AQUA

トヨタのサポカーS〈ワイド〉特別仕様車

S “Style Black”

CHROME Door Handles /
CHROME Rear Hatch Handle / Stylish Black INTERIOR
Intelligent Clearance Sonar /
Toyota Safety Sense / Smart Entry & Start System /
IR _ Blocking Green _Tinted Glass in Front Windows ,etc

Jul.2019

特別仕様車 S

QUA

“Style Black ”
PiPiPi!

もっと安全に。もっと便 利にスタイリッシュに。
インテリジェントクリアランスソナー、Toyota Safety Sense、
スマートエントリー＆スタートシステムを
特別装備したSグレード登場。

特別仕様車S“Style Black”
は
「セーフティ
・サポートカーS〈ワイド〉」です。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉
（サポカーS〈ワイド〉）は、政府
が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。
自動（被害軽減）
ブレーキ
（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速
抑制装置＊1 、車線逸脱警報＊2 、先進ライト＊3などの安全運転を
支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全を
サポートします。
＊1. マニュアル車は除く
＊ 2. 車線維持支援装置でも可
＊ 3. 自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう
■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信
せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。
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SA FET Y

詳しくはP07をご覧ください。

踏み間違えても衝突回避を
最優先にサポート。

歩行者
（昼間）
との衝突回避支援
も含む、
3つの先進安全機能。

インテリジェントクリアランスソナー

Toyota Safety Sense

［パーキングサポートブレーキ
（静止物）］
8 つのソナーが静止物を検知し、

自動
（被害軽減 ）ブレーキが作動。

• プリクラッシュセーフティ
• 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

センサーイメージ図

”
。ボディカラーのダークブルーマイカ
〈8 S6 〉
は特別設定色。内装色は特別設定色のブラック。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のソナーの検知範囲はイメージです。
Photo: 特別仕様車 S“Style Black（ベース車両は
S）

自動（被害軽減 ）
ブレーキ！

DR I V I NG SU PPORT

C OM FORT

B L AC K I N T E R I O R

夜間走行の安全をサポート
LEDヘッドランプ。

キーを出さずに施錠・解錠できて便利。
クルマの始動もワンプッシュ。

上質感あふれるブラックでまとめられた、
スタイリッシュな室内空間。

（運転席・助手席・バックドア/
スマートエントリー

専用LEDヘッドランプ＋フロントターンランプ

（車名ロゴ付/マニュアルレベリング機能付）

ハザードアンサーバック機能付/スマートキー2本）

＆スタートシステム

AQUA S “Style Black”
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More

Cool
Design
エクステリアを美しく
引き立てるメッキ加飾。
グレードアップした上質な
ブラックインテリア。
クールなデザインをまとった、
大人の感性に響く
スタイリッシュ・アクアです。
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”
。ボディカラーのダークブルーマイカ
〈8 S6 〉
は特別設定色。内装色は特別設定色のブラック。
Photo：特別仕様車 S“Style Black（ベース車両は
S）

The “Style Black”
name is derived from
the stylish black interior,
which features
upgraded black interior
elements (synthetic
leather trim on the
dashboard/ piano-black
surrounds for power
window switches)
and seats upholstered
in black fabric.

AQUA S “Style Black”
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Special
Equipment

01

ファブリックシート表皮

（消臭・ 防汚・撥水機能付/
ブラック・シルバーステッチ）
シート表皮（メイン・サイド）に特殊加工を
施すことで、不快な臭いを抑制。室内環境
をよりクリーンに保ちます。
また、シミや汚れ
の付着を抑え、落ちやすくする防汚機能と、
水を弾く撥水機能を備えています。
■アンモニア消臭試験結果（社内測定値）

100

Black Interior

S“Style Black”

（%）

のシート表皮は

約 95%

臭いをカット

5%
0

初期臭気

01

02

2 時間後の臭気

臭気成分をアンモニア〔汗など〕で消臭性能
テストを実施。2 時間後には約 95% の臭気
をカットし、消臭効果を実現しています。
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インパネ助手席オーナメント

