■トヨタ ノア“MULTI UTILITY”主要装備一覧表
MULTI UTILITY
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
特別仕様車Si“W×B Ⅲ”
Si
X
205/60R16タイヤ＆6Jアルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック）
（樹脂フルキャップ付）
195/65R15タイヤ＆6Jスチールホイール
スペアタイヤ
（応急用タイヤ）
＊1
11,000円（消費税抜き10,000円）
専用エアロパーツ
（フロント大型バンパー[スモークメッキ加飾付]＋フロント
フェンダー＋リヤ大型バンパー＋リヤスポイラー＋大型サイドマッドガード）
フロントグリル
スモークメッキ
カラード＋メッキモール
アウトサイドドアハンドル
メッキ
カラード
バックドアガーニッシュ・リヤコンビネーションランプガーニッシュ
スモークメッキ
メッキ
（メッキ）
W×B専用エンブレム
MUロゴデカール
アイドリングストップ機能
（Stop & Start System）
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ＋リヤディスクブレーキ
4WD車
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ＋リヤドラムブレーキ
2WD車
クルーズコントロール
スーパーUVカット・IRカット
（フロントドア）
＊2
UVカットグリーンガラス
機能＋撥水機能付

標準装備
架装装備
タイヤ＆
ホイール

外装
外装・メカニズム

エンジン・
メカニズム

（スライドドア＊3・リヤクォーター） スーパーUVカット機能付
UVカット機能付プライバシーガラス
ウインドゥ オート電動格納式リモコンカラードドアミラー
メッキ
＊4＊5
・ミラー （サイドターンランプ付）
ツインムーンルーフ
（フロントチルト＆リヤ電動スライド/
121,000円
サンシェード＋挟み込み防止機能付）
＊6
（消費税抜き110,000円）
リヤアンダーミラー

Toyota Safety Sense

予防
安全
安全

衝突
安全
視界

メーター

（歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/
・プリクラッシュセーフティ
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
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）
]＊7

オプティトロンメーター
（メーター照度コントロール付）

マルチインフォメーションディスプレイ

49,500円（消費税抜き45,000円）
スモークメッキ
エクステンション
黒艶塗装
（カバー）

ブラックエクステンション

ハイグレード

4.2インチTFTカラー／ピアノ

ステアリング 3本スポークステアリングホイール
センタークラスターパネル
ゲート式シフトレバー
インパネ
・ドアまわり インサイドドアハンドル
（フロント・リヤ）
フロントドア
ドアトリムオーナメント
スライドドア
イルミネーテッドエントリーシステム
（ルームランプ）
照明・
ルームランプ
（フロントパーソナル・センター・リヤ）
電源
アクセサリーソケット
（DC12V・120W/1個）
＊11
蓄冷エバポレーター付フロントオートエアコン
（左右独立温度コントロール）
プッシュ式フロントヒーターコントロールパネル
空調

（消費税抜き41,000円）
45,100円
＊8

2WD車
4WD車

S-VSC
S-VSC＋アクティブトルクコントロール4WD協調制御
＋
SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）
＊6
SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）
＋
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フロントフォグランプ
リヤフォグランプ
（右側のみ/バンパー取付）
＊9

4.2インチTFTカラー
ブラック塗装（フード）
本革巻き＋黒木目加飾付
本革巻き
ピアノブラック塗装
本革巻きシフトノブ
本革巻きシフトノブ
（黒木目加飾付）
メッキ

ウレタン
ブラック

ブラック
ファブリック巻き

合成皮革巻き

LED

3.5インチモノクロ＊8

エンジンスイッチ

イグニッションキー＊10

ピアノブラック塗装

リヤオートエアコン
（リヤクーラー＋リヤヒーター）

ブラック
＊12

リヤクーラー
「ナノイー」
シート表皮

エアロ専用ファブリック
／消臭機能付

ファブリック

内装・快適性

シート・ 6:4分割チップアップリヤシート
（ロングスライド＋リクライニング＋格納
マット
式センターボックス[カップホルダー2個＋オープンボックス＋フック付]）
MU専用シートカバー（フロント・リヤ）
（フロント・リヤ）
MU専用フロアマット
（オーク木目調）
＋床下収納＊1
MU専用フロア
タイダウンフック
（4個）
ハンガーフック
収納・
クォータートリムカバー
ラゲージ
マルチユースボード
・レジャー
エアスリープマット
ロッドホルダー
サイクルホルダー
スマートエントリーシステム
（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック
機能付）
＋プッシュスタートシステム＋スマートキー2個 ＊13＊14
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＊14

専用シート表皮
（合成皮革
＋ファブリック＆ホワイト
ステッチ/消臭機能付）

38,500円
（消費税抜き35,000円）
＊10

62,700円
ワンタッチスイッチ付パワー
＊15
（消費税抜き57,000円）
62,700円
（両側）
＊14
スライドドア
（デュアルイージー デュアル
（消費税抜き57,000円）
60,500円
クローザー＋挟み込み防止
＊16
（消費税抜き55,000円）
機能付）
助手席側
キーロック操作
パワースライドドア予約ロック機能
スマートロック操作
＊10
バックドアイージークローザー
T-Connect SDナビゲーションシステム＋ノア・パノラミック
ライブサウンドシステム＊17【ナビ】高精細8型ワイドディスプ
レイ
（タッチ式）、FM 多重 VICS 、T-Connect【オーディオ】
Blu-ray 、DVD 、CD 、SD 、AM/FM 、サウンドライブラリー
379,500円
（消費税抜き345,000円）
ナビゲー ＊18、USB/AUX（音声）入力端子、地上デジタルTV、8スピー
【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー＋
ション・ カー（4chアンプ）
、
音声認識、
インテリジェントパーキングアシスト
（広
オーディオ オーディオ）
角カラーバックガイドモニター＋イージーセット機能付）
＊7
オーディオレス
（カバーレス）
6スピーカー
4スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ＊19
オーディオレスカバー
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー＋PCTヒーター
23,100円
その他
69,300円（消費税抜き63,000円）＊12
＊21
＊20など）
（消費税抜き21,000円）
操作性

