
トヨタ コースター 主要装備一覧表  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 メーカーオプションの価格は価格表をご覧ください。

■全車標準装備

●スペアタイヤ（車両装着タイヤ）　●排気ブレーキ　
●セーフティサイドロアウインドウ　●ラゲージドア＊31　●ラゲージルームランプ＊31　
●フューエルリッドオープナー　●センタードアステップランプ　
●ヘッドランプレベリング機能（マニュアル）　
●間欠式フロントウインドウワイパー　●間欠式リヤウインドウワイパー＊31　
●ハイマウントストップランプ　●リヤホイール灯　●フロント＆サイドアンダーミラー　
●リヤアンダーミラー　
●オプティトロンメーター（タコメーター・メーター照度コントロール付）　
●イルミネーティッドエントリーシステム（イグニッションキー照明）　
●マルチインフォメーションディスプレイ　●アクセサリーソケット
●チルト＆テレスコピックステアリング　●パワーステアリング　
●大型デジタルクロック　●運転席シートアンダートレイ　●大型ドアポケット　
●手すり（乗降口右側）　●フロントヒーター　●運転席・助手席カップホルダー
●アシストグリップ（リヤシートバックボード付／運転席側ピラー付／助手席側窓付）
●スピーカー（運転席1＋後席4）　●キー抜き忘れ防止ウォーニング　●バックブザー
●運転席シートベルト非装着警告灯（点滅式・ブザー）　　●12Vバッテリー（2個）　
●フューエル残量ウォーニング　●サイドリフレクター　●ランプ消し忘れウォーニング　
●盗難防止システム（イモビライザー）　　●排出ガス浄化装置堆積モニター　
●AdBlue®残量計　●消火器　●タイヤ交換用工具　など

●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。

＊1.レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。
＊2.センタードア（グライドドア・オートまたは折戸ドア・オート）とアクセルインター 

ロックはセットでメーカーオプションとなります。
＊3.電動格納式補助ステップを選択した場合、手すり（乗降口左側）が装着されます。
＊4.センタードア（グライドドア・オート〔電動格納式補助ステップ付〕）とステップカバー

（マット）はセットでメーカーオプションとなります。
＊5.センタードア（折戸ドア）、“営業用ベースパッケージ”を選択した場合、29人乗りと 

25人乗りはパワードアロックが非装着となり、24人乗り、21人乗りおよび13人乗りは
運転席側フロントドアとバックドアにパワードアロックが装着されます。

＊6.センタードア（折戸ドア）を選択した場合、パワードアロックは運転席側フロントドアと 
バックドアに装着されます。

＊7.バックドアにもパワードアロックが装着されます。　
＊8.寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。　
＊9.バックドア左側扉のみの装着となります。　
＊10.寒冷地仕様と熱線ヒーター付電動格納式助手席リモコンワイドビューミラーは 

セットでメーカーオプションとなります。
＊11.“営業用ベースパッケージ”の場合、手動インナーミラーになります。
＊12.“営業用ベースパッケージ”を選択した場合、アクセルインターロックは非装着となります。
＊13.タコグラフ取付準備は、配線および取付用ブラケットが装着されます。 

なお、メーカーオプション価格は〈0円〉となります。
＊14.トリコット（上級）のシート表皮を選択した場合、ヘッドレスト表皮（運転席）は  

トリコットとなります。
＊15.トリコット（標準）のシート表皮を選択した場合、ヘッドレスト表皮（運転席）は 

ビニールレザーになり、アームレスト（運転席）は装着されません。 
また、シートポケット／フックは非装着となります。

＊16.ビニールレザーシート表皮を選択した場合、冷蔵庫は装着できません。　
＊17.ビニールレザーシート表皮と補助シートを同時選択した場合、 

補助シートはビニールレザーとなります。
＊18.29人乗り、25人乗りの最後列シートは固定シートとなります。また、助手席側２列目

シートも固定式となります。
＊19.補助シートを選択した場合、乗車定員が4名増となります。また、補助シート装着車

は架装扱いとなるため、持込み登録となります。
＊20.冷蔵庫を選択した場合、助手席のリクライニング機構は非装着となります。 

また、24人乗りは最前列2人掛けシートに補助シート（はね上げ式）が追加され、
29人乗り、21人乗りおよび13人乗りは乗車定員が1名減となります。また、助手席
のシートポケット/フック/カップホルダー（バックボード付）、またはカップホルダー

