
ESTIMA
ESTIMA HYBRID



未知の世界にふれたときの

不思議な感動を、センス・オブ・ワンダーと呼ぶ。

センス・オブ・ワンダーは、ひとの感覚を解放する。

世界に対する新たな視点と、たしかな知性を与えてくれる。

少し踏み出せば、この世の中には、

センス・オブ・ワンダーがあふれている。

さあ、好奇心を動かそう。

新しいエスティマに乗って、

センス・オブ・ワンダーを見つけにいこう。

ESTIMA
ESTIMA HYBRID

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM（E-Four・7人乗り）。
ボディカラーはアイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉。クリアランスソナー＆バックソナーはメーカーオプション。
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04 05

PAGES of ESTIMA STORY
エスティマをさまざまな角度から切り取ってみる。

そこにひとやものが関係したとき、

ちょっぴり特別なストーリーがはじまる。

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM（E-Four・7人乗り）。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。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
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06 07

「スタイルにとらわれないこと。大事なのは、その瞬間をおもむくままに楽しむこと。」

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM（E-Four・7人乗り）。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。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。

Rule _心得
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08 09

Photo：エスティマハイブリッド AERAS（E-Four・8人乗り）。ボディカラーはレッドマイカメタリック〈3R3〉。

「クールな顔立ちでも、たまには微笑んで見える、にくめないやつ。」

Handsome_端正
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Photo：エスティマハイブリッド AERAS（E-Four・8人乗り）。ボディカラーはレッドマイカメタリック〈3R3〉。
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Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。ボディカラーはダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。

「あのとき見とれた後ろ姿は、今も忘れない。本当は、もっとそばに行きたかったんだ。」

Memory _記憶
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Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。ボディカラーはダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
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ESTIMA EXTERIOR DESIGN

ESTIMA

色っぽさに惹かれるのは、本能なのかもしれない。

たまごのような流線型と、はるか先を見据えた表情。

そのスタイルが、エスティマの魅力を醸し出す。

Photo：エスティマ AERAS SMART（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。
■写真は合成です。
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ART of COLOR

ファッションが、モノトーンのコーディネートばかりじゃないように。

上下に分かれた大胆な2トーンカラーは、

街中でも、独自の存在感を放つ。

Photo（左）：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。
Photo（中）：エスティマ AERAS PREMIUM（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。
Photo（右）：エスティマ AERAS SMART（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。
■写真は合成です。
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ESTIMA INTERIOR DESIGN

16 17

ESTIMA INTERIOR DESIGN
想像を超えた発想から、次のスタンダードは生まれる。

あじわい深い素材と、遊び心のある色づかい。

その組み合わせが、エスティマでの時間を彩る。

Photo：エスティマハイブリッド AERAS SMART（E-Four・7人乗り）。内装色はブラック。シート色のホワイトは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はベージュになります）。
■写真は停車状態のイメージです。　■写真は販売店装着オプションのナビゲーション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。
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AERAS SMARTESTIMA HYBRID

AERAS PREMIUM-GESTIMA HYBRID

Photo：エスティマハイブリッド AERAS SMART（E-Four・7人乗り）。内装色はブラック。シート色のホワイトは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はベージュになります）。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■画面はハメ込み合成です。
 

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。
SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、オーディオレス（8スピーカー）、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■画面はハメ込み合成です。

EMOTIONAL MATERIAL

ディティールに宿る、美しさと完成度。

丁寧につくり込んだ造形や、

手にしっとりとなじむ肌触りから、

その違いをきっと感じられるはず。
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Photo：エスティマハイブリッド AERAS SMART（E-Four・7人乗り）。内装色はブラック。シート色のホワイトは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はベージュになります）。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
 

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。
SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、オーディオレス（8スピーカー）、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

FINE CONTRAST

相反するカラーが、美しく響きあう。

軽やかなホワイトを、

落ち着きのあるブラックがぐっと引き立て、

モダンで洗練された室内に仕立て上げる。

AERAS SMARTESTIMA HYBRID

AERAS PREMIUM-GESTIMA HYBRID
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Photo：エスティマハイブリッド AERAS SMART（E-Four・7人乗り）。内装色はブラック。シート色のホワイトは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はベージュになります）。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
 

