
215/45R18 タイヤ＆7Jアルミホイール（センターオーナメント付）
＋パフォーマンスダンパー（フロント・リヤ）
205/60R16 タイヤ＆61/2Jアルミホイール（センターオーナメント付）

スペアタイヤ　　　

リヤスポイラー　　　　
　　　　     

フロアアンダーカバー（フロント・リヤ） 
エンジンアンダーカバー＆タンクサイドアンダーカバー
ドアメッキモール

LEDヘッドランプ（2連プロジェクター式）＆LEDクリアランスランプ 
ポップアップ式ヘッドランプクリーナー 
LEDフロントフォグランプ
LEDハイマウントストップランプ
LEDライセンスプレートランプ 
リヤフォグランプ（右側のみ） 
サイドターンランプ付
電動格納式
ドアミラー 

フロントドアガラス
 

 
ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト付） 

インナーミラー
 

 
レーンキーピングアシスト［LKA］
プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式）
＜プリクラッシュシートベルト（前席）、専用エンブレム付＞
後方プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式） 
＜プリクラッシュインテリジェントヘッドレスト［電動上下・手動前後調整式］（前席）＞
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
音声ガイダンス機能付バックガイドモニター
バックカメラ
ワイドビューフロントモニター＋クリアランスソナー＆バックソナー
EBD付ABS（電子制動力配分制御付）&ブレーキアシスト
S-VSC＆TRC
ヒルスタートアシストコントロール
車両接近通報装置
緊急ブレーキシグナル
SRSエアバッグ（運転席・助手席エアバッグ＋運転席・助手席サイドエアバッグ＋
運転席ニーエアバッグ＋前後席カーテンシールドエアバッグ）

SRSリヤサイドエアバッグ＋
後左右席プリテンショナー＆フォースリミッター機構付シートベルト

全席ELR付3点式シートベルト（前席プリテンショナー＆
フォースリミッター機構付シートベルト、前席テンションリデューサー付）
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（後左右席）  　　　　  ＊9
アクティブヘッドレスト（前席）

リモートタッチ
エレクトロシフトマチック
本革巻きステアリングホイール（ステアリングスイッチ付）

チルト＆テレスコピックステアリング
  電動

 　　　　　　　　　　　　　　　  マニュアル
マイコンプリセットドライビングポジションシステム（ステアリング・シート・ドアミラー）
スマートエントリー（運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付）＆
スタートシステム（スマートキー2個）   　　　　　　　　　　　 　　　  ＊12
オプティトロンメーター（メーター照度、インパネスイッチ類照度コントロール・
マルチインフォメーションディスプレイ付）
ハイブリッドシステムインジケーター
ドライブモードスイッチ
（スポーツモード、エコドライブモード、EVドライブモード）

全車標準装備　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●フロントメッキフードモール　●サイドマッドガード　●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）

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トヨタ SAI 主要装備一覧表
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■外装

■安全装備

■操作性

S“Cパッケージ”G“Aパッケージ” S“Cパッケージ”G“Aパッケージ”

全車標準装備　
●ヘッドランプオートレベリング(ロービーム)　●フロントターンランプ　●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）　●IRカット機能付ウインドシールドガラス（UVカット
機能付ガラス/高遮音・トップシェード付）　●UVカット機能付グリーンガラス（フロントクォーター）　●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックウインドゥ）　●ECB［電子
制御ブレーキシステム］　●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロント）　●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（ブザー）　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）

全車標準装備
●デジタルクロック（GPS補正機能付＊13）　●電動パワーステアリング（車速感応型）　●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・パワーOFF後作動機能＋ドアキー連動機能＋スロースタート・
スローストップ機能付）　●車速感応式オート・電気式ドアロック（キー閉じ込み防止機能・衝撃感知ドアロック解除システム付）　●足踏み式パーキングブレーキ　●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー
●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー）　●半ドアウォーニング　●フューエル残量警告灯

シート表皮
   本革（運転席・助手席/快適温熱シート）　　　   　　　  ＊14

   ファブリック
快適温熱シート（運転席・助手席/ファブリック）
マルチアジャスタ   運転席8ウェイ(パワー）・ランバーサポート・助手席4ウェイ（パワー）
ブルシート   運転席8ウェイ(パワー）・ランバーサポート・助手席4ウェイ（マニュアル）
パワーイージーアクセスシステム（運転席）
左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（電動インバーターコンプレッサー・花粉除去モード付）
プラズマクラスター®（高濃度タイプ）

木目調パネル
   インパネセンタークラスター

   ドアトリムスイッチベース
電動リヤサンシェード
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（挟み込み防止機能＋パワーOFF後作動機能付）　　　 　　　　    
フロントアームレスト（スライド機能付）＆センターコンソールボックス
センターパネル小物入れ

オーディオレス（6スピーカー）
T-Connect専用DCM

ヘルプネット®
   　　　　　　　 エアバッグ連動タイプ　　　　　　　  ＊21

   　　　　　　　 ワンタッチタイプ　　　　  　  　　　  ＊22
アクセサリーソケット（DC12V/120W）　　　　　　　　　　　　　　　  ＊23
アクセサリーコンセント（AC100V・1500W、コンセント2）　 　 　　　 ＊2＊24
盗難防止システム
（イモビライザーシステム＋オートアラーム）［国土交通省認可品］
ITSスポット対応DSRCユニット（ビルトインタイプ）・
ナビ連動タイプ（ETC・VICS機能付）　　　　　　　　　　　    　　 ＊25＊26
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど）　　　　　　 　　　　　  ＊28
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■内装

■エンターテインメント

■その他

●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。
●“Aパッケージ”、“Cパッケージ”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）’15年5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。　
●“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　●“プラズマクラスター®”、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。　
●“ヘルプネット®”は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。

