
2WD 2WD/4WD 2WD

“G-plus
パッケージ” A20 “G-plus

パッケージ” “Gパッケージ” A18 “G-plus
パッケージ” “Gパッケージ” A15

外装・メカニズム

足
ま
わ
り

195/55Ｒ16タイヤ

16×6Jアルミホイール
（スーパークロームメタリック塗装・
センターオーナメント付）

★ ★
2WD

16×6Jアルミホイール
（センターオーナメント付）

82,080円
（消費税抜き 76,000円） 2WD 2WD 88,560円

（消費税抜き 82,000円）

195/65R15タイヤ
15×6Jアルミホイール

（センターオーナメント付） 4WD 4WD  64,800円
（消費税抜き 60,000円）

15×6Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 4WD

185/65R15タイヤ
15×6Jアルミホイール（センターオーナメント付） 64,800円（消費税抜き 60,000円）

15×6Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 2WD

エ
ク
ス
テ
リ
ア・メ
カ
ニ
ズ
ム

UVカットグリーンガラス
フロントドア（撥水機能付） スーパー UVカット スーパー UVカット スーパー UVカット
リヤドア、バックウインドゥ

UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア、バックウインドゥ） ＊1
エアスパッツ フロント・リヤ リヤのみ
ドアサッシ ブラック＊2 カラード ブラック＊2 カラード
ウインドシールド＆リヤウインドゥモールディング（ブラック）
アイドリングストップ機能（Stop & Start System）

全車標準装備　 ●スペアタイヤ（応急用）　●スタビライザー（フロント・リヤ）　 ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス　●グリップ式カラードアウトサイドドアハンドル　 ●ドアベルト
モールディング（ブラック）　●リヤライセンスガーニッシュ（メッキ）　●エアロスタビライジングフィン　など
安全装備

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）

54,000円
（消費税抜き 50,000円）

＊3 ＊4

54,000円
（消費税抜き 50,000円）

＊3 ＊4
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

インテリジェントクリアランスソナー 54,000円
（消費税抜き 50,000円）

54,000円
（消費税抜き 50,000円）

ドライブスタートコントロール
S-VSC（ステアリング協調車両安定性制御システム）
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

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）

★
＊16

64,800円
（消費税抜き 60,000円）

★
＊16

64,800円
（消費税抜き 60,000円）

64,800円
（消費税抜き 60,000円）

＊5
64,800円

（消費税抜き 60,000円）
64,800円

（消費税抜き 60,000円）
＊5

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） ＊6

視
界

ヘッドランプ

Bi-Beam LED（オートレベリング機能付＋
LEDクリアランスランプ）

64,800円
（消費税抜き 60,000円）

64,800円
（消費税抜き 60,000円）

64,800円
（消費税抜き 60,000円）

ハロゲン［ハイ・ロービーム］（マニュアル
レベリング機能付＋クリアランスランプ）

フロントフォグランプ 10,800円
（消費税抜き 10,000円）

リヤフォグランプ（右側のみ）　 ＊7
コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）

リバース連動機能付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー
（サイドターンランプ付）

LEDハイマウントストップランプ（室内装着） 6灯 4灯 6灯 4灯 6灯 4灯

全車標準装備　 ●TRC　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS&ブレーキアシスト　●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ　●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）　 
●衝撃感知式フューエルカットシステム　●フロント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・運転席テンションリデューサー付）　●リヤELR付3点式シートベルト　
●前席アジャスタブルショルダーベルトアンカー　●全席上下調整式ヘッドレスト　●ウォッシャー連動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）　●防眩インナーミラー　●ランプオートカットシステム　など

操作性
計
器
盤

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール機能付）
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

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 ウレタン 本革巻き＋木目調 ウレタン

ステアリングスイッチ
マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・TRIP ＊8
レーンディパーチャーアラート ＊4 ＊4

シフトノブ 本革巻き＋木目調 PVC＋木目調 本革巻き＋木目調 PVC＋木目調 PVC 本革巻き＋木目調 PVC

スマートエントリー（運転席・助手席・ラゲージルーム/
アンサーバック機能付/スマートキー 2本）＆スタートシステム ＊9

ワイヤレスドアロックリモートコントロール
（アンサーバック機能付/ワイヤレスキー 1本）

クルーズコントロール

全車標準装備　●エコドライブインジケーター　●デジタル時計　 ●足踏み式パーキングブレーキ　●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ（挟み込み防止機能付）　●ドアキー連動電気式ドアロック　
●電動パワーステアリング（車速感応型）　●チルト＆テレスコピックステアリング　●フットレスト　●フューエルリッドオープナー　 ●キー置き忘れ防止ブザー　●フューエル残量警告灯　●半ドア警告灯　
●ランプ消し忘れ防止ブザー　●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　など

