


本書は、ピクシス エポックの正しい取り扱いかたや、
お手入れの方法などについて説明しているほか、
車を操作するうえで必ず守っていただきたいこと、
また、万一のときの処置についても記載しています。
安全で快適なカーライフをお楽しみいただくために、

ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは、トヨタ車をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

特に重要な事柄です。必ず読んでから操作、あるいは作業に取りかかってください。これらを
守らないと思わぬけがや事故につながったり、車を損傷するおそれがあります。

●車種によって取り扱い方法が異なる場合は、 車両型式やエンジン型式を確認したうえで操作
を行ってください。 車両型式、エンジン型式は本書の 「ご愛車に関するメモ」 にあらかじめ
記入しておくと便利です。

●保証および点検・整備については、別冊の 「メンテナンス ノート」 に記載していますので
お読みください。

●お車をゆずられる際は、 次のオーナーのために必ず本書を車に付けておいてください。
　●車の仕様変更により、本書の内容やイラストがお車と一部異なる場合がございますがご了承ください。
　●本書は別冊の 「メンテナンス ノート」 とともに、いつもお車に保管しておいてください。
　●ご不明な点は、 ご購入先のトヨタ販売店 （営業スタッフ） におたずねください。

本文中に記載されているマークの意味は下記の通りです。

ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命の危険
または、重大な傷害につながるおそれがあります。
お客様自身と周囲の人々への危険を避けたり減少させたりするため
必ずお読みください。

ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備
品の故障や破損につながるおそれや、正しい性能を確保できな
い場合があります。

機能の説明や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい
こと、知っておくと便利なことを説明しています。

オプション、またはグレードなどにより、装備の有無の異なる
項目です。

必読 ！ ドライバーのみなさまへ

安全についての表示マーク・その他の表示マーク

ご愛車のために



 

 

ご 愛 車 の メ モ 

車名および型式 
車名： 

型式： 

車台番号 

総排気量 

エンジン型式 

車体色（番号） 

トランスミッション オートマチック トランスミッション 

658 

KF- 型エンジン 

ネーム プレート 



 

 



 

 



 



 

       



 



 

       



 

オート エアコン装着車 マニュアル エアコン装着車 
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スライド レバー 

 



リクライニング 
レバー 

ストッパー 



シート リフター 
レバー 

 



ストッパー 



シート ベルト 
ハンガー 

シート バック 
フック 

 





異常 正常な経路 

 





異物等を 
入れない 

硬貨 ヘアピン 

砂 

プレート 

バックル 

 



ボタン 



 



 

質量グループ お子さまの体重 

グループ0 10㎏まで 

グループ0+ 13㎏まで 

グループ　 9～18㎏ 

グループ　 15～25㎏ 

グループ　 22～36㎏ 

 



 



質量グループ 

座席位置 

リヤ シート フロント シート 

左右席 助手席 

0（10㎏まで） 

0+（13㎏まで） 

× 

× 

UF 

UF＊2 

UF＊2 

U＊1 

U＊1 

U＊1 

U＊2 

U＊2 

　（9～18㎏） 

　（15～25㎏） 

　（22～36㎏） 

●記号の説明 
U 
 
 
UF 
 
 
× 
 
＊1 チャイルド シートを後向きに取り付けるときは、チャイルド シートの上端部が前席

背もたれに接するように前席の位置を調整してください。 
 
＊2 チャイルド シートを取り付けるシートのヘッド レストを取り外してください。 
 
表に記載されていないチャイルド シートを使用する場合は、チャイルド シート製造業者
または販売業者にご相談ください。 
チャイルド シートの装着に際しては、チャイルド シートの取扱説明書もご確認ください。 

 
：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのチャイ
ルド シートが取り付け可能です。 
 
：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向き
チャイルド シートが取り付け可能です。 
 
：チャイルド シートを取り付けることはできません。 
 



ECE R44/04
Universal
-18kg Y

E
12345678 E

法規番号 
カテゴリー 
体重範囲 

認可番号 

国番号 

 



質量グループ サイズ等級 
リヤ シート左右席 

固定具 
車両ISO FIX位置 

0（10㎏まで） 

キャリコット 

0+（13㎏まで） 

F ISO/L1 × 

G ISO/L2 × 

E ISO/R1 IL

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 × 

C ISO/R3 × 

D ISO/R2 × 

C ISO/R3 × 

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3

ー 

ー 

IUF

× 

× 

　（9～18㎏） 

　（15～25㎏） 

　（22～36㎏） 

 
●記号の説明 
IUF 
 
 
IL 
 
 
× 

 
 
