
Hybrid Gi “Premium Package·Black-Tailored” 
Gi “Premium Package·Black-Tailored”

特別仕様車

Black-Tailored
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Special
Exterior

フロントグリル（スモークメッキ＋ダークスモーク塗装）
＆ボンネットフードモール（スモークメッキ）

ヘッドランプガーニッシュ（スモークメッキ）

Photo：特別仕様車 Gi“Premium Package·Black-Tailored”（2WD）［ベース車両はGi（2WD）］。ボディカラーはブラック〈202〉。内装色はブラック。 

雨上がりに唄おう。

大人の黒を纏い、艶めくエスクァイアとともに。

Esquire     Special Edition, Hybrid Gi“Premium Package·Black-Tailored” and Gi“Premium Package·Black-Tailored”
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Singin’ in e Rain

LEDフロントフォグランプカバーモール（スモークメッキ） バックドアガーニッシュ（スモークメッキ） 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）

Esquire     Special Edition, Hybrid Gi“Premium Package·Black-Tailored” and Gi“Premium Package·Black-Tailored”
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Photo：特別仕様車 Gi“Premium Package·Black-Tailored”（2WD）［ベース車両はGi（2WD）］。内装色はブラック。 
■写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ10インチモデル装着状態イメージです。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。 ■写真の傘は撮影・演出のために用意したものです。

夜になってから、大人たちの華が咲く。
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Special Interior

助手席大型オープントレイ（合成皮革巻き）［ブラック］

センタークラスターパネル
（ブラックレーザーライン加飾付＋ダークシルバー塗装）

フロントドアスイッチベース（ブラックレーザーライン加飾付）

本革巻き3本スポークステアリングホイール
（ブラックサイバーカーボン調加飾付＋ダークシルバー塗装）

本革巻きシフトノブ（ブラックサイバーカーボン調加飾付）　＊ガソリン車のみ

リヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター） ＊ハイブリッド車は標準装備

ブランノーブ®＋合成皮革シート表皮（ブラック）
■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

ドアトリムオーナメント（合成皮革巻き/フロントドア・スライドドア）［ブラック］

テーラーで仕立てた特別な１着のように。

上質な黒を纏ったエスクァイアが、大人たちの時間をさらに輝かせる。



ガラスや壁などの静止物を検知して、
衝突被害の軽減に寄与。

標準装備  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）］

■インテリジェントクリアランスソナーは自動（被害軽減）ブレーキまで働くシステムではありますが、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。■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に
努めてください。■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。■運転者自身でインテリジェントクリアランスソナーの自動（被害軽減）ブレーキ
制御を試すことはおやめください。■インテリジェントクリアランスソナーの自動（被害軽減）ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキ
ペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。 ■写真は作動イメージです。

特別仕様車“Premium Package·Black-Tailored”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）やペダル踏み間違い時加速抑制装置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。

  〈特別仕様車“Premium Package·Black-Tailored”の先進安全機能〉 ■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［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］                                                        

■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。

Pi–!

自動（被害軽減）ブレーキ！

シート表皮 ブランノーブ®＋合成皮革（ブラック）［特別設定］
内装色 ブラック

ボディカラー
〈カラーコード〉

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉 32,400円（消費税抜き30,000円）

ブラック〈202〉
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉 32,400円（消費税抜き30,000円）

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉 32,400円（消費税抜き30,000円）

メーカー希望小売価格 ＊1 
（消費税抜き）

北海道地区メーカー希望小売価格 ＊2
（消費税抜き）

特別仕様車 HYBRID Gi
“Premium Package·Black-Tailored”

7人
乗り 2WD 3,397,680円（3,146,000円） 3,420,360円（3,167,000円）

特別仕様車 Gi
“Premium Package·Black-Tailored”

7人
乗り

2WD 3,062,880円（2,836,000円） 3,085,560円（2,857,000円）

4WD 3,268,080円（3,026,000円） 3,290,760円（3,047,000円）
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＊1. 沖縄地区は価格が異なります。 ＊2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）’19年1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。 ■「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。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、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。 ■自動
車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（12,790円＜'19年1月時点の金額＞）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。 ■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。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光
の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。特にスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉は黒、紫など、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は青、緑、黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。  ■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

