
トヨタ マークX主要装備一覧表

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）標準装備 販売店装着オプション

3.5Ｌ 2.5Ｌ

350S 250G
“Sパッケージ”

3.5Ｌ 2.5Ｌ 2.5Ｌ
250G/250G Four

“Fパッケージ”
PREMIUM PREMIUM/

PREMIUM Four
■外装

■安全装備

■操作性

■シート
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全車
標準装備

全車
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全車
標準装備

足まわり
＆

メカニズム

【足まわり】●スペアタイヤ（応急用）●フロントダブルウィッシュボーンサスペンション＆リヤマルチリンクサスペンション（5リンク）●スタビライザー（フロント・リヤ）●足踏み式パーキングブレーキ
【エクステリア】●デュアルエキゾーストテールパイプ（ディフューザー付）

全車
標準装備【シート】●6：4分割可倒式リヤシート（リクライニング機構付）●フロントシートフルフラット機構（4WDは運転席のみ）●フロントシートスライド●リヤセンターアームレスト（カップホルダー付）●シートバックポケット　

【予防安全】●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）　【衝突安全】●衝突安全ボディ“GOA”●ELR付3点式フロントシートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構＆テンション
リデューサー付）●ELR付3点式リヤシートベルト●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロント）●汎用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（リヤ左右席）　【視界】●サイドターンランプ付電動格納式
リモコンカラードドアミラー（運転席ワイドビュー）●LEDハイマウントストップランプ●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）●ヘッドライトオートレベリング●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー

【操作系】●走行モード制御スイッチ（エコ・スポーツ・スノー）●電動パワーステアリング●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ（挟み込み防止機能＋エンジンOFF後作動機能）
●車速感応オート・電気式ドアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）●ラゲージ＆フューエルリッドオープナー　【計器盤】●デジタル時計　【ウォーニング】●キー忘れ防止ブザー●フューエル残量警告灯

プレミアムタイプ スポーツタイプ スタンダードタイプ

235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール
（スーパークロムメタリック塗装）
215/60R16 95H＆16×7Jアルミホイール
215/60R16 95H＆16×7Jスチールホイール＋樹脂フルキャップ

ディスクブレーキ 　フロント   　リヤ 
ＦＡＤショックアブソーバー
AVS（NAVI・AI-AVS＊1）
VGRS（ギヤ比可変ステアリング）
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス

ＵＶカットフロントドアガラス　撥水機能付グリーンガラス  　グリーンガラス 
UVカット機能付グリーンガラス（リヤドア・バックガラス）
フロントグリル   
フロントロアグリル   
サイドマッドガード   
リヤスポイラー（ラゲージ＆バンパーロア）
アウトサイドドアハンドル   
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ

VDIM（アクティブステアリング統合制御付）
VDIM    
VSC&TRC&EBD付ABS    
プリクラッシュセーフティシステム
レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）    
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    
SRSエアバッグ    
アクティブヘッドレスト（前席）
上下調整式リヤヘッドレスト
バイキセノン式ディスチャージヘッドランプ＆LEDクリアランスランプ

フロントフォグランプ    
リヤフォグランプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊4

間欠フロントワイパー（ミスト機能付）　雨滴感応式オート  　　　　　時間調整式  

インナーミラー  　　　　  自動防眩  
  　　　　  防眩  
ヒーター付レインクリアリングドアミラー

クリアランスソナー＆バックソナー
ステアリングホイール＆シフトノブ
シフトブーツ
パドルシフト    
ステアリングスイッチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊8
アルミペダル（アクセル＆ブレーキ）＋アルミフットレスト

チルト＆テレスコピック
ステアリング　　　　　　　 　　　  マニュアル  
スマートエントリー＆スタートシステム（スマートキー2本）　   ＊9
ワイヤレスドアロックリモートコントロール（ワイヤレスキー1本、メインキー2本）
メーター（メーター照度コントロール付）
白色有機ELドットマルチインフォメーションディスプレイ

