
トヨタ ハイエース主要装備一覧表〔コミューター・ワゴン〕 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 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

コミューター ワゴン

GL DX グランドキャビン GL DX

タイヤ＆
ホイール＆
足回り

195/80R15 107/105L LT（15×6J スチールホイール）
195/80R15 107/105L LT（15×6J アルミホイール） 64,800円（消費税抜き60,000円） 64,800円（消費税抜き60,000円）
フルホイールキャップ（スチールホイール用） ハイグレードタイプ

安全性 EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト
VSC&TRC
ヒルスタートアシストコントロール
緊急ブレーキシグナル
SRSエアバッグ+プリテンショナー&
フォースリミッター機構付シートベルト

運転席
助手席 16,200円（消費税抜き15,000円）＊1

3点式リヤシートベルト（全席）
チャイルドプロテクター（スライドドア）
汎用ISOFIXチャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー 3･4列目左側 2･3列目右側 3･4列目左側
LED式ハイマウントストップランプ
コーナーセンサー

外装 カラードバンパー（フロント･リヤ）

リヤサイドガラス
両側スライド式 ＊2 プライバシー UVカットグリーン プライバシー UVカットグリーン

両側固定式 プライバシー＊3 UVカットグリーン＊3 プライバシー
－12,960円（消費税抜き－12,000円）＊4 UVカットグリーン＊3

リヤクォーターガラス
運転席側スライド式･助手席側固定式 プライバシー UVカットグリーン UVカットグリーン
両側固定式 プライバシー＊3 UVカットグリーン＊3 プライバシー UVカットグリーン＊3

バックドアガラス プライバシー UVカットグリーン プライバシー UVカットグリーン
フロントグリル シルバー塗装 メッキ シルバー塗装
メッキアウトサイドドアハンドル（フロント・スライドドア） ＊5

メッキバックドアガーニッシュ ＊5

リヤメッキエンブレム（車名＋グレードロゴ）

視界 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能付]
LEDヘッドランプ（ロービーム）[オートレベリング機能付] 64,800円（消費税抜き60,000円） 64,800円（消費税抜き60,000円）
フロントフォグランプ

アウターミラー
電動格納式リモコンドアミラー
（助手席側ワイドビュー）

21,600円（消費税抜き20,000円） メッキ 21,600円
（消費税抜き20,000円）

ヒーター付 ＊6 27,000円（消費税抜き25,000円） メッキ5,400円（消費税抜き5,000円） 27,000円
（消費税抜き25,000円）

ドアミラー（運転席側）＆フェンダーミラー（助手席側）
バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー ＊7 36,720円（消費税抜き34,000円） 36,720円（消費税抜き34,000円）
ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー 時間調整式 時間調整式
リヤアンダーミラー ＊7

計器盤・
操作性

オプティトロンメーター（タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付）
アナログメーター（マルチインフォメーションディスプレイ付）
コンライト（ライト自動点灯･消灯システム）
排出ガス浄化スイッチ（触媒浄化用）［ディーゼル車のみ]
車速感応パワードアロック
（運転席・助手席ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付）
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー

スマートエントリー＆スタートシステム（スマートキー×2） ＊8 41,040円
（消費税抜き38,000円）＊5 35,640円（消費税抜き33,000円）

盗難防止システム
イモビライザーシステム［国土交通省認可品］
オートアラーム

イージークローザー（スライドドア・バックドア）

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） ＊2 79,920円
（消費税抜き74,000円）

79,920円
（消費税抜き74,000円）＊9 69,120円（消費税抜き64,000円） 79,920円

（消費税抜き74,000円）＊9
4本スポークステアリングホイール ベゼル付 ベゼル付

ステアリングスイッチ（オーディオ） ＊10 2,160円
（消費税抜き2,000円） 2,160円（消費税抜き2,000円）

バックドアインサイドハンドル

シート シート表皮 トリコット ジャージ トリコット ジャージ

フロントシート
フルリクライニング 運転席＊11 運転席･助手席 運転席＊11 運転席･助手席
シートスライド 運転席･助手席 運転席 運転席･助手席 運転席
ヘッドレスト 分割式 一体式 分割式 一体式

リヤシート

リクライニング（最大10°）
ヘッドレスト（分割式） 12個 8個
アームレスト 片側（1列目・2列目）
シートバックポケット・カップホル
ダー･アシストグリップ 8個 8個（アシスト

グリップのみ） 5個 4個 5個

最後列スペースアップシート

室内装備 インストルメントパネルアッパー部シルバーメタリック加飾
センターコンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）
助手席アッパーボックス ＊1 ＊1