：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのISO FIX
対応の前向きチャイルド シートのみ取り付け可能です。 

 
：この質量グループでの使用を許可された下記「ISO FIX対応チャイルド シートのリ
スト」に示す準汎用カテゴリーのチャイルド シートのみ取り付け可能です。 

 
：ISO FIX対応チャイルド シートを取り付けることはできません。 

●ISO FIX対応チャイルド シートのリスト 

質量グループ サイズ等級 固定具 カテゴリー ISO FIX対応チャイルド シート 

0（10㎏まで） 

0+（13㎏まで） 

E ISO/R1

E ISO/R1
トヨタ純正 NEO G-Child ISO BABY 準汎用 

表に記載されていないチャイルド シートを使用する場合は、チャイルド シート製造業者
または販売業者にご相談ください。 
チャイルド シートの装着に際しては、チャイルド シートの取扱説明書もご確認ください。 

 



サイズ等級 

ECE R44/04
Universal
-18kg Y

E
12345678 E

法規番号 
カテゴリー 
体重範囲 

認可番号 

国番号 

 



サイズ等級 固定具 仕様 

A

B

B1

C

D

E

F

G

ISO/F3

ISO/F2

ISO/F2X

ISO/R3

ISO/R2

ISO/R1

ISO/L1

ISO/L2

全高前向き幼児用チャイルド シート 

低型前向き幼児用チャイルド シート 

低型前向き幼児用チャイルド シート 
（B-ISO/F2と別形状のもの） 

大型後向き幼児用チャイルド シート 

小型後向き幼児用チャイルド シート 

後向き乳児用チャイルド シート 

左向き位置用チャイルド シート（キャリコット） 

右向き位置用チャイルド シート（キャリコット） 



 





プレート 

バックル 

 

 



ロッキング クリップ 

① 1段目 
② 4段目 

① ② 



テザー ベルト 

テザー ベルト 

 



固定バー 

トップ テザー アンカー 

切れ目 



 

 





 





縁石など 

深い穴や溝 

約20　 /h以下 

約30° 

約30° 

 





 

 





 





SRSエアバッグ 
コンピューター 

 



センサー 
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作動範囲 
ドア アウター ハンドル 
から約80cm以内 /
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作動範囲 
車両中心から周囲約3m以内 
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作動 部位 

LOCK時 

非常点滅灯 

ブザー 

UNLOCK時 

非常点滅灯 

ブザー 

アンサー バック 

1回 

2回点滅 

2回 

室内照明 

室内照明 約15秒間点灯 

1回点滅 

減光し、その後消灯 
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警告ブザー セキュリティ 
インジケーター 車内 車外 

