
トヨタ ピクシス ジョイ 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

F
 Gターボ “SA Ⅲ ” G“SA Ⅲ ”

X
“SA Ⅲ ”プライム

コレクション
プライム

コレクション
2WD/4WD

■タイヤ＆ホイール・足まわり・メカニズム
165/55R15タイヤ 15×4.5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ）

15×4.5Jアルミホイール
スタビライザー フロント

リヤ 2WD
■外装
デザインフィルムトップ 
＜ルーフ/ルーフサイド/リヤスポイラー：
Dラッピング（成型PVC貼付）＞＊1＊2

クリスタル調/ホワイト 44,000円（消費税抜き40,000円）

カーボン調/ワインレッド 44,000円（消費税抜き40,000円）
フロントグリル（メッキ）
車名エンブレム
メッキバンパーガーニッシュ（フロント）
メッキバンパーモール付カラードバンパー（フロント/リヤ）
メッキサイドロッカーモール
バックドアガーニッシュ（メッキ）
ドアアウターハンドル（メッキ）
リヤクォーターピラーパネル
UVカット機能付フロントドアガラス
スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス ＊3 ＊3
コンフォータブルパック〈スーパーUVカット・IRカット機能付
フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルター〉 
 

13,200円
（消費税抜き12,000円）

＊3

13,200円
（消費税抜き12,000円）

＊3

シルバールーフレール ＊2 22,000円（消費税抜き20,000円）
■視界
カラードドアミラー オート格納式（キーフリー連動） 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

オート格納式ヒーテッド（キーフリー連動）＊4 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

Bi-Beam LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能・LEDクリア
ランスランプ付）
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）
LEDフォグランプ
リヤコンビネーションランプ（3Dエフェクト・LEDストップランプ）
■操作性・計器盤
プッシュボタンスタート
キーフリーシステム〈イモビライザー（国土交通省認可品）機能付・
リクエストスイッチ付（運転席/助手席/バックドア）〉  ＊5
ステアリング
ホイール

革巻き（メッキオーナメント・シルバー加飾付）
ウレタン（メッキオーナメント付）

D assist切替ステアリングスイッチ
自発光式2眼メーター
マルチインフォメーションディスプレイ （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・ecoリーフゲージ・平均燃費・
航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告 )  

インパネセンター
シフトノブ

本革（シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付）
ウレタン（メッキシフトレバーボタン付）

チルトステアリング
運転席シート上下アジャスター
■安全装備
衝突回避支援システム“スマートアシストⅢ”〈衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・
対歩行者）・衝突警報機能（対車両・対歩行者）・車線逸脱警報機能・誤発進抑制
制御機能（前方・後方）・先行車発進お知らせ機能・オートハイビーム〉     ＊6
VSC&TRC
デュアルSRSエアバッグ
SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）
ABS（EBD機能付）
ヒルホールドシステム
ウインドシールドデアイサー ＊4
■空調
スーパークリーンエアフィルター ＊3 ＊3
クリーンエアフィルター
リヤヒーターダクト ＊4 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

■■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

F
Gターボ “SA Ⅲ ” G“SA Ⅲ ”

X
“SA Ⅲ ”プライム

コレクション
プライム

コレクション
2WD/4WD

■内装
インテリア
アクセント
カラー シルバー

インパネガーニッシュ（シルバー）・ファブ
リックドアトリム表皮（シルバー）・サイドエ
アコンレジスターベゼルリング（シルバー）

ブラウン
インパネガーニッシュ（ブラウン/ショート
ヘアライン柄）・レザー調ドアトリム表皮

（ブラウン）・サイドエアコンレジスターベゼル
リング（シルバー）

バーガンディ
インパネガーニッシュ（バーガンディ/ショー
トヘアライン柄）・レザー調ドアトリム表皮

（バーガンディ）・サイドエアコンレジスター
ベゼルリング（シルバー）

22,000円
（消費税抜き20,000円）☆1

22,000円
（消費税抜き20,000円）☆1

オーディオパネル ファインブラック ☆1
ブラック

センタークラスター プレミアムシャインシルバー
プレミアムシャインブラック

ドアアームレスト プレミアムシャインシルバー ☆1
プレミアムシャインブラック

エアコンセンターレジスターフレーム（メッキ）
メッキエアコンレジスターノブ ☆1
カップホルダーシンボル照明（助手席） ☆1
インパネアッパーボックス（助手席）
フロントパーソナルランプ LED
ルームランプ LED
助手席大型シートアンダートレイ
大容量深底ラゲージアンダーボックス（デッキボード固定フック付） ＊7
■シート
リヤシート機構 左右分割ロングスライド（240mm）

左右分割リクライニング&可倒
シート表皮 フルファブリック（スエード調）

レザー調（ブラック）
運転席/助手席シートヒーター ＊4
■ナビ・オーディオ
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊8
純正ナビ装着用アップグレードパック

