
5,400円
（消費税抜き5,000円）

　

19,440円
（消費税抜き18,000円）

1.5L 2WD　＊14
19,440円（消費税抜き18,000円）

1.5L 4WD
25,920円（消費税抜き24,000円）

1.3L 2WD
25,920円（消費税抜き24,000円）

1.3L 2WD
11,880円

（消費税抜き11,000円）

1.5L 2WD　＊14
5,400円（消費税抜き5,000円）

1.5L 4WD
11,880円（消費税抜き11,000円）

トヨタ  プロボックス 主要装備一覧表

155/80R14 88/86N LTタイヤ
＆14×5Jスチールホイール
スペアタイヤ（車両装着タイヤ）
カラードバンパー（フロント［コーナー部］・リヤ）
アウトサイドドアハンドル
バックドアガーニッシュ
ドアサッシブラックアウト
UVカット機能付ウインドシールドガラス（熱吸合わせ・グリーン）
UVカットグリーンガラス

UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）
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）
フロントワイパー
 
リヤ間欠ワイパー
ドアミラー＊4

ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング［ロービーム］機能付）
コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）
フロントフォグランプ
リヤフォグランプ（左右）
バルブ式ハイマウントストップランプ　
アイドリングストップ機能
（Stop & Start System）
ばね上制振制御

非装着

ブラック塗装（樹脂フルキャップ付）
シルバー塗装（センターキャップ付）

フロントドア
リヤドア・リヤクォーター・バックドア

間欠
時間調整式間欠

電動格納式リモコン

電動リモコン

＊2

　

＊7
＊8

＊9

＊10

前席＋後席

メッキオーナメント付

シルバー塗装（シフトベゼル部）

ピアノブラック（リング部）
ファブリック（上級）

ニーパン

12,960円
（消費税抜き12,000円）

16,200円（消費税抜き15,000円）
カラード
カラード

カラード

16,200円（消費税抜き15,000円）
カラード
カラード

カラード

前席

11,880円（消費税抜き11,000円）

前席

11,880円（消費税抜き11,000円）

1.5L・2WDのみ
1.5L・2WDのみ ー56,160円（消費税抜きー52,000円）＊6

ガソリン車用
ガソリン車用

14,040円
（消費税抜き13,000円）

ハイブリッド車用
ハイブリッド車用

8,100円（消費税抜き7,500円）

14,040円
（消費税抜き13,000円）

10,800円（消費税抜き10,000円）

43,200円（消費税抜き40,000円）

運転席

14,040円
（消費税抜き13,000円）

前席：ファブリック／後席：塩ビ

塩ビ

ー12,960円（消費税抜きー12,000円）

運転席

14,040円
（消費税抜き13,000円）

前席：ファブリック／後席：塩ビ

塩ビ

ー12,960円（消費税抜きー12,000円）

　

10,800円（消費税抜き10,000円）

16,200円
（消費税抜き15,000円）＊3

　

10,800円（消費税抜き10,000円）

16,200円
（消費税抜き15,000円）＊3

タイヤ＆
ホイール

外装

ウインドゥ・
ミラー

ランプ

その他

インパネ
まわり

メーター・
モニター

ステアリング・
シフト

電源

空調

シート

収納

操作性

ナビ・
オーディオ

ラゲージ

■外装・メカニズム

■内装・快適性

1.5L（2WD・4WD）1.5L（2WD）
F GL DXコンフォート DXF GL DXコンフォート DX

1.5L（2WD・4WD）／1.3L（2WD）
ハイブリッド車 ガソリン車

●スタビライザー（フロント・リヤ）　●サイドドアビーム　●足踏み式パーキングブレーキ　●リヤウインドゥデフォッガー　●サイドターンランプ（クリアレンズ）　　全車標準装備

●サンバイザー（運転席・助手席／運転席チケットホルダー付）　●アシストグリップ（助手席・後席／後右席コートフック付）　●ドアアームレスト　●成形ドアトリム　　●ドアスカッフプレート　
●ドアポケット（運転席・助手席／助手席ボトルホルダー付）　●チルトステアリング　●ルームランプ　●イルミネーテッドエントリーシステム（ルームランプ）　●ラゲージルームランプ　
●シフトポジションインジケーター　●運転席カップホルダー　●運転席ロアポケット　　●買い物フック　●ブレーキウォーニング　●フューエル残量ウォーニング　●半ドアウォーニング　
●ランプ消し忘れウォーニング　●キー抜き忘れウォーニング　●フューエルリッドオープナー　●デジタルクロック　●ピラーアンテナ

