
■装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ コースター 価格表

＊1.寒冷地仕様を含むメーカーオプションの詳しい内容につきましては販売店にお問い合わせください。なお､北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。
◆オプション価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10％込み）’19年10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。　

グレード EX GX LX
ボディタイプ ロングボディ ロングボディ 標準ボディ 超ロングボディ ロングボディ 標準ボディ 超ロングボディ
エンジン N04C-WB N04C-WA N04C-WB N04C-WA N04C-WA N04C-WB N04C-WA N04C-WA N04C-WA
乗車定員 29 人 24 人 29 人 29 人 29 人 24 人 25 人 13 人 29 人 24 人 25 人 13 人
トランスミッション 6AT 6AT 5MT 6AT 6AT 5MT 6AT 5MT 6AT 5MT 6AT 6AT 5MT 6AT 5MT 6AT 5MT 6AT

メーカー希望
小売価格※1

一般地区 9,441,300 円 9,694,300 円 8,968,300 円 8,616,300 円 7,912,300 円 7,598,800 円 8,165,300 円 7,851,800 円 7,593,300 円 7,279,800 円 9,438,000 円 7,769,300 円 7,455,800 円 8,022,300 円 7,708,800 円 7,021,300 円 6,707,800 円 8,577,800 円
消費税抜き 8,583,000 円 8,813,000 円 8,153,000 円 7,833,000 円 7,193,000 円 6,908,000 円 7,423,000 円 7,138,000 円 6,903,000 円 6,618,000 円 8,580,000 円 7,063,000 円 6,778,000 円 7,293,000 円 7,008,000 円 6,383,000 円 6,098,000 円 7,798,000 円

北海道地区※2 9,476,500 円 9,729,500 円 9,003,500 円 8,661,400 円 7,957,400 円 7,643,900 円 8,210,400 円 7,896,900 円 7,638,400 円 7,324,900 円 9,483,100 円 7,814,400 円 7,500,900 円 8,067,400 円 7,753,900 円 7,066,400 円 6,752,900 円 8,622,900 円
消費税抜き 8,615,000 円 8,845,000 円 8,185,000 円 7,874,000 円 7,234,000 円 6,949,000 円 7,464,000 円 7,179,000 円 6,944,000 円 6,659,000 円 8,621,000 円 7,104,000 円 6,819,000 円 7,334,000 円 7,049,000 円 6,424,000 円 6,139,000 円 7,839,000 円

※ 1.沖縄地区は価格が異なります。　※ 2.北海道地区には寒冷地仕様が含まれます。　◆価格はメーカー希望小売価格〈（消費税 10％込み）’19 年 1 0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。
◆価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。　◆価格にはオプション価格は含まれていません。　◆保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

メーカーオプション 単独オプション価格表
足まわり アルミホイール（センターキャップ付） 385,000 円（消費税抜き350,000 円） 385,000 円（消費税抜き350,000 円） 385,000 円（消費税抜き350,000 円） 385,000 円（消費税抜き350,000 円）

外装

電動格納式補助ステップ 275,000 円（消費税抜き250,000 円） 275,000 円（消費税抜き250,000 円）
センタードア（折戸ドア・手動） ー59,400 円（消費税抜きー54,000 円）

折りたたみ式バックステップ 15,400 円
（消費税抜き14,000 円） 15,400 円（消費税抜き14,000 円） 15,400 円

（消費税抜き14,000 円） 15,400 円（消費税抜き14,000 円） 15,400 円
（消費税抜き14,000 円）

視界 リヤウインドウデフォッガー（タイマー式） 9,900 円（消費税抜き 9,000 円） 9,900 円（消費税抜き 9,000 円） 9,900 円（消費税抜き 9,000 円）
空調 換気扇 110,000 円（消費税抜き 100,000 円） 110,000 円（消費税抜き 100,000 円） 110,000 円（消費税抜き 100,000 円）

シート
ビニールレザーシート表皮
（リヤシート、運転席・助手席） ー16,500 円（消費税抜きー15,000 円） ー14,300 円（消費税抜きー13,000 円）

補助シート（はね上げ式） 52,800 円
（消費税抜き48,000 円）

52,800 円
（消費税抜き48,000 円）

内装

ルームラック（トレイタイプ・運転席側） 88,000 円（消費税抜き 80,000 円） 88,000 円（消費税抜き 80,000 円） 88,000 円（消費税抜き 80,000 円）