運転席カードホルダー ＊12

スライドドアボトルホルダー ＊9 ＊9

リヤクォーターコンソール（カップホルダー・テーブル付）

ルームランプ
フロント マップランプ付 マップランプ付
リヤ 大型（2個） 2個 大型（2個） 大型（1個） 1個

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

ドアトリム

フロントドア 成形 成形＋表皮巻き 成形
スライドドア 成形フルトリム ボード＊13 成形フルトリム ボード＊13
クォーター 成形フルトリム ボード 成形フルトリム ボード
バックドア 樹脂 ボード 樹脂 ボード

リヤトリムポケット                                              
フロアカーペット材質 ベロアニーパン オレフィン ベロアニーパン オレフィン
乗降用グリップ 2個 2個 1個
リヤホイールハウスカバー トリム一体 トリム一体
アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊14

アクセサリーコンセント
（AC100V・100W）＊15

インストルメントパネル  9,720円（消費税抜き9,000円） 10,800円
（消費税抜き10,000円）

 9,720円
（消費税抜き9,000円）

リヤクォータートリム
植毛ピラーガーニッシュ

コミューター ワゴン

GL DX グランドキャビン GL DX

空調 フロントエアコン オート オート
フロントエアコンコントロールパネル プッシュ式 ダイヤル式 プッシュ式 ダイヤル式
リヤクーラー（冷房・個別吹出し付）
リヤヒーター（暖房）

ナビ・
オーディオ

スピーカー 6スピーカー 2スピーカー 6スピーカー 4スピーカー 2スピーカー

CD・AM/FM（USB/AUX端子付） ＊16 28,080円
（消費税抜き26,000円）

AM/FM（AUX端子付）

オーディオレス（カバーレス） －28,080円
（消費税抜き－26,000円）

－10,800円
（消費税抜き－10,000円）

－28,080円
（消費税抜き－26,000円）

－10,800円
（消費税抜き－10,000円）

トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊17

オーディオレスカバー
アンテナ ピラーアンテナ ガラスアンテナ ピラーアンテナ

その他 寒冷地仕様（スライドドア アウトサイドモールディングなど）
＆リヤフォグランプ（右側のみ） ＊18

＜全車標準装備＞
●スペアタイヤ（車両装着タイヤ）●タイヤ交換用工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ等）●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント）
●ステッキ式パーキングブレーキ ●フロントシートELR付3点式シートベルト ●カラードスライドドアレール ●UVカット機能付グリーンガラス（ウインドシールド・フロントサイド）
●フロントアンダーミラー ●リヤウインドウデフォッガー（タイマー付）●間欠式リヤワイパー ●防眩式インナーミラー ●メーター照度コントロール ●トリップメーター 
●エコドライブインジケーターランプ ●クロック（メーター内蔵）●運転席シートベルト非着用ウォーニング＋リマインダー ●助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダー［ワゴンのみ］
●半ドアウォーニング  ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●フューエルリッドオープナー 
●パワーウインドウ（運転席／キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付）●スライドドア全開ストッパー ●チルトステアリング ●エンジン回転数感応型パワーステアリング 
●ファブリックサンバイザー（運転席・助手席）●照明付灰皿 ●カップホルダー（運転席・助手席）●フロントシートバックポケット［コミューターGLのみ］
●フロントドアボトルホルダー ●グローブボックス ●助手席アンダートレイ ●大型センターポケット ●フロントピラーガーニッシュ ●センターピラーガーニッシュ ●成形天井 
●大型成形スライドドアステップ（ステップランプ付）●フットレスト ●アシストグリップ（助手席）●バックドアストラップ ●消火器［コミューターのみ］等

■＜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。
■価格はメーカー希望小売価格〈（消費税8%込み）'16年6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。
＊1.助手席SRSエアバッグ＋プリテンショナー＆フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング＋リマインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。
＊2.パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス（助手席側）は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。
＊3.両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラスは、セットでメーカーオプション＜ー19,440円（消費税抜きー18,000円）＞。なお、パワースライドドアと同時装着した場合の価格は＜ー12,960円（消費税抜きー12,000円）＞となります。
＊4.パワースライドドアと同時装着した場合の価格は＜ー6,480円（消費税抜きー6,000円）＞となります。
＊5.スマートエントリー＆スタートシステムとメッキアウトサイドドアハンドル、メッキバックドアガーニッシュはセットでメーカーオプション。
＊6.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
＊7.バックモニター内蔵自動防眩インナーミラーを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。また、字光式ナンバープレートも装着できません。
＊8.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など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販売店にご相談ください。
＊9.パワースライドドア、スライドドアボトルホルダーはセットでメーカーオプション。
＊10.メーカーオプションまたは販売店装着オプションのナビ・オーディオを装着した場合、操作可能となります。
＊11.助手席はリクライニング量が制限されます。
＊12.販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、非装着となります。
＊13.パワースライドドアを選択した場合､成形フルトリムになります。
＊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.合計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.ディスクによっては再生できない場合があります。
＊17.オーディオレスを選択した場合のみ装着できます。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。
＊18.寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。また、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わりインナーレンズが赤色になります。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。
■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。