（合成皮革巻き・シルバーステッチ）
/サイドレジスターリング
（シルバー塗装）
03 シフトノブ
（上部ブラック加飾）
04

パワーウインドゥスイッチベース

（ピアノブラック加飾 /
運転席・助手席）
05

運転席アームレスト

06

メッキアウトサイドドアハンドル

07

メッキバックドアガーニッシュ

08

専用ホイールキャップ

（ブラック加飾）

■装備類の詳しい設定につきましては、主要装備
一覧表をご覧ください。
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04

05

06

07

08

”
Photo：特別仕様車 S“Style Black（ベース車両は
。内装色は特別設定色ブラック。■写真は販売店
S）
装着オプションの T-Connect ナビ 9 インチモデル、

専用クラスターパネル、専用フロアマット装着イメ
ージです。詳しくは販売店におたずねください。
■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯し
たものです。実際の走行状態を示すものではありません。

ACCESSORY

販売店装着オプションをセレクトして、あなただけの S“Style Black”
へ
フロアマット（特別仕様車用）
〈A0GD〉
17,280円（消費税抜き16,000円）
インテリアカラーブラックに合わせた
ブラックのフロアマットです。
■写真は運転席側 ■トヨタ純正フロアマットは難燃性・
耐久性等、
車両同等の品質基準をクリアしています。
■他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
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トヨタ純正用品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。詳しくは販売店におたずねくだ
さい。■価格は取付費を含まない、メーカー希望小売価格＜
（消費税 8％込み）ʼ19 年 7 月現在のもの＞で参
考価格です。■価格、取付費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。
■トヨタ純正用品について保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場
で商品をトヨタ車に取り付けた日
（販売した日）から 3 年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が
60,000km までとなります。■この他にも販売店装着オプションを多数ご用意しています。詳しくは AQUA
ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。

Comfort

スマートエントリー
（運転席・助手席・
バックドア/ハザードアンサーバック機能付/
スマートキー2本）＆スタートシステム
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日 焼 け の 原 因 とな る 紫 外 線 を
99%＊1カットするフロントドアグリーン
ガラスに、赤外線
（ IR ）カット機能を
特別装備。

■スマートエントリー＆スタートシステムの室外検知エリア
（ドアロックの解錠・施錠 ）は左右
フロントドア・バックドアのドアハンドルから半径約 0.7 〜 1.0m、室内検知エリア
（ハイブリッド
システムの起動 ）
は前席・後席となります。
注意 : 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詳しく
は販売店にご相談ください。
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ナビレディパッケージ

・バックカメラ＋6 スピーカー

リバース連 動 機 能は 後 退 時にシフトポジ
ションと連 動し、リヤタイヤ付近を映し、オ
ート格納機能はドアの施錠・解錠に連動し、
ドアミラーが自動で格納・復帰します。

Safety

■ナビ本体は含まれません。別途、販売店
装 着オプションのナビゲーションシステム
装着が必要です。

踏み間違えても衝突回避を最優先にサポート。
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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）
］

作動イメージ図

01.

02.

ハイブリッドシステム出力抑制

低速走行時

PiPiPi!

に
（15km/h 以下 ）

ブレーキ制御

自動ブレーキ！

PiPiPi!

静止物へ接近した場合
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UV CUT!
IR CUT!