カーテン（サイド・リヤ） 99,000 円（消費税抜き 90,000 円） 99,000 円（消費税抜き 90,000 円） 85,800 円（消費税抜き 78,000 円） 99,000 円
（消費税抜き90,000 円） 99,000 円（消費税抜き 90,000 円） 85,800 円（消費税抜き 78,000 円） 99,000 円

（消費税抜き90,000 円）

ラゲージルームセパレーター 6,050 円
（消費税抜き5,500 円） 6,050 円（消費税抜き5,500 円） 6,050 円（消費税抜き5,500 円）

ビニールレザー
サンバイザー

運転席 お客様表示板 22,000 円（消費税抜き 20,000 円） 22,000 円（消費税抜き 20,000 円） 22,000 円（消費税抜き 20,000 円） 25,300 円（消費税抜き 23,000 円）
運転席 助手席 3,300 円（消費税抜き 3,000 円）

室内灯（LED灯） 9,900 円（消費税抜き 9,000 円） 9,900 円（消費税抜き 9,000 円） 13,200 円
（消費税抜き12,000 円） 9,900 円（消費税抜き 9,000 円） 13,200 円

（消費税抜き12,000 円）
フロントスポットランプ 6,600 円（消費税抜き 6,000 円）

冷蔵庫 96,800 円
（消費税抜き88,000 円）

110,000 円
（消費税抜き100,000 円）

96,800 円
（消費税抜き88,000 円） 96,800 円（消費税抜き88,000 円） 110,000 円（消費税抜き100,000 円） 96,800 円

（消費税抜き88,000 円） 96,800 円（消費税抜き88,000 円） 110,000 円（消費税抜き100,000 円） 96,800 円
（消費税抜き88,000 円）

傘立て 8,800 円（消費税抜き 8,000 円） 8,800 円（消費税抜き 8,000 円） 8,800 円（消費税抜き 8,000 円） 8,800 円（消費税抜き 8,000 円）
その他 室内用マイク1本＋マイクアンプ 22,000 円（消費税抜き 20,000 円） 22,000 円（消費税抜き 20,000 円） 22,000 円（消費税抜き 20,000 円） 22,000 円（消費税抜き 20,000 円）

メーカーオプション セットオプション価格表

センタードア（グライドドア・オート）＋アクセルインターロック 143,000 円（消費税抜き 130,000 円） 143,000 円
（消費税抜き130,000 円） 143,000 円（消費税抜き 130,000 円）

＋電動格納式補助ステップ 418,000 円（消費税抜き 380,000 円） 418,000 円
（消費税抜き380,000 円） 418,000 円（消費税抜き 380,000 円）

センタードア（折戸ドア・オート）＋アクセルインターロック 83,600 円（消費税抜き 76,000 円）
＋折戸ドア専用 3段式ドアステップ 127,600 円（消費税抜き 116,000 円）

センタードア（折戸ドア・手動）＋
折戸ドア専用 3段式ドアステップ ー15,400 円（消費税抜きー14,000 円）

トリコット（上級）シート表皮
＋トリコットヘッドレスト表皮（運転席） 35,200 円（消費税抜き 32,000 円） 30,800 円

（消費税抜き28,000 円）
15,400 円

（消費税抜き14,000 円）

＋補助シート（はね上げ式） 73,700 円
（消費税抜き 67,000 円）

トリコット（標準）シート表皮
＋カップホルダー（バックボード付）
＋ビニールレザーヘッドレスト表皮（運転席）

ー35,200 円（消費税抜きー32,000 円） ー30,800 円
（消費税抜きー28,000 円）

ー30,800 円
（消費税抜きー28,000 円）

ー15,400 円
（消費税抜きー14,000 円）

＋補助シート（はね上げ式） 31,900 円
（消費税抜き 29,000 円）

オーディオレス（カバーレス）＋バックカメラ 4,400 円（消費税抜き 4,000 円） 4,400 円（消費税抜き 4,000 円） 4,400 円（消費税抜き 4,000 円） 4,400 円（消費税抜き 4,000 円）

＋後席ディスプレイ（17.5 インチ） 631,400 円（消費税抜き 574,000 円） 631,400 円（消費税抜き 574,000 円） 631,400 円
（消費税抜き 574,000 円）

