様とリヤオートエアコンはセットでメーカーオプション。リヤオートエアコン＜AERAS PREMIUM、
AERAS：37,800円（消費税抜き35,000円）、“サイドリフトアップシート装着車”：35,000円（消費税非課税）＞
は単独選択可能です。また、リヤヒーターが3列目右側足元に装着されます。

■「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。
■“サイドリフトアップシート装着車”はグレード名称ではありません。　
■“サイドリフトアップシート装着車”のメーカーオプションの消費税は非課税となります。
■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークはパナソニック株式会社の商標です。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’17年4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。



トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

★A

★B

販売店装着オプションのスペアタイヤを選択できます。サードシートの床下格納スペースにスペアタイヤを収納す
る場合、サードシートの床下格納機能は使用できません。なお、販売店装着オプションのスペアタイヤと6：4分割・
電動床下格納機能付サードシートおよびラゲージパーテーションケース（販売店装着オプション）は同時装着でき
ません。

寒冷地仕様とリヤオートエアコンはセットでメーカーオプション。リヤオートエアコン＜AERAS PREMIUM、
AERAS：37,800円（消費税抜き35,000円）、“サイドリフトアップシート装着車”：35,000円（消費税非課税）＞
は単独選択可能です。また、リヤヒーターが3列目右側足元に装着されます。

■「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。
■“サイドリフトアップシート装着車”はグレード名称ではありません。　
■“サイドリフトアップシート装着車”のメーカーオプションの消費税は非課税となります。
■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’17年4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。

エスティマハイブリッド エスティマ
E-Four 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアッ

プシート装着車”
“サイドリフトアッ
プシート装着車”

“サイドリフトアッ
プシート装着車”

“サイドリフトアッ
プシート装着車”

7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り
　内装

イ
ン
テ
リ
ア

インストルメントパネル（ブラック／サテン調加飾オーナメント・アクセントステッチ付） ＊11 ＊11
全車標準装備

●メッキインサイドドアハンドル 

●インナーグリップ付バックドアトリム 

●ドアスカッフプレート

●買い物フック（運転席側シートバック） 

●シートバックポケット（助手席側）

●アシストグリップ（フロントシート2 、セカンドシート4 、サ ードシート2 ） 

●デッキフック（2） 

●ルームランプ一体フロントパーソナルランプ 

●LEDダウンライト 

●リヤパーソナルランプ（セカンドシート2 、サードシート2 ） 

●ラゲージルームランプ

センタークラスターパネル＆センターレジスター（ピアノブラック）
サイドレジスター（ピアノブラック） ＊11 ＊11

フロントドアトリム ソフトレザー（アクセントステッチ付） ソフトレザー ファブリック ソフトレザー（アクセントステッチ付） ソフトレザー ファブリック
スライドドアトリム・クォータートリム ソフトレザー ファブリック ソフトレザー ファブリック

ドアアームレスト
フロント（サテン調加飾モール付） 木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン 木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン
リヤ（ピアノブラック）

収
納

ロングスライドコンソールボックス（格納式カップホルダー付）
ハイブリッドコンソールボックス（カップホルダー・小物入れ付）
プッシュオープン式カップホルダー＆コインボックス
床下ラゲージボックス
運転席側収納（アッパーボックス＆アンダーボックス＊12）
助手席側収納（アッパーボックス＆グローブボックス）

ボトルホルダー 　フロントドア左右（＋ドアトリムポケット）、スライドドア左右、
　クォータートリム左右（＋ドアトリムポケット/右側）

快
適
装
備

サンバイザー（運転席チケットホルダー、運転席・助手席バニティミラー＆照明付）
アクセサリーソケット（DC12V・120W）                                                ＊13 1個 2個

アクセサリーコンセント
AC100V・1500W/2個 ＊14

AC100V・100W/1個 8,640円（消費税抜き8,000円）＊15 8,000円
（消費税非課税）＊15

8,640円
（消費税抜き8,000円）＊15

8,000円
（消費税非課税）＊15

脱着式デッキボード
6:4分割・電動床下格納機能付サードシート用
6:4分割・手動床下格納機能付サードシート用 ＊16 ＊16

照
明

LEDスポットランプ（フロントドア左右・スライドドア左右）［ボトルホルダー部］
ドアカーテシランプ（フロントドア左右） リフレクター リフレクター
イルミネーテッドエントリーシステム（スタートスイッチ＋フロントルームランプ）