何をしたときに 
鳴りましたか？ 

対処方法 

ドアを閉めたとき 電源が“ACC”、または
“ON”のときに、電子
カード キーを車外に持ち
出しています。 
電子カード キーを所持し
て乗車してください。 

フロント ドア アウター 
ハンドル、またはバック 
ドア アウター ハンドル
下側のスイッチを押した
とき 

電源が“ACC”、または
“ON”になっています。 
電源を“OFF”にして、
ドアを施錠してください。 

いずれかのドアが開いて
います。 
すべてのドアを閉めて、
施錠してください。 

電子カード キーを車内に
置き忘れています。 
電子カード キーを所持し
て、ドアを施錠してくだ
さい。 

車内の運転席ドアのロッ
ク レバーを施錠方向に押
し込み、運転席アウター 
ハンドルを引いたままド
アを閉めて施錠したとき 

電子カード キーを車内に
置き忘れています。 
電子カード キーを所持し
て、ドアを施錠してくだ
さい。 

電源を“OFF”にしたとき 電子カード キーの電池残
量が少なくなっています。 
新しい電池と交換をして
ください。 

運転席ドアを開けたとき 電源が“ACC”になって
います。 
電源を“OFF”にして、
ドアを閉めてください。 

電源を“OFF”にしたとき 運転席ドアが開いている
ためハンドル ロックがさ
れていません。 
運転席ドアを閉めてくだ
さい。 

電子カード キーの“LOCK”
ボタンを押したとき 

いずれかのドアが開いて
います。 
すべてのドアを閉めて施
錠してください。 

ピピピピピ 
（5回） 

ピッピッピッ 
（3回） 

高速点滅 

― ピーッ 
（1回） ― 

ピッピッピッ 
（3回） ― ― 

ピッピッピッ… 
（連続） ― ― 

/
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アウター ハンドル 

ロック レバー 
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インナー ハンドル ロック レバー 

施錠 解錠 
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燃料計 

オド／トリップ 
表示切り替え・リセット スイッチ 

オド メーター／ 
トリップ メーター／ 
マルチ インフォメーション 
ディスプレイ 

オートマチック シフト 
インジケーター 

スピード メーター 

エコ ドライブ 
アシスト照明 



オートマチック シフト 
インジケーター 

燃料計 スピード メーター 

エコドライブ アシスト 
ディスプレイ 

ディスプレイ 
表示切り替えスイッチ 

オド／トリップ 
表示切り替え・リセット スイッチ 

セキュリティ 
インジケーター 

エコ ドライブ 
アシスト照明 

エコ ドライブ 
アシスト照明 

オド メーター／ 
トリップ メーター／ 
マルチ インフォメーション 
ディスプレイ 

 





積算距離計 

トリップ メーターA 
 

トリップ メーターB

エコ ドライブ アシスト 
照明の表示設定 

照 度 調 整 

：短押し 
：長押し（1秒以上） 

アイドリング ストップ 
時間 

アイドリング ストップ 
積算時間 

平 均 燃 費 計 

 



dSP OFF

表示 
eco IDLEによるアイドリング 
ストップ中の自動表示 

dSP On

しない 

する 



エコ ドライブ アシスト照明 

ILL OFF

表示 エコ ドライブ中の照明色変化 

ILL On

橙色のまま 

橙色　黄色　緑色 

エコ ドライブ アシスト照明 

ILL OFF

表示 エコ ドライブ中の照明色変化 

ILL On

青色のまま 

青色　水色　緑色 

 

 



明るさ 

明るい 

暗い 

表示 照度レベル 

レベル3

レベル2

レベル1

レベル4

発電状態表示 外気温 

航続可能距離 

節約燃料 
表示 

外気温 

航続可能 

セーブ 

セーブ 

On OFF

外気温 

航続可能距離 

節約燃料表示 

節約燃料表示 
（積算） 

発電状態表示の 
設定 

：短押し 
：長押し 
（1秒以上） 



 





OFF

表示 
発電状態表示の 

“CHARGE”と矢印回転点灯 

On

しない 

する 

 



エコ ドライブ アシスト照明 

エコ運転 
度合 

エコ運転 
度合 

照明色 

高 低 

橙色 黄色 緑色 

エコ ドライブ アシスト照明 

エコ運転 
度合 

エコ運転 
度合 

照明色 

高 低 

青色 水色 緑色 



 





 





 





 





 





 



ホーン スイッチ 

フロント ワイパー・ウォッシャー 
スイッチ  

ヘッドランプ 
マニュアル 
レベリング 
スイッチ 

リヤ ウインド 
デフォッガー 
スイッチ 

リヤ ワイパー・ウォッシャー 
スイッチ 

ライト スイッチ 
方向指示スイッチ 

エンジン スイッチ 

非常点滅灯 
スイッチ 

オート エアコン装着車 マニュアル エアコン装着車 

VSC&TRC OFF 
スイッチ 

eco IDLE 
OFFスイッチ 

リヤ ウインド 
デフォッガー 
スイッチ 



OFF スイッチ 

スイッチ位置 

ライト 
前照灯 

車幅灯 
番号灯 
尾灯 

OFF ー 

点灯 

点灯 

ー 

ー 

点灯 

レバー 

レバー 

 



ダイヤル 



乗車や荷室の 
積載状況 

ダイヤル位置 

2WD

運転席のみ乗車時 0

運転席と助手席に乗車時 0

4名乗車時 1.5

4名乗車で荷室満載時 3.5

運転席のみ乗車で 
荷室満載時 

4.5

4WD

0

0

1.5

3

3.5

レバー 

 





OFF

MIST

INT

LO

HI

レバー 

OFF 停止 

INT 間欠作動 

LO 低速作動 

HI 高速作動 

MIST 一時作動 

レバー 

 