■写真はガソリン車。 ■全カラーにセルフリストアリングコートを採用。セルフリストアリングコートについて詳しくはベース車両カタログをご覧ください。

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

特別仕様車“Premium Package·Black-Tailored”は、先進の安全機能を多数搭載しています。

価格表

ホワイトパール
クリスタルシャイン
〈070〉
メーカーオプション

スパークリングブラックパール
クリスタルシャイン

〈220〉
メーカーオプション

ブラッキッシュアゲハ
ガラスフレーク

〈221〉
メーカーオプション

ブラック〈202〉

Body Color

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。

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄
与するシステム。車庫入れなどの運転時、静止物への接近を表示とブザーで知
らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加しました。
ソナーはコンビニなどのガラスもしっかり検知。低速走行時（15km/h以下）
に進行方向にある静止物を検知している場合、エンジン／ハイブリッドシステム
出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動（被害軽減）ブレーキが作動します。



特別仕様車 ベース車両
2WD

［ハイブリッド車］
2WD/4WD

［ガソリン車］ 2WD［ハイブリッド車］ 2WD/4WD［ガソリン車］

Gi
“Premium Package·

 Black-Tailored”

Gi
“Premium Package·

 Black-Tailored”
Gi Gi“Premium 

Package”
“Premium 
Package”

7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り

外
装・メ
カ
ニ
ズ
ム

195/65R15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）
スペアタイヤ（応急用タイヤ）   ＊1 10,800円（消費税抜き10,000円） 10,800円（消費税抜き10,000円）
フロントグリル スモークメッキ＋ダークスモーク塗装 メッキ＋グレーメタリック塗装
ボンネットフードモール スモークメッキ メッキ
ヘッドランプガーニッシュ&LEDフロントフォグランプカバーモール スモークメッキ メッキ
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
アイドリングストップ機能（Stop & Start System）

モードスイッチ
エコドライブモード＋EVドライブモード＋パワーモード
エコドライブモード

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） 高遮音性ガラス 高遮音性ガラス
ツインムーンルーフ（フロントチルト&リヤ電動スライド/
サンシェード＋挟み込み防止機能付） ＊2 118,800円

（消費税抜き110,000円）

安
全

Toyota Safety Sense ・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
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）］　 ＊3
S-VSC ＊4              2WD車 ＊4 2WD車
S-VSC＋アクティブトルクコントロール4WD協調制御 4WD車 4WD車
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（フロント・セカンド・サードシート） ＊2 48,600円

（消費税抜き45,000円） 48,600円（消費税抜き45,000円）

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コーナリングランプ ★
リヤフォグランプ（右側のみ/バンパー取付） ＊5
防眩インナーミラー 自動★ 自動 自動

内
装・快
適
性

マルチインフォメーションディスプレイフード ダークシルバー塗装★ ダークシルバー塗装 ピアノブラック塗装 ダークシルバー塗装 ピアノブラック塗装
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＋ゾーン表示機能＊6付）

本革巻き3本スポークステアリングホイール
ブラックサイバーカーボン調加飾付

＋
ダークシルバー塗装

ブラウンサイバー
カーボン調加飾付＋
ダークシルバー塗装

黒木目調加飾付
＋シルバー塗装

ブラウンサイバー
カーボン調加飾付＋
ダークシルバー塗装

黒木目調加飾付
＋シルバー塗装

ステアリングヒーター ★

センタークラスターパネル ブラックレーザーライン加飾付
＋ダークシルバー塗装

ブラウンレーザー
ライン加飾付＋

ダークシルバー塗装

ピアノブラック
＋シルバー塗装

ブラウンレーザー
ライン加飾付＋

ダークシルバー塗装

ピアノブラック
＋シルバー塗装

フロントドアスイッチベース ブラックレーザーライン加飾付 ブラウン
レーザーライン加飾付

ピアノブラック
塗装

ブラウン
レーザーライン加飾付

ピアノブラック
塗装

ドアトリムオーナメント（合成皮革巻き/フロントドア・スライドドア） ブラック ◆ バーガンディ ブラック バーガンディ ブラック
助手席大型オープントレイ（合成皮革巻き） ブラック ◆ バーガンディ ブラック バーガンディ ブラック
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック
エレクトロシフトマチック