（バックボード付）は非装着となります。
＊21.法規により助手席のカーテンは装着されません。  

また、バックドア装着車の場合、リヤカーテンは非装着となります。
＊22.お客様表示板は助手席サンバイザーとの交換になります。　
＊23.“営業用ベースパッケージ”の24人乗り、21人乗りおよび13人乗りまたは、 

センタードア（折戸ドア・オート）を選択した場合はLED灯が装着されます。
＊24.センタードア（折戸ドア）と同時装着できません。　
＊25.ディスクによっては再生できない場合があります。　
＊26.販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。 
＊27.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。
＊28.寒冷地仕様車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。　
＊29.リヤウインドウデフォッガーがセットで装着されます。
＊30.“営業用ベースパッケージ”を選択した場合、★印の装備（折戸ドア専用３段式ドアステップ、

アクセルインターロック）は装着できません。詳しくは、営業スタッフにおたずねください。
＊31.24人乗り、21人乗りおよび13人乗りの場合、ラゲージドア、ラゲージルームランプ、

間欠式リヤウインドウワイパーは非装着となります。
● “レンタカーパッケージ”“営業用ベースパッケージ”はグレード名称ではありません。
● “ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。
●AdBlue®は、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

グレード PREMIUM CABIN EX GX LX
ボディタイプ ロングボディ 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-WB N04C-WA N04C-WB N04C-WA N04C-WA N04C-WA N04C-WB N04C-WA N04C-WA N04C-WA
乗車定員 21人乗り 29人乗り 24人乗り 29人乗り 29人乗り 29人乗り 24人乗り 25人乗り 13人乗り 29人乗り 24人乗り 25人乗り 13人乗り

タイヤ＆ 
ホイール

215/70R17.5-118/116N LT（前後）　スチールホイール（センターキャップ付） （センターキャップレス） （センターキャップレス）（センターキャップレス）
アルミホイール（センターキャップ付）

予防安全

Toyota 
Safety 
Sense＊1

プリクラッシュセーフティ ［歩行者（昼）検知機能付／ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式］
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

VSC［車両安定制御システム］＆TRC［トラクションコントロール］
EBD［電子制動力配分制御］付ABS＋ブレーキアシスト
ヒルスタートアシストコントロール
コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）

衝突安全
SRSエアバッグ（運転席・助手席）
ELR付3点式 
シートベルト

運転席・助手席 プリテンショナー&フォースリミッター機構付
リヤシート（補助シートはELR付2点式）

外装

フロントドア 運転席側 ウインドウ上下ブラックアウト
運転席側 ウインドウ上下ボディ色

フロントパネル ブラックアウト
ボディ色

センタードア

グライドドア（オート）〈開閉予告ブザー・挟み込み防止機能&イージークローザー付〉 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2
電動格納式補助ステップ  ＊3 ＊4 ＊4 ＊4

グライドドア（手動）

折戸ドア オート〈開閉予告ブザー・挟み込み防止機能付〉 ＊2＊5 ＊2＊6 ＊2＊5
手動 ＊5 ＊6 ＊5

折戸ドア専用 3段式ドアステップ  ★
バックドア〈観音扉〉（バックドアオープンストッパー・パワードアロック）+リフレクター付リヤバンパー
折りたたみ式バックステップ
パワードアロック＜運転席側フロントドア＋センタードア（グライドドア）＞ ＊5 ＊7 ＊7 ＊7 ＊7 ＊7 ＊7
ウインドシールドUVカットグリーンガラス ティンテッド ティンテッド ティンテッド ティンテッド ティンテッド
サイドウインドウガラス 