ON

OFF

ツマミ 

ウォッシャー液 
噴射位置 

OFF
ウォッシャー液 
噴射位置 

ON

ツマミ 



作動表示灯 

作動表示灯 

 





 





LOCK

位置 はたらき 

ACC

ON

START

・ 電源“OFF”エンジン停止 
キーを抜き差しする位置です。
キーを抜くとハンドルがロック
されます。 

・ 電源“ON”エンジン始動 
エンジンを始動するときの位置
です。手を離すと自動的に“ON”
の位置に戻ります。 

・ 電源“ACC”エンジン停止 
オーディオが聞ける位置です。 

・ 
 
・ 

電源“ON”エンジン停止 
すべての電装品が使用できます。 
電源“ON”エンジン回転 
通常走行中の位置です。 

 





作動表示灯 

プッシュ ボタン 
スタート スイッチ 

作動 
表示灯の色 

はたらき 

消灯 

橙色 

橙色 

消灯 

エンジンの 
状態 

停止 

停止 

停止 

回転中 

電源の 
状態 

OFF

ACC

ON

ON 通常走行中の状態です。 

すべての電装品が使用できます。 

オーディオが聞ける状態です。 

ハンドルがロックされ、キー フリー システムの通信を開始し
ます。 

 



発信機 

作動範囲 



 





 



ボタン 



 





確認 

右足
で 

ブレ
ーキ
ペダ
ル 

 





 



シフト レバー 
ボタン 



シフト ロック 
解除ボタン 

 



シフト レバー 
ボタン 

レンジ 

レンジ 

レンジ 

レンジ 

レンジ 

駐車するとき、エンジンを始動
するとき、およびキーを抜くと
きの位置 

車を後退させるときの位置 
（車が完全に止まってから入れ
てください） 

一時停止などで動力を伝えない
位置 

通常の走行をする位置［前進］ 
（速度に応じて無段階で自動的
に変速されます） 

上り坂や下り坂を走行するとき
の位置［前進］ 
（エンジン ブレーキが必要な
ときの位置） 

急な上り坂や下り坂を走行する
ときの位置［前進］ 
（強いエンジン ブレーキが必
要なときの位置） 

レンジ 



ブレーキ ペダルを踏みながら 
シフト レバー ボタンを押して 
動かします。 

シフト レバー ボタンを押して 
動かします。 

そのまま動かします。 

P

R

N

D

S

B

 





 





 





 



緑色に点灯 

 

アイドリング 

ストップ 

消灯 エンジン再始動 

ブレーキ ペダルから足を離す 



 





 





 

 





 



表示灯 

OFFスイッチ 



 





 



 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



※ ※ 

※はタイプ別装備 



内外気切り替えレバー 

温度調整レバー 

吹き出し口切り替え 
ダイヤル 

ファン スイッチ 

エアコン スイッチ 

ダイヤル 

吹き出し口 

（　 ）は特に風量の少ないものを示します。 

 



低温 高温 



内気循環 

外気導入 

外気をしゃ断している状
態です。トンネルや渋滞
など外気が汚れていると
きや早く冷暖房したいと
き、外気温度が高いとき
の冷房効果を高めたいと
きにお使いください。 

外気を導入している状態
です。通常はこの位置で
お使いください。 

 



作動表示灯 



 



①   
② 低温側 
③ 外気導入 

④ お好みの位置 
⑤ ON

①   
② 高温側 
③ 外気導入 

④ お好みの位置 
⑤ OFF



①   
② お好みの位置 
③ 外気導入 

④ お好みの位置 
⑤ ON

①   
② お好みの位置 
③ 外気導入 

④ お好みの位置 
⑤ ON

①   
② お好みの位置 
③ 外気導入 

④ お好みの位置 
⑤ OFF

 



※ ※ 

※はタイプ別装備 



AUTOスイッチ 

内外気切り替えスイッチ 

MODEスイッチ 
（吹き出し口切り替え用） 

フロント デフロスター 
スイッチ 

表示部 

エアコン スイッチ OFFスイッチ 

温度調整スイッチ ファン調整スイッチ 

表示 

吹き出し口 

（　 ）は特に風量の少ないものを示します。 

 





 



作動表示灯 



 





 