（ステアリングスイッチ、16cmリヤスピーカー、
ツィーター、バックカメラ） ＊6＊9

22,000円
（消費税抜き20,000円）

22,000円
（消費税抜き20,000円）

■その他
セキュリティアラーム ＊10
ウォームパック 

 

 

 ＊4

2WD 
22,000円

（消費税抜き20,000円）

2WD 
33,000円

（消費税抜き30,000円）

2WD 
22,000円

（消費税抜き20,000円）

2WD 
33,000円

（消費税抜き30,000円）

4WD 
11,000円

（消費税抜き10,000円）

4WD 
22,000円

（消費税抜き20,000円）

4WD 
11,000円

（消費税抜き10,000円）

4WD 
22,000円

（消費税抜き20,000円）

＊1. ボディカラーによって、デザインフィルムトップの色が異なります。
＊2. デザインフィルムトップ選択時のみ、シルバールーフレールを選択できます。
＊3. スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルターは「コンフォータブルパック」としてセットでメーカーオプションとなります。
＊4. 2WD車はオート格納式ヒーテッドカラードドアミラー（キーフリー連動）、運転席/助手席シートヒーター、ウインドシールドデアイサー、リヤヒーターダクトが、4WD車は運転席/助手席シートヒーター、ウインドシールドデアイサーが

「ウォームパック」としてセットでメーカーオプションとなります。なお、F Gターボ“SA Ⅲ”プライムコレクション、F G“SA Ⅲ”プライムコレクションには運転席/助手席シートヒーターが標準装備です。
＊5. 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、販売店にご相談ください。
＊6. 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
＊7. 2WD車と4WD車では形状・容量が異なります。
＊8. 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。
＊9. 「純正ナビ装着用アップグレードパック」は、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
＊10. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
＊11. ボディカラーのブラックマイカメタリック〈Ｘ07〉を選択した場合、ボディ同色となります。
＊12. 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。
☆1. インパネガーニッシュ（バーガンディ/ショートヘアライン柄）、レザー調ドアトリム表皮（バーガンディ）、サイドエアコンレジスターベゼルリング（シルバー）、オーディオパネル（ファインブラック）、ドアアームレスト（プレミアムシャインシル
バー）、メッキエアコンレジスターノブ、カップホルダーシンボル照明（助手席）は「インテリアアクセントカラー（バーガンディ）」としてセットでメーカーオプションとなります（セット内容はグレード別に異なります）。

■「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。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’ 20年3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。
■プライムコレクション、“SAⅢ”はグレード名称ではありません。

■全車標準装備　●スペアタイヤレス＆タイヤパンク応急修理キット　●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ　●UVカット機能付ガラス（ウインドシールド/リヤドア/バックドアウインドゥ）　●スモークドガラス（リヤドア/バック
ドアウインドゥ）　●メッキベルトラインモール　●ピラーブラックアウト ＊11　●ルーフアンテナ（可倒式）　●リヤスポイラー　●防眩ルームミラー　●オートライト　●ハイマウントLEDストップランプ　●メッキガーニッシュ付
サイドターンランプ　●ヘッドランプ自動消灯システム　●車速感応式間欠フロントワイパー（エアロワイパーブレード）　●リバース連動リヤワイパー　●電動式パワーステアリング　●パワーウインドゥ（全ドアスイッチ照明付・運転席
挟み込み防止機構付）　●フューエルリッドオープナー　●パワードアロック（全ドア）　●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ　●衝突安全ボディ　●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー（後席）　
●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロント３点式ELRシートベルト　●リヤ3点式ELRシートベルト　●エマージェンシーストップシグナル　●燃料残量警告灯　●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音（運転席/助手席）　
●オートエアコン（プッシュ式）　●フロントコンフォートベンチシート　●足踏式パーキングブレーキ　●助手席シートバックポケット　●メッキインナードアハンドル　●メッキシフトゲートリング　●ラゲージルームランプ　
●アクセサリーソケット（12V）　●格納式アシストグリップ（助手席/後席［右側：コートフック付］） 　●運転席サイドトレイ　●インパネロアポケット　●インパネアンダートレイ（運転席）　●インパネセンタートレイ　●カップホル
ダー（前席） ［運転席：掘り込み式/助手席：ワンプッシュ式オートオープン］　●ドアポケット（フロント/リヤ）&ボトルホルダー（リヤ）　●グローブボックス（ランプ付）　●フロントセンターアームレスト（ボックス付）　●オーバーヘッドコン
ソール　●買い物フック（フロント/助手席シートバック）　●フットレスト　●サンバイザー〈バニティミラー（運転席/助手席）・チケットホルダー（運転席）〉　●オーディオレス　●16cmフロントスピーカー　●寒冷地仕様 ＊12　など