2WD 2WD/4WD 2WD

“G-plus
パッケージ” A20 “G-plus

パッケージ” “Gパッケージ” A18 “G-plus
パッケージ” “Gパッケージ” A15

内装

シ
ー
ト

シート表皮

本革
（パーフォレーション＆ギャザー仕様） ＊10

★
314,280円

（消費税抜き291,000円）

★
2WD 314,280円

（消費税抜き291,000円）
4WD 303,480円

（消費税抜き281,000円）

合成皮革＋ファブリック（ハイラグジュアリー）
ファブリック ラグジュアリー ラグジュアリー ラグジュアリー

フロントシート

運転席8ウェイパワー（ランバーサポート付）
運転席6ウェイマニュアル
運転席シート上下アジャスター パワー マニュアル パワー マニュアル パワー マニュアル
助手席4ウェイマニュアル
フルフラットシート 助手席のみ 助手席のみ 助手席のみ
快適温熱シート（運転席・助手席） ★ ★

リヤシート 6：4分割可倒式ダブルフォールディングシート
（リクライニング機構付）

イ
ン
テ
リ
ア

ドアスカッフプレート
（フロント・リヤ）

車名ロゴ入り ★ ★

ドアトリム
オーナメント表皮

合成皮革・パーフォレーション仕様 ★ ★
合成皮革
ファブリック ラグジュアリー ラグジュアリー ラグジュアリー

センターピラー &ルーフサイドインナーガーニッシュ ファブリック 樹脂＊5 ファブリック 樹脂＊5

ドアアームレスト
合成皮革・ダブルステッチ ★ ★
合成皮革

収
納

コンソールボックス
（アームレスト付）

合成皮革・ダブルステッチ ★ ★
合成皮革

プッシュオープン式アクセサリーボックス
（アクセサリーソケット【DC12V・120W】付） ＊11

コインポケット（運転席側） ＊12 ＊12

フロントカップホルダー 2個/コンソールサイドポケット/
リヤセンターアームレスト（カップホルダー 2個付）

シートバックポケット（運転席・助手席）

空
調

エアコン＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル オート（花粉除去モード付） マニュアル オート（花粉除去モード付） マニュアル
クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）

「ナノイー」

照
明

イルミネーテッド
エントリーシステム

エンジンスイッチ＋室内照明
イグニッションキー照明＋室内照明

リヤ読書灯

全車標準装備　●アシストグリップ（回転式/フロント2・リヤ2）　●コートフック（リヤ2）　●サンバイザー（運転席・助手席/バニティミラー・天井照明付）　●ラゲージドアトリム　●メッキインサイドドアハンドル　
●グローブボックス（照明付）　●ドアポケット（ボトルホルダー付/フロント・リヤ）　●フロントパーソナルランプ　●ラゲージルームランプ　など

エンターテインメント
ナ
ビ・オ
ー
ディ
オ

オーディオレス（カバーレス） 6スピーカー 4スピーカー 6スピーカー 4スピーカー 6スピーカー 4スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊13
オーディオレスカバー

その他

そ
の
他

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］

寒冷地仕様（ヒーター付レインクリアリングドアミラー、リヤワイパー、
ウインドシールドデアイサー、ヒーターリヤダクト など） ＊14 32,400円（消費税抜き 30,000円）

2WD 34,560円（消費税抜き 32,000円）
4WD 32,400円（消費税抜き 30,000円）

28,080円（消費税抜き 26,000円）

全車標準装備　●ガラスプリントアンテナ　●タイヤ交換用工具　など

トヨタ アリオン 主要装備一覧表

＊15. A18“G-plusパッケージ”4WD車には装着されません。
＊16. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグは単独で選択することも可能です。その場合＜64,800円（消費税抜き 60,000円）＞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。
■“G-plusパッケージ”、“G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）’16年11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。
■「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。

■標準装備　■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　■★ 本革シートとセットで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）　■★ 本革シートとセットで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

★ 本革シートとセットでメーカーオプションとなる装備
●195/55Ｒ16タイヤ＆16×6Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装・センターオーナメント付）＊15　●SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ＊16　●快適温熱シート　
●ドアスカッフプレート（車名ロゴ入り）　●ドアトリムオーナメント表皮（合成皮革・パーフォレーション仕様）　●ドアアームレスト（合成皮革・ダブルステッチ）　
●コンソールボックス（アームレスト付/合成皮革・ダブルステッチ）

＊1.  バックウインドゥガラス色は、リヤドアガラスより薄い色（クールグリーン）となります。
＊2. ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉を選択した場合、ボディ同色となります。
＊3.  Toyota Safety Sense Cと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとなります。
＊4.  Toyota Safety Sense Cを選択した場合、ステアリングにはレーンディパーチャーアラート

スイッチが装着されます。
＊5. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、センターピラー&ルーフ
    サイドインナーガーニッシュはファブリックとなります。
＊6.  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。
＊7. 寒冷地仕様を選択した場合のみ選択できます。
＊8. オーディオスイッチは、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に操作可能となります。

＊9.  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。

＊10.  本革シートのシート背面・ヘッドレストなどには人工皮革を使用しています。
＊11.  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。
＊12.  Toyota Safety Sense Cを選択した場合、コインポケットは装着されません。
＊13.  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。
＊14.  寒冷地での使用を考慮して、主にバッテリーの強化・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。