本革巻きシフトノブ ブラックサイバー
カーボン調加飾付

ブラウンサイバー
カーボン調加飾付 黒木目調加飾付

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/2個） ＊7 43,200円（消費税
抜き40,000円）＊8

 43,200円
（消費税抜き40,000円）＊8

ルームランプ（フロントパーソナル・センター・リヤ） LED★　 LED LED
フロントオートエアコン
（左右独立温度コントロール）

S-FLOW（1席集中モード）＋湿度センサー付
蓄冷エバポレーター付

サイドレジスターベゼル ダークシルバー塗装★ ダークシルバー塗装 ピアノブラック塗装 ダークシルバー塗装 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）  ＊9
リヤクーラー
フロアマット 特別仕様車用

シート表皮
ブランノーブ®＋合成皮革 ブラック バーガンディ バーガンディ
合成皮革（昇温降温抑制機能付） ブラック ブラック

センターコンソール
ボックス

独立型（フロント・リヤボックス付） ハイブリッド専用 ハイブリッド専用
インパネ一体型（アッパートレイ・
リヤボックス・運転席サイドポケット付） ＊8 ＊8

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョン・オ
ー
デ
ィ
オ・そ
の
他

T-Connect SDナビゲーションシステム
＋エスクァイア・パノラミックライブサウンドシステム ＊10
【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＊11、
USB/AUX（音声）入力端子、地上デジタルTV、8スピーカー（4chアンプ）
【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー＋オーディオ）、音声認識、インテリジェン
トパーキングアシスト（広角カラーバックガイドモニター＋イージーセット機能付）＊3

355,320円
（消費税抜き329,000円）

オーディオレス（6スピーカー/カバーレス）
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊12
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＋PTCヒーター＊13など） ＊14 22,680円
（消費税抜き21,000円）

22,680円
（消費税抜き21,000円）

65,880円
（消費税抜き61,000円）＊9

ハイブリッド車 ガソリン車

Gi Gi“Premium 
 Package”

“Premium 
 Package”

7人乗り 7人乗り
車両型式・重量・性能 

車両型式

2WD
（前輪駆動方式）

DAA-ZWR80G-
CPXGB（L）★

DAA-ZWR80G-
CPXGB★※1

DBA-ZRR80G-
CPXGP（L）

DBA-ZRR80G-
CPXGP※1

4WD
（4輪駆動方式） ー ー DBA-ZRR85G-

CPXGP（L）
DBA-ZRR85G-

CPXGP※1
車両重量 ※2 kg 1,620※3 1,570［1,660］※4※5※6
車両総重量 ※2 kg 2,005※3 1,955［2,045］※4※5※6
最小回転半径 m 5.5
燃料消費率（国土交通省審査値）　

km/L
   

23.8 16.0［14.8］

主要燃費改善対策 

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

アイドリングストップ装置、自動無段変速機、
充電制御、可変バルブタイミング、

電動パワーステアリング

寸法 
全長×全幅×全高 mm 4,695×1,695×1,825 4,695×1,695×1,825［1,865］
ホイールベース mm 2,850
トレッド フロント/リヤ  mm 1,480/1,480 1,480/1,475［1,480］
最低地上高 ※7 mm 160 160［155］
室内長×室内幅
×室内高 ※7 mm 2,930×1,540×1,400 2,930×1,540×1,400 ※8

エンジン
型式 2ZR-FXE 3ZR-FAE
総排気量 L  1.797 1.986
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. 73（99）/5,200 112（152）/6,100
最大トルク〈ネット〉    N・m（kgf・m）/r.p.m. 142（14.5）/4,000 193（19.7）/3,800
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L  50 55
走行装置
サスペンション フロント/リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング

ブレーキ 
フロント/リヤ ベンチレーテッドディスク/ディスク ベンチレーテッドディスク/

リーディングトレーリング式ドラム［ディスク］
作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

トランスミッション

トランスミッション  電気式無段変速機 Super CVT-i（自動無段変速機/
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付） 

モーター
型式 5JM

−
種類 交流同期電動機 
最高出力 kW（PS） 60（82）
最大トルク　　　　　N・m（kgf・m） 207（21.1）
動力用主電池
種類 ニッケル水素電池

−
容量 Ah 6.5
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★印の装備はGi“Premium Package”にも装着されています。 ◆印の装備はGiにも装着されています。 ■主要装備一覧表につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご参照ください。
＊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、スーパーラゲージボックスの中にスペアタイヤ（カバー付）が搭載されます。 ＊2. ツインムーンルーフ（特別仕様車HYBRID Gi“Premium Package・Black-Tailored”/ Gi“Premium Package・Black-Tailored”
は選択できません）またはSRS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。 ＊3. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊4. VSC OFFスイッチは装着されません。TRC OFFスイッチのみとなります。 ＊5. 寒冷地仕様
を選択した場合のみ装着できます。 ＊6. 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。 ＊7. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W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. アクセサリーコンセ
ントとインパネ一体型センターコンソールボックスはセットでメーカーオプション。また、センターロアボックスは装着されません。 ＊9. 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。リヤオートエアコン＜43,200円（消費税抜き40,000円）＞は単独選択可能です。 ＊10. 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、あらかじめ受信機に装着されています。 ＊11. SDカードが別途必要となります。 ＊12. 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。 ＊13. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient  ＊14. 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。 ＊15. スライドドアのガ
ラスには両端部分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。 ＊16. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 ＊17. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（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
トでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 ＊18. ステアリングスイッチは、メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム（特別仕様車HYBRID Gi“Premium Package・Black-Tailored”/ Gi“Premium Package・Black-Tailored”は選択できません）を選
択した場合、音声認識・ハンズフリー通話ス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、販売店装着オプションのT-Connect
ナビ7インチモデル、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なります。 ＊19. 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。 ＊20. 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。
■「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。 ■“Premium Package”、“Premium Package・Black-Tailored”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＜（消費税8％込
み）’19年1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。 ■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■“ブランノーブ®”は、TBカワシマ株式会社の登録商標です。 ■“Blu-ray 
DiscTM（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。

●タイヤパンク応急修理キット＊1 ●メッキアウトサイドドアハンドル ●ECB［電子制御ブレーキシステム］（ハイブリッド車） ●クルーズコントロール ●スーパーUVカット・IR
カット機能＋撥水機能付UVカットグリーンガラス（フロントドア） ●スーパーUVカット機能付プライバシーガラス（スライドドア＊15・リヤクォーター） ●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＋助手席側アスフェリカルミラー付）＊16 ●車両接近通報装置（ハイブリッド車） ●ドライブスタートコントロール ●緊急ブレーキシ
グナル ●SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席） ●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（セカンドシート左右
席）＊17 ●LEDフロントフォグランプ ●オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付/ハイブリッド車は専用） ●マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチTFT
カラー）  ●ステアリングスイッチ（オーディオ＋マルチインフォメーションディスプレイ）＊18 ●メッキインサイドドアハンドル（フロント・リヤ） ●アクセサリーソケット（DC12V・
120W/1個）＊19 ●充電用USB端子（インパネ2個・センターコンソールボックス2個） ●「ナノイー」 ●快適温熱シート（運転席•助手席）　●キャプテンセカンドシート

（超ロングスライド＋リクライニング＋横スライド＋両側アームレスト＋折りたたみ式サイドテーブル［カップホルダー2個］付） ●助手席シートバックテーブル（メッキガーニッ
シュ、カップホルダー2個付） ●シートバックポケット（運転席・助手席） ●スーパーラゲージボックス＊1 ●デッキボード（ハイブリッド車は6:4分割）　●アシストグリップ（助
手席1・セカンドシート2・サードシート2）＊2 ●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
＊20 ●ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア（デュアルイージークローザー＋挟み込み防止機能付） ●パワースライドドア予約ロック機能（キーロック操作・スマート
ロック操作） ●バックドアイージークローザー ●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］ など