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。
SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、オーディオレス（8スピーカー）、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
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AERAS SMARTESTIMA AERAS PREMIUM-GESTIMA

Photo：エスティマ AERAS SMART（2WD・7人乗り）。内装色はブラック。シート色はベージュ。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■画面はハメ込み合成です。
 

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。内装色はブラック。シート色のバーガンディは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。
SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、アクセサリーコンセント（AC100V・100W）、オーディオレス（8スピーカー）、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。
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AERAS SMARTESTIMA AERAS PREMIUM-GESTIMA

Photo：エスティマ AERAS SMART（2WD・7人乗り）。内装色はブラック。シート色はベージュ。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■画面はハメ込み合成です。
 

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。内装色はブラック。シート色のバーガンディは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。
SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、アクセサリーコンセント（AC100V・100W）、オーディオレス（8スピーカー）、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションおよびフロアマット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。
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ESTIMA HOSPITALITY
心まで美しくいられるように、やさしさで包み込む。

歓びやくつろぎが、すみずみにまで行き届いた空間。

その心地よさが、エスティマの真髄である。

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。
SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、アクセサリーコンセント（AC100V・100W）、オーディオレス（8スピーカー）、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は停車状態のイメージです。　■写真は販売店装着オプションのフロアマット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。
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ESTIMA HOSPITALITY

ARRANGEMENT

快適な着座姿勢をサポート。
フロントマルチアジャスタブルシート

ハ イブリッド全 車とガソリン車 の A E R A S 
PREMIUM-G、AERAS PREMIUMの運転席に
はシートスライド、リクライニング、シート全体と
座面の上下移動を無段階で電動調整できる8
ウェイパワーアジャスト機構を採用。助手席はス
ライドとリクライニングが手動調整できる4ウェイ
アジャスト機構を全車に採用しています。

どなたでも快適に乗り降りが可能。
“サイドリフトアップシート装着車”

セカンドシート左席に乗降をサポートするサイドリ
フトアップシート＊2をご用意しました。ワイヤレス
リモコンまたは昇降スイッチによりシートを回転・
スライドさせた後、下降させる一連の動作が電動
で行えます。
＊2. 国や地方自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意され
ています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・
警察署に事前にお問い合わせください。

2726

最大800mmの超ロングスライドから生まれるくつろぎの空間。
ゆったりと脚を伸ばして車室内の滞在をお楽しみください。

7 Seater ESTIMA HYBRID / ESTIMA

ESTIMA HYBRID / ESTIMA

Relax Captain Seat

8 Seater6:4 Split Tip-up Seat

スイッチ一つで簡単操作。
6：4分割・電動床下格納機能付サードシート
デッキサイドトリムに設置されたスイッチを操作
するだけで、6：4分割・電動床下格納機能付サー
ドシート＊1を左右別々に床下に格納、そして復帰
させることができます。シートを格納するとフラッ
トでワイドな使いやすいスペースが出現。大型の
荷物も余裕をもって積み込めます。
＊1. 販売店装着オプションのスペアタイヤを収納する場合、サード
シートの床下格納機能は使用できません。なお、販売店装着オプ
ションのスペアタイヤと6:4分割・電動床下格納機能付サードシート
およびラゲージパーテーションケース（販売店装着オプション）は同
時装着できません。

※“サイドリフトアップシート装着車”は右席のみ設定。

 