＊1.トヨタ自動車
（株 ）
調べ。

リバース連動機能付（助手席側）
オート電動
格納式リモコンカラードドアミラー（サイドターン
ランプ＋ヒーター付）
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IR〈赤外線〉
カット機能付
フロントドアグリーンガラス

■インテリジェントクリアランスソナー［パーキング
は自動
（被害軽減 ）
サポートブレーキ
（ 静止物 ）］
ブレーキが働くシステムですが、必ず止まることを約束
するものではありません。 ■道路状況、車両状態およ
び天候状態等によっては作動しない場合があります。
また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する
場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。
■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。
必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。

歩行者
（昼間）
との衝突回避支援も含む、
3つの先進安全機能。

Toyota Safety Sense
ぶつからないをサポート。

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 ）

はみ出さないをサポート。

レーンディパーチャーアラート

※

夜間の見やすさをサポート。

オートマチックハイビーム

※車線逸脱警報

前のクルマの発進をお知らせ。 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 ）］
「 Toyota Safety Sense 」について、詳しくはベース車両カタログ P34 -35 をご覧ください。

BODY COLOR

ホワイ
トパールクリスタル
＊1
シャイン〈070〉

シルバーメタリック〈1F7〉

内外配色一覧表
■標準設定
■メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）
■特別設定

シルバーメタリック〈1F7〉

スーパーレッドⅤ〈3P0〉
ダークブルーマイカ〈8S6〉

スーパーレッドⅤ〈3P0〉

ダークブルーマイカ〈8S6〉
特別設定色

価格表
シート表皮
内装色

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊ 1

ブラックマイカ〈209〉

ブラックマイカ〈209〉

特別仕様車 S
“ Style Black ”
ブラック（ファブリック）
ブラック

特別仕様車 S “ Style Black ”
メーカー希望小売価格＊ 2

2,049,840 円

（消費税抜き1,898,000 円）
北海道地区メーカー希望小売価格＊ 3

2,060,640 円

（消費税抜き1,908,000 円）

＊1. ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070 〉はメーカーオプション＜ 32,400 円
（ 消費税抜き
30,000 円）＞となります。 ＊2. 沖縄地区は価格が異なります。 ＊3. 北海道地区の価格には寒冷
（消費税 8％込み）ʼ19 年 7月現在のもの＞
地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格＜
で参考価格です。車両の登録時期が ʻ19 年 10 月以降の場合、消費税率 10％が適用され、ʻ19 年
月以前の場合、
消費税率
が適用されます
。価格、
取付費は販売店が独自に定めています
9
8%
タイヤ交換
ので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、
用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、
「メーカーオプション」
「メーカー
税金
（除く消費税 ）
、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■
パッケージオプション」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。■ボディカラーおよび内装色は撮影、
印刷インキの関係で実際
リサイクル料金
（9,420 円
の色と異なって見えることがあります。 ■自動車リサイクル法の施行により、
が別途必要となります。
詳しくは、
取扱い販売店におたずねください。
＜ʼ19 年 7月時点の金額＞）

AQUA S “Style Black”
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トヨタ アクア 特別仕様車 S “ Style Black ” 主要装備一覧表

メーカーパッケージオプション一覧表

■特別装備 ■標準装備 ■メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）
■メーカーパッケージオプション
（ご注文時に申し受けます）
■販売店装着オプション
■外装

足回り

エクステリア
■安全装備

185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール & 樹脂フルキャップ
185/60R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール＆センターオーナメント
スペアタイヤ（応急用 T125/70D16 ）

リヤルーフスポイラー
フロントグリル（材着＋メッキ加飾）
メッキアウトサイドドアハンドル
メッキバックドアガーニッシュ

計器盤

コンライト
（ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム）
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）
UVカットフロントドアグリーンガラス（スーパーUVカット/ 撥水機能付）
IR＜赤外線＞カット機能付フロントドアグリーンガラス
UVカット機能付ガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）
ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（ミスト付）

＊16

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）
４本スポークステアリングホイール
チルトステアリング
ステアリングスイッチ（マルチインフォメーション操作・オーディオ操作＊8 ）
パワーウインドゥ
（運転席ワンタッチ式／運転席挟み込み防止機能付）
スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア / ハザードアンサーバック
機能付 /スマートキー2 本）&スタートシステム
＊9
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）
デジタル式センターメーター（ハイブリッドシステムインジケーター／
メーター照度コントロール機能付）