表示部 

① 操作不要 
② OFF 
③ お好みの温度 
④ ON

⑤ 操作不要 
⑥ 操作不要 
⑦ お好みの設定 
⑧ 操作不要 



表示部 

① 操作不要 
② ON 
③ お好みの温度 
④ OFF

⑤ 操作不要（外気導入) 
⑥ お好みの風量 
⑦ 操作不要 
⑧ 操作不要 

 



表示部 

① 
② OFF 
③ お好みの温度 
④ OFF

⑤ 外気導入 
⑥ お好みの風量 
⑦ OFF 
⑧ 操作不要 

日射センサー 



内気センサー 

 





 





 





ディスプレイ部 

① 電源ボタン 
② 音量調整ボタン 

② 

① 

 



① AM/FMボタン 
② チューニング ボタン 

③ プリセット ボタン 
④ オート プリセット ボタン 

ディスプレイ部 ② 

① 

③④ 



 





 



① CD/AUXボタン 
② トラック ボタン 
③ CD取り出しボタン 

ディスプレイ部 CD挿入口 ② 

① 

③ 



 



ラベル面を上に 



内容と処置 

CDが汚れているときや裏返しに 
なっているとき、また対応してい
ないCDが挿入されたときに表示さ
れます。CDを確認してください。 
何らかの原因でCDプレーヤー
が作動しないときに表示されま
す。挿入されているCDを取り
出してください。 

CDプレーヤーに過剰な電流が
流れて作動しないときに表示さ
れます。挿入されているCDを
取り出してください。 

CDプレーヤーの温度が高くな
り、作動しないときに表示され
ます。温度が下がるまで、しば
らくそのままお待ちください。 

メッセージ 

 



① “時”調整ボタン 
② “分”調整ボタン 
③ 時刻合わせボタン 

ディスプレイ部 

電源ボタン 

③ ① ② 



 



ディスプレイ部 

① CD/AUXボタン 
② AUX端子 

① ② 



 



OFF

ON

DOOR

電源 
室内照明／ 

エコ ドライブ アシスト照明 

ON 消灯 

約15秒間点灯後に消灯 

消灯 

ACC 
または 
OFF

ON



運転席 
ドア ロック 

室内照明／ 
エコ ドライブ アシスト照明 

施錠 消灯 

解錠 約15秒間点灯後に消灯 

施錠 消灯 

ドア 
室内照明／ 

エコ ドライブ アシスト照明 

全閉 

いずれか開 

全閉 

消灯 

点灯 

約15秒後に消灯 
 



チケット ホルダー 



カード ホルダー 

レバー 

 





 





 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



タイヤ パンク応急修理セット けん引フック 

ジャッキ ハンドル 
ジャッキ 

ホイール ナット レンチ 
2WD車 4WD車 

タイヤ パンク応急修理セット けん引フック 

ジャッキ ハンドル ジャッキ 
ホイール ナット レンチ 



 



リヤ サスペンション ビーム 



ジャッキ ハンドル 

ホイール ナット レンチ 

 



車両前側 

ラジエーター 
サポート 
（ジャッキ アップ不可） 

ガレージ ジャッキ 
セット位置 

2WD車（車両の下から見た位置） 

車両前側ガレージ ジャッキ セット位置 

車両後側 

リヤ サスペンション 
ビーム 
（ジャッキ アップ不可） 

車両後側ガレージ ジャッキ セット位置 

車両前側リジッド ラック セット位置 

車両前側 

車両後側リジッド ラック セット位置 

車両後側 

車両前側 車両後側 



車両前側 

ラジエーター 
サポート 
（ジャッキ アップ不可） 

ガレージ ジャッキ 
セット位置 

4WD車（車両の下から見た位置） 

車両前側ガレージ ジャッキ セット位置 

車両後側 

車両後側ガレージ ジャッキ セット位置 

車両後側 車両前側 

車両前側リジッド ラック セット位置 

車両前側 

車両後側リジッド ラック セット位置 

車両後側  





 



発炎筒 



 



5m以内 

25m以内 

白布（30   四方以上） 

けん引方向 



カバー 

布など 
ドライバーなど 

 



タイヤ パンク応急修理剤 
注入ホース 
タイヤ空気充填用コンプレッサー 
バルブ コア回し 
予備バルブ コア（ムシ） 
速度制限シール 
取扱説明書 



4　以上 リム部 

リム部 

 