（スライド）
濃色グレー（ブラックサッシ＆UVカット機能付）
UVカットグリーン（シルバーサッシ付）

助手席ウインドウ UVカットグリーンガラス（ブラックサッシ付）

リヤウインドウUVカットグリーンガラス 上部ブラックアウト
上部ボディ色

サイドプロテクションモール

視界

ハロゲンヘッドランプ＆フォグランプ
リヤフォグランプ（右側のみ） ＊8
リヤウインドウデフォッガー（タイマー式） ＊9 ＊9 ＊9 ＊9 ＊9 ＊9

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 ＊10
電動格納式

電動リモコンインナーミラー ＊11 ＊11 ＊11

操作性 アクセルインターロック ★ ＊12 ＊12 ＊12 ＊2 ＊12 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2
タコグラフ取付準備 ＊13

空調

オートエアコン（ダイヤル式） リヒート機能付 リヒート機能付 リヒート機能付
マニュアルクーラー（レバー式）

リヤヒーター ダクト式2個・オート
床置2個 オート オート マニュアル マニュアル マニュアル

パワーヒーター ＊8
換気扇

シート

ハイバックシート（リヤシート・助手席）

シート表皮

ブランノーブ®（スエード調）＋合成皮革
トリコット（上級）＋合成皮革
トリコット（上級） ＊14 ＊14 ＊14
トリコット（標準） ＊15 ＊15 ＊15
ビニールレザー ＊16 ＊16 ＊16＊17

リヤシート

リクライニング機構 ＊18
補助シート（はね上げ式） シートバック上下スライド式 シートバック上下スライド式 シートバック上下スライド式 シートバック上下スライド式 シートバック上下スライド式 ＊19 ＊19
シートポケット／フック／カップホルダー（バックボード付）
カップホルダー（バックボード付） ＊15 ＊15 ＊15

運転席・助手席

リクライニング機構（運転席はシートスライド付） ＊20

ヘッドレスト表皮 
（運転席）

トリコット＋合成皮革 ブラック ブラウン
トリコット ＊14 ＊14 ＊14
ビニールレザー ＊15 ＊15 ＊15

アームレスト（運転席） ＊15 ＊15 ＊15

内装

ルームラック（トレイタイプ・運転席側）
PREMIUM CABIN専用 通路＆足元カーペット
カーテン（サイド・リヤ） ＊21
ラゲージルームセパレーター
ロープフック

サンバイザー
ビニールレザー（運転席）
ビニールレザー（助手席）
ビニールレザー（運転席）＋お客様表示板 ＊22

室内灯 LED灯 バックドア連動＊23 バックドア連動＊23 バックドア連動＊23 バックドア連動＊23 ＊23 バックドア連動＊23 ＊23 バックドア連動＊23
白熱灯 バックドア連動 バックドア連動 バックドア連動 バックドア連動 バックドア連動 バックドア連動

フロントスポットランプ
PREMIUM CABIN専用 充電用USB端子（右窓側・3箇所）
冷蔵庫 ＊20 ＊16 ＊16
ステップカバー（マット） ＊4 ＊4 ＊4
傘立て ＊24 ＊24

オーディオ 
＆ 

ビジュアル 
システム

CD・AM/FM（USB/AUX端子付） ＊25
オーディオレス（カバーレス）＋バックカメラ ＊26
オーディオレス（カバーレス）＋バックカメラ＋後席ディスプレイ（17.5インチ） ＊26
トヨタ純正ナビゲーションシステム ＊27
オーディオレスカバー

その他

室内用マイク1本＋マイクアンプ
寒冷地仕様 ＊10＊28 ＊29 ＊29 ＊29 ＊29 ＊29 ＊29
“レンタカーパッケージ”
“営業用ベースパッケージ” ＊5＊30 6AT車 6AT車 6AT車 6AT車 6AT車