SAI・スーパーライブサウンドシステム
（5.1chサラウンド対応） ＊18
＜オーディオ＞Blu-ray、DVD、
CD、SD、AM/FM、サウンド
ライブラリー＊19、USB（2個）
/AUX（音声・映像）入力端子、
地上デジタルTV、10スピーカー

リサイクル料金表（単位：円）
リサイクル預託金車 両 型 式

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 資金管理料金 合 計

8,240全 車 1,930 1,650 380130 12,330
●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。 

●リサイクル料金は'15年5月時点の金額。
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。

T-Connect SDナビゲーションシステム
＜ナビ＞高精細8型エレクトロ
マルチビジョン（リモートタッチ式）、
FM多重VICS、T-Connect
＜その他＞BluetoothⓇ対応
（ハンズフリー＋オーディオ）、
音声認識、ESPO対応

全車標準装備　
●リヤヘッドレスト　●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）　●リヤヒーターダクト　●サンバイザー（運転席・助手席/バニティミラー、チケットホルダー、天井照明付）　
●アシストグリップ（回転式/フロント2個・リヤ＜コートフック付＞2個）＊15　●シフトイルミネーション　●フロントパーソナルランプ　●ルームランプ（フロント・リヤ）　●ラゲージルームランプ
●ドアカーテシランプ（フロント）　●リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）　●フロントコンソールトレイ　●ダンパー付グローブボックス（キー・照明付）　●オーバーヘッドコンソール
●フロントカップホルダー（2個）　●ボトルホルダー（フロントドアトリム・リヤドアトリム）　●運転席小物入れ　●イルミネーテッドエントリーシステム（足元照明＜運転席・助手席＞）　●ドアスカッフプレート

パンク修理キット
応急用タイヤ T135/70D17
バンパー
ラゲージ

オート格納、ヒーター付レインクリアリングミラー、
リバース連動、メモリー機能付
レインクリアリングミラー
スーパーUV400・IRカットガラス（遮音・撥水機能付）
スーパーUV400カットガラス（遮音・撥水機能付）

自動防眩
防眩

＊1
＊1＊2
＊3

＊6

＊7
27,000円（消費税抜き25,000円） ＊8

＊7

＊7

＊4

10,800円（消費税抜き10,000円） ＊5

32,400円（消費税抜き30,000円）

16,200円（消費税抜き15,000円）

64,800円（消費税抜き60,000円） 

23,760円（消費税抜き22,000円） ＊4 30,240円（消費税抜き28,000円） ＊4

108,000円（消費税抜き100,000円） ＊15

 ＊16

678,240円（消費税抜き628,000円） ＊7

69,120円（消費税抜き64,000円）＊20 ＊7

＊7＊20

＊27

136,080円（消費税抜き126,000円）

32,400円（消費税抜き30,000円）

10,800円（消費税抜き10,000円）

31,320円（消費税抜き29,000円）

86,400円（消費税抜き80,000円）

木目調

＊10

メモリーコール付

雨滴感知式

21,600円（消費税抜き20,000円）

225,720円
（消費税抜き209,000円）＊3

運転席ポジションメモリー機能付

232,200円（消費税抜き215,000円）

&

＊1.応急用タイヤを選択した場合、パンク修理キットは装着されません。
＊2.応急用タイヤとアクセサリーコンセント（AC100V・1500W、コンセント2）は同時選択できません。
＊3.リヤスポイラー（バンパー）と後方プリクラッシュセーフティシステムはセットでメーカーオプション。
＊4.寒冷地仕様とポップアップ式ヘッドランプクリーナーはセットでメーカーオプション。
＊5.リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ、選択可能となります。
＊6.寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。
＊7.T-Connect SDナビゲーションシステム、音声ガイダンス機能付バックガイドモニター、ワイド

ビューフロントモニター＋クリアランスソナー＆バックソナー、リモートタッチ、T-Connect専用
DCM、ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）はセットでメーカーオプション。

＊8.販売店装着オプションのナビゲーションが必要となります。ガイド線を画面表示するためには、
工場装着バックカメラ用ガイドキット（販売店装着オプション）が必要となる場合があります。

＊9.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。

＊10.後方プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式）を選択した場合、前席はプリク
ラッシュインテリジェントヘッドレストとなります。

＊11.レーンキーピングアシストスイッチ、レーダークルーズコントロール車間距離切替スイッチ付
となります。

＊12.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。

＊13.T-Connect SDナビゲーションシステム装着車にのみ、GPS補正機能が付きます。
＊14.本革シートのシートサイドとヘッドレストの一部に人工皮革を使用しています。

＊15.マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを選択した場合、アシストグリップは伸縮式となります。
＊16.T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合は装着されません。
＊17.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。
＊18.ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。
＊19.SDカードが別途必要となります。
＊20.T-Connect専用DCMとヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）はセットでメーカーオプション。
＊21.T-Connectの契約が別途必要になります。
＊22.Bluetooth®対応の携帯電話、およびT-ConnectサイトでのWeb登録とナビでのサービス開始操作が必要です。
＊23.120W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

場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
＊24.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。
＊25.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。ITSスポット対応

DSRCユニット等を装着しない場合はカバーレスとなりますので、小物入れ（販売店装着オプション）
の装着をおすすめします。

＊26.ITSスポット対応DSRCユニット（ビルトインタイプ）・ナビ連動タイプ（ETC・VICS機能付）は、2015年
3月時点で内容が確定しているサービスに対応しています。今後新たに追加されるサービスには対応
できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。

＊27.T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合のみ、選択可能となります。
＊28.寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して装備の充実を図っています。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。

ナ
ビ
＆
オ
ー
デ
ィ
オ
＊17

木目調 ＊11