　　　　　　　　　　　　   本革
シート表皮　　　　　　　　 合成皮革
　　　　　　　　　　　　　ファブリック

運転席電動ランバーサポート　4ウェイ　　　　　　　　　　　　　2ウェイ 
快適温熱シート（運転席・助手席）   
運転席パワーイージーアクセスシステム

　　　　　　  運転席8ウェイパワー＋助手席4ウェイパワーフロントシート　運転席8ウェイパワー＋助手席マニュアル
　　　　　　　運転席マニュアル＋助手席マニュアル

2WD 110,160円
（消費税抜き102,000円）

対向4ポッドキャリパー

インテリジェントAFS付

メッキモール付

対向4ポッドキャリパー

全席

オプティトロン

本革

常時発光式

合成皮革
ウレタン本革巻き本革巻き＋木目調

アルカンターラ®
スポーツタイプ

中央席（左右席は固定式）

トップシェード付

ソフトプライバシー

スーパーUVカットガラス

2WD

メッキ塗装
専用（ミリ波）

メッシュタイプ
メッキモール付

メッキモール付

110,160円
（消費税抜き102,000円）

10,800円
（消費税抜き10,000円）

174,960円（消費税抜き162,000円）＊10 252,720円（消費税抜き234,000円）＊11

108,000円（消費税抜き100,000円）

＊2
＊3

＊5

＊5

＊7

＊11＊10

＊11
＊11
＊11

＊6

電動
（オートチルトアウェイ＆リターン機能付）

Option  A

Option  B

Option  C

Option  D



メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）標準装備 販売店装着オプション

3.5Ｌ 2.5Ｌ

350S 250G
“Sパッケージ”

3.5Ｌ 2.5Ｌ 2.5Ｌ
250G/250G Four

“Fパッケージ”
PREMIUM PREMIUM/

PREMIUM Four

プレミアムタイプ スポーツタイプ スタンダードタイプ

235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール（スーパークロムメタリック塗装）
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
フロントフォグランプ
本革シート
電動リヤサンシェード
ＨＤＤナビゲーションシステム〈G-BOOK mX（Ver.2.0対応）〉   
CD、AM/FM（6スピーカー）＋AUX端子
CD、AM/FM（4スピーカー）
寒冷地仕様

全車
標準装備

空調

収納

照明

快適装備

その他

ナビ
＆

オーディオ
＊13

【収納】●カップホルダー（フロント2）●ボトルホルダー付ドアポケット（フロント2）●ボトルホルダー（リヤ2）●アクセサリーボックス（植毛付・プッシュクローズ式）●運転席小物入れ
●オーバーヘッドコンソール●グローブボックス（照明付）　【空調】●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ）●プッシュ式ヒーターコントロールパネル●リヤレジスター（風向調整式）　
【照明】●フロントパーソナルランプ●ラゲージルームランプ　【快適装備】●アクセサリーソケット（DC12V）

■内装

■エンターテイメント

盗難防止システム（エンジンイモビライザーシステム）［国土交通省認可品］
寒冷地仕様
（リヤワイパー、フロントウインドシールドデアイサーなど）＊18 
工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチなど）

41,040円（消費税抜き38,000円）＊1630,240円（消費税抜き28,000円）

31,320円（消費税抜き29,000円）

6スピーカー

 2WD

4スピーカー

43,200円
（消費税抜き40,000円）

41,040円
（消費税抜き38,000円）＊17

29,160円
（消費税抜き27,000円）

スポーツタイプ

足元照明付

助手席ランプ付運転席・助手席ランプ付

54,000円
（消費税抜き50,000円）＊5

470,880円
（消費税抜き436,000円）

＊14

545,400円
（消費税抜き505,000円）

＊7＊14

552,960円
（消費税抜き512,000円）
＊7＊14＊17

520,560円
（消費税抜き482,000円）

＊7＊16

350S 250G
“Sパッケージ”

250G/250G Four
“Fパッケージ”

PREMIUM PREMIUM/
PREMIUM Four

プレミアムタイプ スポーツタイプ スタンダードタイプ

ステンレス製ドアスカッフプレート（フロント車名ロゴ入り）
                             　　　  アクアウィッシュ

®表皮インサイドドアグリップ          ウレタン

ドアトリム　　　　　　　　　ソフトレザー　　　　　　　　　　　　　ファブリック

フロントコンソールボックス 　本革表皮　　　　　　　　　　　　　アクアウィッシュ®表皮 
左右独立温度コントロールフルオートエアコン（花粉除去モード付）
「ナノイー」   