トヨタ エスクァイア 特別仕様車
HYBRID Gi“Premium Package·Black-Tailored”/Gi“Premium Package·Black-Tailored” 主要装備一覧表

■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）
■販売店装着オプション

ベース車両 トヨタ エスクァイア 主要諸元表

［　   ］は4WDです。 ※1. 特別仕様車HYBRID Gi“Premium Package・Black-Tailored”
およびGi“Premium Package・Black-Tailored”の車両型式の末尾には（C）が付きます。 ※2. 
SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。 ※3. アク
セサリーコンセントを装着した場合、10kg増加します。 ※4. リヤオートエアコンを装着した場合、10kg
増加します。特別仕様車Gi“Premium Package・Black-Tailored”は＋10kgとなります。 ※5. 
T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。 ※6. ツインムーンルーフを
装着した場合、20kg増加します。 ※7. 社内測定値。 ※8. ツインムーンルーフを装着した場合、室内高は
1,365mmとなります。
●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）となっています。

■“ESQUIRE”“Black-Tailored”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“OPTITRON”“VSC”“TRC”“ECB”
“EFI”“サウンドライブラリー”“TOYOTA SAFETY SENSE”“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

 ★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受けられ
ます（2019年9月30日まで）。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日まで
に新規登録を受ける車を対象）。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます
（2021年3月31日までの新車登録車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。

そ
の
他
の
標
準
装
備
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Photo：特別仕様車HYBRID Gi “Premium Package・Black-Tailored”。ボディカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉はメーカーオプション。MODELLISTAエアロキット for“Black-Tailored”、リヤスポイラー、バックドア
スムージングパネル、LEDライセンスランプ、クールシャインキット for“Black-Tailored”、ロアグリルガーニッシュ（スモークメッキ）、17インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅢ＜ガンメタリック×ポリッシュ＞＆トーヨータイヤ 
TRANPATH ML）、スポーツマフラーを装着しています。  ※写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。

COLOR ［塗装済設定色］
スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン220 ブラッキッシュ

アゲハガラスフレーク221ブラック202070 ホワイトパール
クリスタルシャイン

“Black-Tailored”の個性をさらに際⽴たせるスモークメッキの輝き

キラリと輝く気品を、もっと“Black-Tailored”の全身に

350 MODELLISTAエアロキット for“Black-Tailored”＊1＊2

351＋303＋304  のセット

352 クールシャインキット for “Black-Tailored”＊3
353＋310＋354のセット

設定  除くリヤフォグランプ（販売店装着オプション）、ステッパルS付車［お得なセット価格］ 

［お得なセット価格］ 

塗装済169,560円（消費税抜き157,000円）3.2H〈WA51〉

塗装済72,360円（消費税抜き67,000円）1.5H〈WB53〉

351 フロントスポイラー（スモークメッキ）＊1

塗装済 73,440円（消費税抜き68,000円）0.6H〈WA53〉

材質：樹脂（ABS）＋スモークメッキ  地上高：オリジナルより約46mmダウン
全長：オリジナルより約57mmプラス

353 フードガーニッシュ（スモークメッキ）
36,720円（消費税抜き34,000円）

0.5H〈WB55〉　材質：樹脂（ABS）＋スモークメッキ

354 バックドアガーニッシュ
　　（スモークメッキ）＊3

24,840円（消費税抜き23,000円）
0.5H〈WB58〉　材質：樹脂（ABS）＋スモークメッキ

310 ミラーガーニッシュ
16,200円（消費税抜き15,000円）

0.5H〈WB35〉　材質：樹脂（ABS）＋メッキ

355 ロアグリルガーニッシュ
　　（スモークメッキ）
27,000円（消費税抜き25,000円）

0.5H〈WB54〉　材質：樹脂（ABS）＋スモークメッキ

304 リヤスカート＊2　　
塗装済 38,880円（消費税抜き36,000円）1.1H〈WA45〉

材質：樹脂（PPE）  地上高：オリジナルより約22mmダウン
設定 除くリヤフォグランプ（販売店装着オプション）付車

303 サイドスカート　　
塗装済71,280円（消費税抜き66,000円）1.5H〈WA05〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ  地上高：オリジナルより約30mmダウン
設定 除くステッパルS付車