注入ホース 
キャップ 

バルブ コア回し 

キャップ 



バルブ コア回し バルブ コア（ムシ） 

栓 

注入ホース 

バルブ コア回し バルブ コア（ムシ） 

 



ホース 

アクセサリー ソケット 

電源プラグ 
空気圧ゲージ 

スイッチ 

最大5分 

リム ビード 



口金 

 



空気圧ゲージ 

スイッチ 



 





（　端子） 

（　端子） 

（　端子） 
（他車） 

（ボルト） 

 





 



下部ツメ 

上部ツメ 

下部ツメ 



ツメ 

 



ラベル位置 

グローブ ボックス裏側 

(ETCS)
10A

HORN/HAZ
10A
AM2
7.5A

(AM1)
5A
D/L
15A

POWER B
20A

ECU IG2
5A

E/G
10A

IG1/BACK
5A

(SEAT HTR)
10A

ECU IG1
7.5A

SOCKET
15A
ACC
5A

(H-LP HI RH)
10A

(H-LP HI LH)
10A

BACK UP
5A

(RR WIPER)
10A

WASHER
15A

FR WIPER
25A

POWER IG

30A

TAIL
10A

DOME
5A

(ECU-B)
10A

(A/C)

(DEFOG2)
5A

5A

DEFOG1
15A

(FOG RH)
7.5A

(FOG LH)
7.5A

STOP
1 0 A

(ST)
7 . 5 A

EF
I

1
5

A

( S
TR

LO
CK

)
2

0
A

( P
SB

LH
)

2
0

A

(PSB RH)
2 0 A

(ABS)
3 0 A

BACK UP
1 5 A

(A/C)
1 0 A

(EPS)
4 0 A

(ABS)
4 0 A

(PWR)
3 0 A

HEATER
4 0 A

RAD
3 0 A

AM2
3 0 A

(HALOGEN
H-LP LO RH)

1 0 A

(HALOGEN
H-LP LO LH)

1 0 A

(DISCHARGE
H-LP LO RH)

1 5 A

(DISCHARGE
H-LP LO LH)

1 5 A



ヒューズ 
プラー 

ヒューズ プラー 

（正常） （切れているとき） 

 





タイプ   W（ワット）数 

後退灯 16 T16

ランプ 
電球（ バルブ ） 

前面方向指示灯 兼 非常点滅灯 

後面方向指示灯 兼 非常点滅灯 

60/55

番号灯 

21

前照灯 

5

21 T20（アンバー） 

T10

S25（アンバー） 

ルーム ランプ 8 T10

H4

車幅灯 5 T10

 





布など 

布など 

布など 

 



クリップ 



 



クリップ 

フェンダー ライナー 



ボルト 

クリップ 

後面方向指示灯  
兼 非常点滅灯 

後退灯 
 



クランプ 



突起部 溝 
布など 

ドライバーなど 

 



ノブ フック 



解錠 

施錠 
車両前側 

解錠 

施錠 
車両前側 

 



電子カード キー 
スイッチ 

スイッチ 

メイン キー 



 



インジケーター 



グリップ 

ドライバー 

カバー 

モジュール 

電池 

 



突起部 

布など 
ドライバーなど 



電池 

 



3秒以上押す、または3連打する 
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注入口 

ブレーキ  フルード 
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項　　　　　　　　目 サービス データ 

0.5～3.0

800

NGK デンソー 

77.0以上（2WD車）、79.1以上（4WD車） 

1.5

点火プラグ 

ファン ベルト 

アイドリング回転数（rpm） 

ブレーキ ペダル 

駐車ブレーキ 

バッテリー 

ウォッシャー タンク 

プラグ型式 

メーカー 

ILKR6F11 
（イリジウム プラグ） 

SXU20HPR11 
（イリジウム プラグ） 

遊び（　） 

たわみ量（　）押力98N{10     }時 

（踏力294N{30　  }時） 
床板とのすき間（　） 

容量（　） 

容量（　） （無鉛ガソリン使用） 

7.6～9.3（点検時） 

点検位置 

30（2WD車）、34（4WD車） フューエル タンク 

M-42

引きしろ（操作力196N{20　  }時） 4～7ノッチ 



   