＊1.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、床下収納の中にスペアタイヤ
（カバー
撥水機能付となります。 ＊3.スライドドアのガラスには両端部分
付）
が搭載されます。 ＊2.寒冷地仕様を選択した場合、
に後席用サンシェードと合わせて遮光するドット
（遮光セラミック）
を採用しています。 ＊4.4WD車の助手席側は補助
ヒーター付となります。 ＊6.ツインムーンルーフまたはSRS
確認装置付となります。 ＊5.寒冷地仕様を選択した場合、
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のみ、
運転席にアシストグリップが1個装着されます。
また、SRSカーテンシールドエアバッグは3列シート車と同じ範囲で展開します。 ＊7.字光式ナンバープレートは同時
マルチインフォメーションディスプレイは
装着できません。 ＊8.インテリジェントクリアランスソナーを選択した場合、
4.2インチTFTカラーとなります。 ＊9.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。 ＊10.スマートエントリーシス
テム＋プッシュスタートシステムを選択した場合、
イルミネーテッドエントリーシステムはエンジンスイッチ＋ルームランプ
となります。
また、
パワースライドドア予約ロック機能にスマートロック操作が追加されます。 ＊11.120W以下の電気製
品をご利用ください。
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
リヤオートエアコン＜44,000円（消
ください。 ＊12.寒冷地仕様とリヤオートエアコンはセットでメーカーオプション。
＞は単独選択可能です。 ＊13.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
費税抜き40,000円）
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。 ＊14.ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア装着車はスマートキーまたはワイヤレスキーに運転席側
スライドドア開閉スイッチが追加されます。 ＊15.スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステムと同時装着す
る場合の価格です。
両側のパワースライドドアで予約ロック機能のスマートロック操作が可能となります。 ＊16.スマート
エントリーシステム＋プッシュスタートシステムを同時装着しない場合の価格です。
パワースライドドア予約ロック機能は
あらかじめ
キーロック操作のみとなります。 ＊17.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、
受信機に装着されています。 ＊18.SDカードが別途必要となります。 ＊19.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。 ＊20.PTC［自己温度制御システム］:Positive
Temperature Coefficient ＊21.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
上を図っております。
なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。 ＊22.特別仕様車Si“W×B Ⅲ”、Siは
（新
寒冷地仕様を選択した場合、
フロントのみとなります。 ＊23.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
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。 ＊24.ゾーン表示機能はマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。 ＊25.ステアリン
音声認識・ハンズフリー通話ス
グスイッチは、
メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、
イッチが装着されます。
また、
オーディオ操作は、
メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム、販売店装
着オプションのT-Connect ナビ10インチモデル・9インチモデルを選択した場合に操作可能となり、販売店装着オプ
エントリーナビ、USB/CDチューナーを装着した場合は、音量のみ操作可能と
ションのT-Connect ナビ7インチモデル、
なります。
■主要装備一覧表につきましてはベース車両のページをあわせてご参照ください。 ■「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。
（消費税10％込み）
ʼ20年10
■MULTI UTILITY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＜
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。
「ナノイー」および「 nanoe 」
マーク
■“ブランノーブ ® ”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。 ■「 nanoe 」、
は、パナソニック株式会社の商標です。 ■“Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソ
シエーションの商標です。 ■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。

【その他の全車標準装備】
●タイヤパンク応急修理キット＊1 ●スタビライザー（フロント・リヤ）●エアスパッツ
（フロント・リヤ）
＊22 ●エコドライブモードスイッチ ●UVカット・IRカット機能付ウインドシールドガラス
（グリーン合わせ）●後席用サンシェード ●ドライブスタート
＋SRSニーエアバッグ（運転席）●緊急ブレーキシグナル ●コンライト
（ライト自動点灯＋消灯システム/オートマチックハイビーム対応）●防眩インナーミ
コントロール ●EBD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 ●SRSエアバッグ（運転席・助手席）
（リヤ左右席）
＊23 ●LEDハイマウントストップランプ ●WILコンセプトシート
（運転席・助手席） ●サンバイザー（バニティミラー［運転席・助手席］
＋照明［運転席・助手席］
＋チケットホルダー
［運転
ラー ●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
（オーディオ＋マルチインフォメーションディスプレイ）
＊25 ●7速スポーツシーケンシャルシフトマチック ●助手席シートバックポケット ●助手席
席］付）●エコドライブインジケーター（ランプ＋ゾーン表示機能＊24付）●充電用USB端子（インパネ2個）●ステアリングスイッチ
（助手席1・後席2・ラゲージ2）
＊6 ●大型アシストグリップ
（センターピラー左右）●チャイルドグリップ
（センターピラー左右）●LEDダウンライト ●運転席ロアボックス＋カードホル
シートバックテーブル
（カップホルダー2個付）●助手席大型オープントレイ ●アシストグリップ
（イモビライザーシステム）
［国土交通省認可品］など
ダー ●盗難防止システム