631,400 円
（消費税抜き 574,000 円）631,400 円（消費税抜き 574,000 円）

寒冷地仕様＋助手席リモコンワイドビューミラー
（電動格納式・熱線ヒーター付） 35,200 円（消費税抜き 32,000 円）＊1

＋リヤウインドウデフォッガー（タイマー式） 45,100 円（消費税抜き 41,000 円）＊1 45,100 円（消費税抜き 41,000 円）＊1 45,100 円（消費税抜き 41,000 円）＊1
＋パワーヒーター 255,200 円（消費税抜き 232,000 円）＊1 265,100 円（消費税抜き 241,000 円）＊1 265,100 円（消費税抜き 241,000 円）＊1 265,100 円（消費税抜き 241,000 円）＊1
＋リヤフォグランプ 266,200 円（消費税抜き 242,000 円）＊1 276,100 円（消費税抜き 251,000 円）＊1 276,100 円（消費税抜き 251,000 円）＊1 276,100 円（消費税抜き 251,000 円）＊1

寒冷地仕様＋助手席リモコンワイドビューミラー
（電動格納式・熱線ヒーター付）＋リヤフォグランプ 46,200 円（消費税抜き 42,000 円）＊1

＋リヤウインドウデフォッガー（タイマー式） 56,100 円（消費税抜き 51,000 円）＊1 56,100 円（消費税抜き 51,000 円）＊1 56,100 円（消費税抜き 51,000 円）＊1

“レンタカーパッケージ ” 39,380 円（消費税抜き 35,800 円） 39,380 円（消費税抜き 35,800 円） 39,380 円
（消費税抜き 35,800 円）

＋電動格納式補助ステップ（グライドドア・オート＋アクセルインターロック） 314,380 円（消費税抜き 285,800 円） 457,380 円（消費税抜き 415,800 円） 457,380 円
（消費税抜き415,800 円）

“ 営業用ベース
  パッケージ ”

センタードア（グライドドア・オート）
　　　　   ＋タコグラフ取付準備

22,000 円
（消費税抜き20,000 円）

38,500 円
（消費税抜き35,000 円）

165,000 円
（消費税抜き 150,000 円）

181,500 円
（消費税抜き165,000 円）

22,000 円
（消費税抜き20,000 円）

181,500 円
（消費税抜き165,000 円）

165,000 円
（消費税抜き 150,000 円）

181,500 円
（消費税抜き165,000 円）

165,000 円
（消費税抜き 150,000 円）

181,500 円
（消費税抜き165,000 円）

＋電動格納式補助ステップ 297,000 円
（消費税抜き270,000 円）

313,500 円
（消費税抜き285,000 円）

440,000 円
（消費税抜き 400,000 円）

456,500 円
（消費税抜き415,000 円）

297,000 円
（消費税抜き270,000 円）

456,500 円
（消費税抜き415,000 円）

440,000 円
（消費税抜き 400,000 円）

456,500 円
（消費税抜き415,000 円）

440,000 円
（消費税抜き 400,000 円）

456,500 円
（消費税抜き415,000 円）

センタードア（グライドドア・オート）
                    ＋タコグラフ

59,400 円
（消費税抜き54,000 円）

75,900 円
（消費税抜き69,000 円）

202,400 円
（消費税抜き 184,000 円）

218,900 円
（消費税抜き199,000 円）

59,400 円
（消費税抜き54,000 円）

218,900 円
（消費税抜き199,000 円）

202,400 円
（消費税抜き 184,000 円）

218,900 円
（消費税抜き199,000 円）

202,400 円
（消費税抜き 184,000 円）

218,900 円
（消費税抜き199,000 円）

＋電動格納式補助ステップ 334,400 円
（消費税抜き304,000 円）

350,900 円
（消費税抜き319,000 円）

477,400 円
（消費税抜き 434,000 円）

493,900 円
（消費税抜き449,000 円）

334,400 円
（消費税抜き304,000 円）

493,900 円
（消費税抜き449,000 円）

477,400 円
（消費税抜き 434,000 円）

493,900 円
（消費税抜き449,000 円）

477,400 円
（消費税抜き 434,000 円）

493,900 円
（消費税抜き449,000 円）

センタードア（折戸ドア・オート）
                    ＋タコグラフ取付準備

83,600 円
（消費税抜き 76,000 円）

100,100 円
（消費税抜き 91,000 円）

83,600 円
（消費税抜き 76,000 円）

センタードア（折戸ドア・オート）
                    ＋タコグラフ

121,000 円
（消費税抜き110,000円）

137,500 円
（消費税抜き125,000円）

121,000 円
（消費税抜き110,000円）

ー9,900 円
（消費税抜きー9,000円）