運転席６ウェイ
（前後スライド＋リクライニング＋シート上下アジャスター）
＆助手席４ウェイ
（前後スライド＋リクライニング）
フロントシート
フロントヘッドレスト
可倒式リヤシート
インパネ助手席オーナメント

インテリア

■快適性

シルバー塗装
ピアノブラック加飾

※

※

プライバシー
時間調整式

43,200 円
＊7
（消費税抜き 40,000 円）
＊7
28,080 円
＊18
（消費税抜き 26,000 円）
43,200 円（消費税抜き 40,000 円）
ウレタン
テレスコピック機能付
フロント・リヤ
スマートエントリーパッケージ

※

4.2インチカラーTFTマルチインフォメーションディスプレイ付
消臭・防汚・撥水機能付
ブラック・シルバーステッチ

運転席アームレスト

メッキ加飾

スマートエントリーパッケージ
高遮音性

＊6

ファブリックシート表皮
シート

＊5
10,800 円（消費税抜き 10,000 円）

サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー
（ヒーター付）
＊19 リバース連動機能付
（助手席側）

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）
］

■内装

S

ブラック加飾

・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）
予防安全 ・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

操作系

S “ Style Black ”

（車名ロゴ付/マニュアルレベリング機能付）
専用LEDヘッドランプ＋フロントターンランプ

Toyota Safety Sense

衝突安全
■操作性

ベース車両

43,200円（消費税抜き 40,000円） 48,600円（消費税抜き 45,000円）
＊1
＊2
10,800 円（消費税抜き 10,000 円）

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）
＋フロントターンランプ
＊3
フロントフォグランプ
LEDリヤフォグランプ（リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側＊4 ）
視界

特別仕様車

ブルーブラック

上下調整式
6：4 分割
合成皮革巻き・シルバーステッチ
ブラックメタリック塗装

シフトノブ・パーキングブレーキボタン・センタークラス
ター・センターレジスターノブ・サイドレジスターノブ
サイドレジスターリング

ヒーターコントロールパネル・ステアリングホイール・
センタークラスター・サイドレジスター
パワーウインドゥスイッチベース（運転席・助手席）

シルバーアクセントカラー〈パワーウインドゥスイッチベース（運転席・助手席）〉
シフトノブ（上部）

オートエアコン（電動インバーターコンプレッサー）
クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）
リヤコンソールトレイ＆リヤカップホルダー（ 1 個）
収納
買い物フック
（運転席シートバック1・リヤ席シートバック1 ）
サンバイザー（ 運転席・助手席バニティミラー／運転席チケットホルダー付 ）
快適装備
トノカバー
■エンターテイメント
オーディオレス（カバーレス）
スピーカー
オーディオ ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
＊10
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
＊11
ETC 車載器
盗難防止システム
（イモビライザーシステム・セキュリティホーン・フードカーテシス
イッチ）
［国土交通省認可品］
その他
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー・排気熱回収器・
＊5＊13
PTCヒーター ＊12など）
工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）

ブラック加飾

ブルー加飾

6スピーカー

4スピーカー

空調

■特別装備
■メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます ）
スマート
エントリー
パッケージ

特別仕様車 ベース車両

S “ Style
Black ”

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア／ハザード
アンサーバック機能付／スマートキー2本）＆スタートシステム ＊9

S
43,200円
（消費税抜き
40,000円）

コンライト
（ライト自動点灯・消灯システム／
ランプオートカットシステム）

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付／
LED
43,200円
108,000円
スモークエクステンション加飾／ランプオートカット
ヘッドランプ システム）
＋LEDクリアランスランプ＋フロントターンランプ （消費税抜き （消費税抜き
40,000円） 100,000円）
パッケージ
LEDフロントフォグランプ＊3