項　　　　　　　　目 サービス データ 

トランスミッション 
オイル 

トランスファ オイル 

交換時期 

交換時期 

使用オイル 

使用オイル 

50,000kmごと 

交換時期 100,000kmごと　 

 約0.57

 約2.4（ドレン）、 約5.7（全容量） 

交換量（　） 

交換量（　） 

交換量（　） 

0W-20は新車時に充填されている、最も省燃費性に優れるオイルです。 

シビア コンディション条件での定期交換の場合 
詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。 

＊1 

＊2

エンジン オイル 

オイル フィルター 
（オイル クリーナー） 

 

オイル交換時 

オイルとオイル フィルター 
（オイル クリーナー）交換時 

使用オイルと交換時期 

約2.7

10,000kmごと（5,000kmごと＊2） 

約2.9

トヨタ純正CVTフルードTC

トヨタ純正ハイポイド ギヤ オイルSX SAE85W-90 
（API分類GL-5） 

・トヨタ純正モーター オイルSAE0W-20＊1 
（API分類SN/RC、ILSAC規格GF-5） 

・トヨタ純正モーター オイルSAE5W-30 
（API分類SN/RC、ILSAC規格GF-5） 

・トヨタ純正モーター オイルSAE0W-20 
（API分類SM/EC、ILSAC規格GF-4） 

・トヨタ純正モーター オイルSAE5W-30 
（API分類SM/EC、ILSAC規格GF-4） 

6か月ごとまたは、10,000kmごと（5,000kmごと＊2）の 
どちらか早い方 



冷却水 
（除くリザーバー タンク） 

交換時期 

使用液 

規定濃度（％） 

2年ごと（初回は3年） 

約2.8

30（寒冷地50） 

全容量（　） 

項　　　　　　　　目 サービス データ 

ブレーキ オイル 

エア クリーナー エレメント 

2年ごと（初回は3年） 

40,000kmごと（20,000kmごと＊） 

使用オイル 

交換時期 

交換時期 

シビア コンディション条件での定期交換の場合 
詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。 

＊ 

交換量（　） 

リヤ 
デファレンシャル  

オイル 

30,000kmまたは2年（初回は3年） 

使用オイル 

交換時期 

約0.81

トヨタ純正スーパー ロングライフ  クーラント 

トヨタ純正ブレーキ フルード2500H

トヨタ純正ハイポイド ギヤ オイルSX SAE85W-90 
（API分類GL-5） 

1.6以上 

タイヤ サイズ タイヤの溝の 
深さ（　） 

155/65R14

前　輪 

一般 高速 一般 高速 

後　輪 
タイヤ ローテーション 

時期 

タイヤ空気圧 
（空車時：    　 　 　） 

5,000kmごと 260{2.6}

 



 



 



 

 





 





 





 





 





本書は、ピクシス エポックの正しい取り扱いかたや、
お手入れの方法などについて説明しているほか、
車を操作するうえで必ず守っていただきたいこと、
また、万一のときの処置についても記載しています。
安全で快適なカーライフをお楽しみいただくために、

ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは、トヨタ車をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

特に重要な事柄です。必ず読んでから操作、あるいは作業に取りかかってください。これらを
守らないと思わぬけがや事故につながったり、車を損傷するおそれがあります。

●車種によって取り扱い方法が異なる場合は、 車両型式やエンジン型式を確認したうえで操作
を行ってください。 車両型式、エンジン型式は本書の 「ご愛車に関するメモ」 にあらかじめ
記入しておくと便利です。

●保証および点検・整備については、別冊の 「メンテナンス ノート」 に記載していますので
お読みください。

●お車をゆずられる際は、 次のオーナーのために必ず本書を車に付けておいてください。
　●車の仕様変更により、本書の内容やイラストがお車と一部異なる場合がございますがご了承ください。
　●本書は別冊の 「メンテナンス ノート」 とともに、いつもお車に保管しておいてください。
　●ご不明な点は、 ご購入先のトヨタ販売店 （営業スタッフ） におたずねください。

本文中に記載されているマークの意味は下記の通りです。

ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命の危険
または、重大な傷害につながるおそれがあります。
お客様自身と周囲の人々への危険を避けたり減少させたりするため
必ずお読みください。

ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備
品の故障や破損につながるおそれや、正しい性能を確保できな
い場合があります。

機能の説明や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい
こと、知っておくと便利なことを説明しています。

オプション、またはグレードなどにより、装備の有無の異なる
項目です。

必読 ！ ドライバーのみなさまへ

安全についての表示マーク・その他の表示マーク

ご愛車のために
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