
トヨタ JPN TAXI（ジャパンタクシー） 主要装備一覧表

＊1. タイヤ扁平率の異なる185/60R15タイヤ＆15×5½Jスチールホイールの設定もございます（ただし、耐摩耗性は一般乗用車並みとなります）。詳しくは販売店に
おたずねください。 ＊2. 車高アップパッケージを選択した場合、タイヤサイズは185/65R15となります。 ＊3. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キット
は非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。  ＊4. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊5. フロントフォグランプはLEDタイプ、ハロゲン
タイプの2種類あります。詳しくは販売店におたずねください。  ＊6. 寒冷地仕様を選択した場合のみ、販売店装着オプションのリヤフォグランプを装着可能です。 
＊7. 寒冷地仕様を選択した場合、電動リモコンフェンダーミラーはヒーター付となります。  ＊8. シート背面とシートサイドに塩ビレザーを使用しています。 ＊9. スロープ
No.2使用時はスロープNo.1と連結が必要です。  ＊10. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient  ＊11. 寒冷地仕様は、寒冷地での使
用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・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標準装備となります。  ＊12. 後席右側は固定式の窓
となります。  ＊13. 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。
■「メーカーオプション」「設定あり」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。 ■「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。 ■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。

匠（上級グレード） 和（標準グレード）
外装
足
ま
わ
り

185/65R15タイヤ＆15×5½Jアルミホイール＋センターオーナメント ＊1 ＊2  切削光輝＋グレーメタリック塗装
55,000円（消費税抜き50,000円）

＿

185/65R15タイヤ＆15×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ） ＊1 ＊2  スーパークロムメタリック塗装 シルバーメタリック塗装
スペアタイヤ（応急用タイヤ） ＊3  11,000円（消費税抜き10,000円） 11,000円（消費税抜き10,000円）

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントバンパー（3分割）  ボディ色（中央部ブラック塗装） 素地
リヤバンパー（3分割） ボディ色 素地
フロントグリル メッキ＋ブラック塗装 シルバー塗装＋素地
ウインドシールドグリーン合わせガラス（高遮音性ガラス・IRカット機能付）
フロントドアガラス（スーパーUVカット機能・IRカット機能付）
リヤドアプライバシーガラス（スーパーUVカット機能・IRカット機能付） 遮音性ガラス
リヤクォータープライバシーガラス（UVカット機能付） 厚板ガラス
バックドアソフトプライバシーガラス
リヤ左側サイドプロテクションモール ボディ色＋メッキ ＿
バックドアガーニッシュ メッキ 素地
アウトサイドドアハンドル メッキ 素地

安全装備

予
防
安
全

Toyota Safety Sense 
・プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー＋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
先行車発進告知機能
ヒルスタートアシストコントロール
車両接近通報装置
ドアオープンランプ
インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］ ＊4 28,600円（消費税抜き26,000円） 28,600円（消費税抜き26,000円）
S-VSC

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）

視
界

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）
＋LEDクリアランスランプ＋LEDデイライト

＿

ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋クリアランスランプ ＿
コンライト（ライト自動点灯・消灯システム） ＿
リヤコンビネーションランプ リヤランプ付
フロントフォグランプ ＊5
リヤフォグランプ ＊6
電動リモコンフェンダーミラー ＊7 メッキ 素地

操作性
計器盤 マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチTFTカラー）

操
作
系

助手席側パワースライドドア（イージークローザー・挟み込み検知機能付/コントロールスイッチ付）
ウレタン3本スポークステアリングホイール サテンメッキ加飾 ブラック
ステアリングスイッチ（ハザード＋マルチインフォメーションディスプレイ操作）
シフトレバー＆ノブ サテンメッキ加飾 ブラック
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）

内装

シ
ー
ト

合成皮革シート表皮 ステッチ付 ＊8
運転席6ウェイマニュアル&助手席4ウェイマニュアル（タンブル機能付）シート
運転席ヘッドレスト（上下調整式）＋助手席ヘッドレスト（鞍型［格納式］）
＋リヤヘッドレスト（固定式）
後席6：4分割チップアップシート
リヤシートヒーター ＿

車
い
す
用
装
備

スロープNo.1
スロープNo.2 ＊9
車いす固定ベルト（2本）
前側車いす固定ベルト（2本）
車いす乗員用延長シートベルト（1本）

イ
ン
テ
リ
ア

サイドレジスター クロムメッキ加飾 ブラック
パワーウインドゥスイッチベゼル（助手席・リヤ左側） サテンメッキ加飾 イエロー
リヤドアトリムオーナメント 合成皮革＋ステッチ付＋サテンメッキ調加飾 イエロー
センター・リヤピラーアッパーガーニッシュ 植毛 素地
リヤドアトリムロア カーペット材 素地
シートバックアシストボード（運転席［充電用USB端子2個付］・助手席）
乗降用アシストグリップ（後席左側）
アシストグリップ（後席左右／つり革タイプ） 
チャイルドグリップ（後席左側）
インサイドドアハンドル（運転席・助手席・リヤ右側） サテンメッキ加飾 ブラック
ドアプルハンドル（助手席・リヤ右側） サテンメッキ加飾 イエロー
料金トレー

空
調

オートエアコン（クリーンエアフィルター付）＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル
天井サーキュレーター サテンメッキ加飾 ＿

「ナノイー」（運転席・助手席）
照
明

日報灯・リヤルームランプ（ドア連動）・リヤ読書灯（左右2灯）
リヤ足元イルミネーション

 
 匠（上級グレード） 和（標準グレード）

その他

オ
ー
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ィ
オ

2スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー

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］
LPG燃料冷却装置
寒冷地仕様（ヒーター付フェンダーミラー・ウインドシー
ルドデアイサー・PTCヒーター＊10など） ＊11 19,800円（消費税抜き18,000円） 19,800円（消費税抜き18,000円）
車高アップパッケージ ＊2

【その他の標準装備】●タイヤパンク応急修理キット＊3 ●足踏み式パーキングブレーキ ●スタビライザー（フロント） ●EBD（電子制動力配分制御）付
ABS＆ブレーキアシスト ●ハイマウントストップランプ（LED式） ●チャイルドプロテクター（後席右側のみ） ●ドライブスタートコントロール ●緊急ブレーキ
シグナル ●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付・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（左右席プリテンショナー＆フォースリミッター機構付/左右席LED照明付） ●フロント・リヤシートベルトリマインダー ●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） ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式） ●間欠リヤワイパー ●防眩インナーミ
ラー ●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付） ●デジタル時計（オーバーヘッドコンソール部） ●チルトステアリング ●電動パワーステアリング（車速感応
型） ●パワーウインドゥ（運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付）＊12 ●ドアキー連動電気式ドアロック（バックドア連動） ●アジャスタブルシートベルトアン
カー（運転席） ●ドアアームレスト（運転席） ●ベルトリーチャー ●運転席ドアポケット（ボトルホルダー付） ●ドアスカッフプレート ●リヤヒーターダ
クト ●フロントコンソールボックス（コンソールサイド収納付） ●サンバイザー（運転席チケットホルダー＋バニティミラー付） ●デッキボード ●アクセサリーソ
ケット（DC12V・120W）＊13 ●フューエル残量ウォーニング（警告灯） ●半ドアウォーニング ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●ランプ消し忘
れウォーニング ●工具（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチなど） ●ラゲージトレイ ●デッキフック ●リヤ席シートベルト非着用警告灯 など

 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  設定あり（ご注文時にご指定ください）