　シート
シ
ー
ト
表
皮

ブランノーブ®（ヌバック調ファブリック）＋合成皮革
全車標準装備

●フットレスト（運転席）
合成皮革（昇温降温抑制機能付フロントシート） ＊11 ＊11

トリコット（ファブリック）＋合成皮革
トリコット（ファブリック）

フ
ロ
ン
ト
シ
ー
ト

マルチ
アジャスタブル
シート

運転席8ウェイシート
（前後シートスライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター） 電動 電動 電動

助手席4ウェイシート（前後シートスライド・リクライニング）
快適温熱シート（運転席・助手席）
アームレスト（角度調整式）

セ
カ
ン
ド
シ
ー
ト

リラックスキャプテンシート
（超ロングスライド・リクライニング・横スライド機構・シート一体型オットマン付） サイドテーブル付 右席（サイド

テーブル非装着）
サイド

テーブル付
右席（サイド

テーブル非装着） 右席 右席

アームレスト
各席左右4（角度調整式）
左右外側2＋センター1

6：4分割チップアップシート（ロングスライド・リクライニング）
サイドリフトアップシート（手動車いす用固定装置付［ラゲージスペースに設置］） 左席 左席 左席 左席

サ
ー
ド
シ
ー
ト

6：4分割・床下格納機能付シート ★A
電動 86,400円

（消費税抜き80,000円）＊16
86,400円

（消費税抜き80,000円）＊16

手動
　エンターテインメント
ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス
8スピーカー 6,480円（消費税抜き6,000円） 6,000円

（消費税非課税）
6,480円

（消費税抜き6,000円）
6,000円

（消費税非課税） 6,480円（消費税抜き6,000円） 6,000円
（消費税非課税）

6,480円
（消費税抜き6,000円）

6,000円
（消費税非課税） 全車標準装備

●ガラスアンテナ6スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ                                                                 ＊17

オーディオレスカバー                                                                      ＊18

　その他
寒冷地仕様（熱線式ウインドシールドデアイサー、
ヒーター付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー など）               ＊19 ★B

29,160円
（消費税抜き27,000円）

66,960円
（消費税抜き62,000円）

62,000円
（消費税非課税）

66,960円
（消費税抜き62,000円）

62,000円
（消費税非課税）

29,160円
（消費税抜き27,000円）

66,960円
（消費税抜き62,000円）

62,000円
（消費税非課税）

66,960円
（消費税抜き62,000円）

62,000円
（消費税非課税） 全車標準装備

●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、牽引フック）ETC車載器                                                                             ＊12 ＊20

■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

＊11.

＊12.

＊13.

＊14.

＊15.

設定色のホワイトシートを指定した場合、インストルメントパネルはホワイト、サイドレジスターはサテン調加飾とな
ります。また、シート表面には防汚処理加工を採用しています。

アンダーボックスには販売店装着オプションのETC車載器を設置できるスペースがあります。

合計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。

合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W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。

100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W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。

＊16.

＊17.

＊18.

＊19.

＊20.

6:4分割・電動床下格納機能付サードシートをメーカーオプション選択した場合、6:4分割・手動床下格納機能付
サードシート用脱着式デッキボードは非装着となります。

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います。詳しくは販売店におたずねください。

オーディオレスカバーは車種専用スペーサーとセットになります。

寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、ワイパー機能等の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷
地仕様が全車に標準装備となります。また、ガソリン車にはPTCヒーターが装着されます。

別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。

リサイクル預託金
資金管理料金 合 計

シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金
エスティマハイブリッド 9,860円 1,930円 1,650円 130円 290円 13,860円

エスティマ 9,440円 1,930円 1,650円 130円 290円 13,440円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受ける
　ことができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。　

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となります。
リサイクル料金表 ※リサイクル料金は’17年4月時点の金額。