全車標準装備

防眩インナーミラー
バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー
メッキ加飾

スピードメーター（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
ハイブリッドシステムインジケーター
エコドライブインジケーターランプ
3本スポークステアリングホイール
車速感応型電動パワーステアリング
ゲート式シフトレバー
アクセサリーソケット（DC12V・120W）
アクセサリーコンセント（AC100V・100W）
充電用USB端子
オートエアコン&プッシュ式ヒーターコントロールパネル
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
クリーンエアフィルター
サイドレジスター
シート表皮
フロントシート
（シートスライド＋リクライニング機構付）
シートヒーター（運転席）
運転席シート上下アジャスター  
リヤシート

インパネテーブル
インパネトレイ
マルチホルダー
ワイドフリーラック　
センターボックス（キー付）　
センターコンソールトレイ（カップホルダー付）
センターコンソール小物入れ
センタートレイ（ドリンクホルダー＋LED照明付）
デッキ
デッキサイドポケット
ワイヤレスドアロックリモートコントロール
（バックドア連動＋電波式＋アンサーバック機能付）
ドアキー連動電気式ドアロック（バックドア連動）
バックドアオープナー（電気式）
モードスイッチ（エコドライブモード・EVドライブモード）
2スピーカー
AM/FM（AUX端子付）

オーディオレス（カバーレス）
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー

センターレジスター／シフトロッド
ヒーターコントロールリング

上下調整式へッドレスト
一体式ヘッドレスト

前席＋後席

メッキオーナメント付

シルバー塗装（シフトベゼル部）

ピアノブラック（リング部）
ファブリック（上級）

ニーパン

12,960円
（消費税抜き12,000円）

シートバック一体可倒クッション引き起こし式
（クッション脱着機構＋分離式ヘッドレスト付）
シートバック一体可倒式

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）標準装備 販売店装着オプション

Toyota 
Safety 
Sense

先行車発進告知機能

ドライブスタートコントロール
VSC＆TRC
EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト
ECB（電子制御ブレーキシステム）
車両接近通報装置
ヒルスタートアシストコントロール
緊急ブレーキシグナル
チャイルドプロテクター（リヤドア）
SRSエアバッグ（運転席・助手席）
前席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）
後左右席ELR付3点式＋中央席2点式シートベルト
運転席・助手席シートベルト非着用警告灯＋リマインダー（警告音）　
WILコンセプトシート（運転席・助手席）

・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

非装着

非装着

＊4＊13

ー43,200円（消費税抜きー40,000円）

予防安全

衝突安全

セキュリティ・
その他

■安全

■その他

1.5L（2WD・4WD）1.5L（2WD）
F GL DXコンフォート DXF GL DXコンフォート DX

1.5L（2WD・4WD）／1.3L（2WD）
ハイブリッド車 ガソリン車

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］
タイヤ交換用工具
寒冷地仕様
（ヒーターリヤダクト・PTCヒーター＊12など）
　　　　　　　　　　　　　　

＊1

＊5

＊6＊11

＊11

＊1. ボディカラーがブラックマイカ〈209〉、ボルドーマイカメタリック〈3R9〉の場合、ドアサッシはボディ同色となります。
＊2. バックドアガラスの色は、リヤドアガラス、リヤクォーターガラスよりも薄いタイプとなります。
＊3. フロント時間調整式間欠ワイパーとリヤ間欠ワイパーはセットでメーカーオプション。　
＊4. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、ドアミラーは電動格納式リモコン（ヒーター付）となります。
＊5. リヤフォグランプは寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着可能です。　
＊6. Toyota Safety Sense非装着とアイドリングストップ機能非装着を同時に選択した場合、スピードメーターの仕様が異なります。
＊7. 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。
＊8. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W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。
＊9. センターコンソール小物入れには、飲み物など水分を含む物を収納しないでください。
＊10. オーディオレスを選択した場合のみ装着できます。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。
＊11. Toyota Safety Sense非装着と先行車発進告知機能非装着はセットでメーカーオプション。
＊12. PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient
＊13. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となり、DXコンフォートとDXの場合はフロント時間調整式間欠ワイパー＆リヤ間欠ワイ
　　　パーが装着されます。
＊14. アイドリングストップ機能非装着を選択した場合、寒冷地仕様の価格は、F・GLは11,880円（消費税抜き11,000円）、DXコンフォート・DXは25,920円（消費税抜き24,000円）となります。　
■「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＜（消費税込み）'18年11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。

Toyota Safety Sense