27,000 円
「ナノイー」
（消費税抜き 29,160 円
ビューティー
（運転席・助手席）
25,000 円） （消費税抜き
パッケージ シートヒーター
27,000 円）
IR＜赤外線＞カット機能付フロントドアグリーンガラス
パノラミック パノラミックビューモニター＊16 ＊17 ＊19
円
16,200
44,280円
ビュー対応ナビ
（消費税抜き （消費税抜き
スピーカー
6
円）
円）
15,000
41,000
レディパッケージ
ナビレディ
パッケージ

28,080 円
（消費税抜き
26,000 円）

バックカメラ＊16 ＊17

6スピーカー

ベース車両 トヨタ アクア 主要諸元表
■車両型式・重量・性能
車両型式 ※1
車両重量
車両総重量
最小回転半径
燃料消費率

S
kg
kg
m

（国土交通省審査値） km/L

主要燃費改善対策

DAA-NHP10-AHXNB ★
1,090 ※2
1,365 ※2
4.8
34.4
ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、
電気式無段変速機、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、充電制御

■エンジン
型式
1NZ-FXE
総排気量
L
1.496
種類
直列4気筒
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
最高出力＜ネット＞
kW（PS）/r.p.m.
54（74）/4,800
最大トルク＜ネット＞ N・m（kgf・m）/r.p.m.
111（11.3）/3,600〜4,400
燃料供給装置
電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量
L
36
■モーター
型式
1LM
種類
交流同期電動機（永久磁石式同期型モーター）
最高出力
kW（PS）
45（61）
最大トルク
N・m（kgf・m）
169（17.2）
■動力用主電池
種類
ニッケル水素電池
容量
Ah
6.5
■寸法・定員
全長
mm
4,050
全幅
mm
1,695
全高
mm
1,455
ホイールベース
mm
2,550
トレッド
フロント/リヤ mm
1,470/1,460
最低地上高 ※3
mm
140
室内 ※3
長/幅/高
mm
2,015/1,395/1,175
乗車定員
名
5
■走行装置
フロント
ストラット式コイルスプリング（スタビライザー付）
サスペンション
リヤ
トーションビーム式コイルスプリング
フロント
ベンチレーテッドディスク
ブレーキ
リヤ
リーディングトレーリング式ドラム
作動方式
油圧・回生ブレーキ協調式
■駆動方式・トランスミッション
駆動方式
前輪駆動方式
トランスミッション
電気式無段変速機
減速比

3.190

★印の車両は、
環境対応車 普及促進税制の適合車です。
ご購入時に自動車取得税の軽減措置が
。
また、
自動車重量税の軽減措置が受けられます
（2021年4月30
受けられます
（2019年9月30日まで）
日までに新規登録を受ける車を対象）
。
さらに、
ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が
。
詳しくは販売店におたずねください。
受けられます
（2021年3月31日までの新車登録車を対象）

10,800 円
（消費税抜き 10,000 円）

（フロント） ●エアスパッツ
（フロント・リヤ） ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー ●リヤウイン
【その他の標準装備】 ●タイヤパンク応急修理キット＊1 ●スタビライザー
（電子制動力配分制御）
付 ABS＆ブレーキアシスト ● VSC＆TRC ●ECB
（電子制御ブレーキシステム） ●ヒルスタートアシストコント
ドゥデフォッガー
（タイマー付） ●EBD
（運転席・助手席） ●フロントELR付3点式
ロール ●ドライブスタートコントロール ●車両接近通報装置 ●緊急ブレーキシグナル
（ハザードランプ点滅式） ●SRSエアバッグ
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・助手席シートベルト非着用警告灯
（点滅式）
＋リマインダー
（警告音） ●リヤ左右席・中央席ELR付3点式
（リヤ左右席）
＊14 ●電動パワーステアリング
（車速
シートベルト ●チャイルドプロテクター
（リヤドア） ●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
（バックドア連動） ●上下式リヤヘッドレスト
（左右席・中央席） ●イルミ
感応型） ●モードスイッチ
（エコドライブモード・EVドライブモード） ●ドアキー連動パワードアロック
ネーテッドエントリーシステム
（フロントパーソナルランプ＋ルームランプ） ●メーターサイドボックス ●助手席オープントレイ
（ソフトトレイ付）
＆グローブボックス
（ダンパー付）
●フロントコンソールトレイ
（カップホルダー2個付） ●ドアアームレスト
（フロント:合成皮革・リヤ:樹脂） ●アクセサリーソケット
（DC12V 120W）
＊15 など