イルミネーション　　　　　　フロントドアトリム　　　　　　　　　　　　　リヤドアトリム
イルミネーテッドエントリーシステム
ドアカーテシランプ

電動リヤサンシェード   
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー
アシストグリップ（格納式）［フロント1＋リヤ2］

インテリジェントパーキングアシスト
（イージーセット機能＆駐車空間認識機能付）

CD、AM/FM（6スピーカー）＋AUX端子    

CD、AM/FM（4スピーカー）    
オーディオレス
オーディオレスカバー    

HDDナビゲーションシステム〈G-BOOK mX（Ver.2.0対応）〉＆
マークX・スーパーライブサウンドシステム（12スピーカー）
＋地上デジタルＴＶチューナー＋ＥＴＣユニット ＊15
＋音声ガイダンス機能付カラーバックガイド
モニター＆サイドモニター　　　

■その他

＊11

＊14 ＊14 ＊14

＊12

＊11

＊11

＊11

★
★

★印のメーカーオプションは、同時装着できません。いずれかを選択してください。

HDDナビゲーションシステム選択時にはNAVI・AI-AVSとなります。
寒冷地仕様を選択時には、トップシェード付となります。
寒冷地仕様を選択時のみ、撥水機能付となります。
寒冷地仕様を選択時のみ、装着可能です。なお、リヤフォグランプはリヤバンパー中央に装着されます。
販売店での取付費が別途必要です。
電動リヤサンシェード選択時には、雨滴感応式オート間欠フロントワイパー、自動防眩インナー
ミラーが同時装着されます。
寒冷地仕様を選択時には、ヒーター付レインクリアリングドアミラーとなります。また、HDDナビゲー
ションシステムを選択時にはカメラ付になります。
ＨＤＤナビゲーションシステムを選択時には、クリアランスソナー＆バックソナーが同時装着されます。
オプション装着等により、各種機能スイッチが追加装着されます。詳しくは販売店におたずねください。
植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気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
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。
本革シートを選択時には、運転席電動ランバーサポート（4ウェイ）が同時装着されます。

＊1.
＊2.
＊3.
＊4.

＊5.

＊6.

＊7.
＊8.
＊9.

＊10.

本革シートを選択時には、運転席電動ランバーサポート（4ウェイ）、快適温熱シート、運転席パワー
イージーアクセスシステム、運転席8ウェイパワー＋助手席4ウェイパワーシート、アクアウィッシュ®表皮
インサイドドアグリップ、ソフトレザードアトリム、フロントコンソールボックス（本革表皮）、イルミネーション
（リヤドアトリム）が同時装着されます。なお、250G“Sパッケージ”にはステアリングのオートチルト
アウェイ＆リターン機能はありません。
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを選択時には、伸縮式になります。
ナビ＆オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定につきましては販売店におたずねください。また、
ディスクによっては再生できないものがあります。
ＨＤＤナビゲーションシステムを選択時には、インテリジェントパーキングアシストが同時装着
されます。なお、カラーバックガイドモニターの音声ガイダンス機能は搭載されません。
ETCユニットの取り付けには、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。
HDDナビゲーションシステムと寒冷地仕様を同時選択した場合、554,040円（消費税抜き
513,000円）となります（寒冷地仕様の価格を含みます）。
HDDナビゲーションシステムと寒冷地仕様を同時選択した場合、586,440円（消費税抜き
543,000円）となります（寒冷地仕様の価格を含みます）。
寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー、ヒーター関係の信頼性・耐久性の向上を
図っています。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。

＊11.

＊12.
＊13.

＊14.

＊15.
＊16.

＊17.

＊18.

■〈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）’14年12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。　■“Sパッケージ”、“Fパッケージ”はグレード名称ではありません。

■“アルカンターラ®”はアルカンターラ社の登録商標です。　■アクアウィッシュ®は共和レザー株式会社の商標です。　■「nanoe」、「ナノイーⓇ」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。　

選択可能メーカーオプション一覧表

Option  A

Option  F

Option  E

Option  D

Option  C

Option  B

Option  E

Option  F

Option  G

Option  H

Option     I

3.5Ｌ 2.5Ｌ 3.5Ｌ 2.5Ｌ 2.5Ｌ

Option    I

Option  H

Option  G