＊1. フロントスポイラー（スモークメッキ）（ 351）のブラックアウト部の黒塗装は、ボディカラーがブラック〈202〉の場合は一部ツヤ消し黒塗装、その他のボディカラーの場合はアティチュードブラックマイカ〈218〉となります。
＊2. リヤスカート（ 304）のブラックアウト部の黒塗装は、ボディカラーがブラック〈202〉の場合はツヤ消し黒塗装、その他のボディカラーの場合はブラック〈202〉となります。
＊3．使用環境（低温時等）およびバックドア取付の他商品と同時装着において、バックドアが全開し難くなる場合があります。

価格は取付費を含まないモデリスタ希望小売価格＜（消費税8%込み）’19年1月現在のもの＞で参考価格です。
● 　　は標準取付時間です。
作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

0.0H

モデリスタパーツは、1年間2万km保証です。
モデリスタパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内で
も走行距離が20,000kmまでとなります。※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、上記お問い合わせ先にてご確認ください。

■車両本体製造事業者：トヨタ自動車株式会社 ■装着用品・
パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベ
ロップメント ■本ページのモデリスタ商品は（株）トヨタカスタ
マイジング＆ディベロップメントの取り扱い商品であり、トヨタ純
正用品ではありません。 ■上記の「設定」のない商品は、特別仕
様車HYBRID Gi“Premium Package・Black-Tailored”、Gi
“Premium Package・Black-Tailored”の全車型に適用です。
■商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工が必要となる
場合があります。 ■モデリスタパーツにつきましてはバージョン
（ブランド）間の組み合わせが可能な場合があります。詳しくはモ
デリスタコールセンターへお問い合わせください。 ■モデリスタ
パーツの注意事項はACCESSORIES & CUSTOMIZE 
CATALOGUEをご参照ください。

03-6361-1000TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘
1丁目 18番地 1号  調布センタービル 6階
https://www.modellista.co.jp

モデリスタの商品（　　、　　、　　、　　～　　 ）
に関するお問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
［モデリスタコールセンター ]

10:00～ 18:00（除く指定定休日）

303 304 310 350 355

フロアマット（特別仕様車用）
1台分 64,800円（消費税抜き60,000円）0.3H〈A0GD〉

インテリアのアクセントカラーに合わせたシルバーの縁取り（フロント席
のみ）とシルバーのエンブレムを施したフロアマット。消臭・抗菌・吸遮音
機能も兼ね備えています。   色：ブラック 材質：ポリプロピレン

エンブレム
（フロント・運転席側） 縁取り部（シルバー色はフロント席のみ）

フロアマットを固定する工夫が施されています。
運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットを
しっかり固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しもス
ムーズにできます。

■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。 ■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）̓19年1月現在のもの＞で参考価格です。0.0H は標準取
付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。 ■価
格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、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。※写真は運転席。

トヨタ純正用品（販売店装着オプション）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

その他の商品につきましては、
ESQUIRE ACCESSORIES ＆ CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

モデリスタパーツ（販売店装着オプション）
（株）トヨタカスタマイジング＆
ディベロップメントの取り扱い商品です。  

 架装部位

フードガーニッシュ
（スモークメッキ）

バックドア
ガーニッシュ

（スモークメッキ）

バックドア
スムージング
パネル

ミラーガーニッシュ リヤスカート

リヤスカート スポーツマフラー

リヤスポイラー

サイドスカート

17インチ アルミホイール
＆タイヤセット

ロアグリルガーニッシュ
（スモークメッキ）

フロントスポイラー
（スモークメッキ）

351

304303

304
354

355

353

310

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのエスクァイ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　　0800-700-7700　 オープン時間365日9：00〜18：00　 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4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。
後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。