※メーカーパッケージオプション一覧表をご参照ください。 ＊1.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、
タイヤパンク応急修理キットは装着されません。 ＊2.スペアタイヤを
販売店装着オプションの
メーカーオプション選択した場合、
リヤバンパーリインフォース付となります。 ＊3.LEDヘッドランプパッケージのLEDフロントフォグランプを装着した場合、
フロントフォグランプは同時装着できません。 ＊4.運転席側のバックアップランプがリヤフォグランプに変更となります。 ＊5.LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着
できます。 ＊6.ランプオートカットシステム付。 ＊7.Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとなります。 ＊8.オーディオ操作スイッチは販売店装着
オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。
なお、
パノラミックビュー対応ナビレディパッケージを選択した場合、
ステアリングスイッチにパノラミック
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
ビューモニターメインスイッチが追加されます。 ＊9.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、
電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。
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。
詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。
＊10.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。
［自己温度制御システム］
＊11.別途セットアップ費用が必要となります。
ETCユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。 ＊12.PTC
:
主にワイパー・ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っております。
なお、
北海道地区には
Positive Temperature Coefficient ＊13.寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、
（新保安基準適合）
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
寒冷地仕様が全車標準装備となります。 ＊14.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
ただし、
詳しくは
装着となります。
詳しくは販売店におたずねください。 ＊15.120W以下の電気製品をご使用ください。
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。
販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着
販売店におたずねください。 ＊16. 字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊17.ナビゲーションシステムは含まれません。
［パーキングサポートブレーキ
（静止物）
］
はToyota Safety Senseをメーカーオプション選択した場合に選択できます。 ＊19.パノラ
が必要です。 ＊18.インテリジェントクリアランスソナー
ミックビューモニターを選択した場合、
サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー
（ヒーター付）
は、
カメラ
（左右）
付となります。

※1.特別仕様車 S “ Style Black ” の車両型式の末尾には（H）が付きます。※ 2.スペアタイヤ、
SRSサイドエアバッグ &SRSカーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装
着した場合、それぞれ＋10kg 増加します。 ※3.社内測定値

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や
運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。
「グロス」
はエンジン単体で測定したものであり、
「ネット」
とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定し
となっています。
た場合、
「ネット」
は「グロス」
よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）
■“AQUA”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“ECB”“TOYOTA SAFETY SENSE”
“VSC”“TRC”“EFI”“T-Connect”はトヨタ自動車（株）
の商標です。■道路運送車両法による自動車
型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社
■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。 ■「ナノイー」
はパナソニック株式会社の商標です。 ■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプ
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。 ■“Style Black”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望
ʼ19年7月現在のもの＞で参考価格です。
車両の登録時期がʼ19年10月
小売価格＜
（消費税8％込み）
ʼ19年9月以前の場合、
消費税率8%が適用されます。
価格は
以降の場合、
消費税率10％が適用され、
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。

技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。

https://toyota.jp/sapotoyo/

※
「サポトヨ」とは “ サポートトヨタ ” の略称です。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのアクア取り扱い販売店または下記のお客 様相談センターへ
トヨタ自動車株 式会 社 お客 様相 談センター 全 国共 通 ・フリーコール
0 8 0 0 -70 0 - 7700 オープン時間 3 6 5 日 9：0 0 〜 18：0 0
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は ’19 年 7 月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
HAZ05A06-1907