AERAS SMART 

AERAS PREMIUM

乗車定員 セカンドシートタイプ セカンドシート
一体型オットマン

スーパー
リラックスモード

セカンドシート
チップアップ

サードシート
床下格納

フラット
ラゲージモード

7人乗り

7人乗り

7人乗り

7人乗り

8人乗り

7人乗り

リラックスキャプテンシート

リラックスキャプテンシート

サイドリフトアップシート / リラックスキャプテンシート

リラックスキャプテンシート

6：4分割チップアップシート

サイドリフトアップシート / リラックスキャプテンシート

●

●

　 ●右席

●

　 ●右席

●

●

　 ●右席

●

　 ●右席

●

　 ●手動＊3

　 ●手動

　 ●手動

　 ●手動

　 ●手動

　 ●手動

●

●

●

●

●

●

● ●
ハイブリッド車
　 ●電動

ガソリン車
　 ●手動＊3

●リラックスキャプテンシート7人乗り

［フロントマルチアジャスタブルシート］

セカンドシート・サードシートフラットモード

トライアングルモードスーパーリラックスモード（セカンドシート超ロングスライド）

フロントシート・セカンドシートフラットモード
（サードシート床下格納）

フラットラゲージモード

セカンドシート・サードシートフラットモード フロントシート・セカンドシートフラットモード
（サードシート床下格納）

フラットラゲージモード

大人3名でもゆったりと乗車できる。
6：4分割チップアップセカンドシート

8人乗りの6：4分割セカンドシートには、クッション
の跳ね上げが可能なチップアップ機構を採用。荷
物の大きさに応じたラゲージスペースをフレキシ
ブルに作り出せます。

●● 8人乗り

● AERAS PREMIUM-G ● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS SMART

●● AERAS PREMIUM “サイドリフトアップシート装着車”
●● AERAS “サイドリフトアップシート装着車”

超ロングスライド・リクライニング・横スライド機構・
シート一体型オットマン・サイドテーブル付（ハイブリッド車※）

リラックスキャプテンシート

アームレスト（各席左右、角度調整式）

セカンドシート

ハイブリッド車のAERAS PREMIUM-Gは電動、
その他のグレードは手動

6:4分割・床下格納機能付シート

サードシート

ロングスライド・リクライニング
6:4分割チップアップシート

アームレスト（左右外側、センター）

セカンドシート

6:4分割・床下格納機能付シート（手動）

サードシート

AERAS PREMIUM-G 

AERAS 

“サイドリフトアップシート装着車”

“サイドリフトアップシート装着車”

■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
■シートの操作方法については、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション

車内にVIPルームが出現。
セカンドシート超ロングスライド

最大800mmを誇るリラックスキャプテンシートの
スライド量。サードシートを床下格納し、リラックス
キャプテンシートを中央寄りに横スライドさせた上
で後端までスライドすれば、車室内とは思えない
ワイドなVIPルームへと生まれ変わります。

●● 7人乗り

セカンドシートでの快適性を追求。
リラックスキャプテンシート

7人乗りのセカンドシートには、両サイドにアーム
レスト、そしてシート一体型のオットマンを配備。
ファーストクラスの快適さをご堪能いただけます。

●● 7人乗り※

［6：4分割セカンドシート］

［“サイドリフトアップシート装着車”］［6：4分割・電動床下格納機能付サードシート］

運転席（8ウェイ） 助手席（4ウェイ）
パワーアジャスト
スイッチ

ワイヤレスリモコン

＊3. 6:4分割・電動床下格納機能付サードシートをメーカーオプション選択できます。

■写真はガソリン車。
※“サイドリフトアップシート装着車”を除く。

大人8人が得られる快適さを追求しました。セカンドシートを
チップアップすることで広々としたラゲージスペースが生まれます。

■写真はガソリン車。

［セカンドシート超ロングスライド］

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）

エスティマハイブリッド / エスティマ　シート設定一覧表



ESTIMA HOSPITALITY

ARRANGEMENT

快適な着座姿勢をサポート。
フロントマルチアジャスタブルシート

ハ イブリッド全 車とガソリン車 の A E R A S 
PREMIUM-G、AERAS PREMIUMの運転席に
はシートスライド、リクライニング、シート全体と
座面の上下移動を無段階で電動調整できる8
ウェイパワーアジャスト機構を採用。助手席はス
ライドとリクライニングが手動調整できる4ウェイ
アジャスト機構を全車に採用しています。

どなたでも快適に乗り降りが可能。
“サイドリフトアップシート装着車”

セカンドシート左席に乗降をサポートするサイドリ
フトアップシート＊2をご用意しました。ワイヤレス
リモコンまたは昇降スイッチによりシートを回転・
スライドさせた後、下降させる一連の動作が電動
で行えます。
＊2. 国や地方自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意され
ています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・
警察署に事前にお問い合わせください。

2726

最大800mmの超ロングスライドから生まれるくつろぎの空間。
ゆったりと脚を伸ばして車室内の滞在をお楽しみください。

7 Seater ESTIMA HYBRID / ESTIMA

ESTIMA HYBRID / ESTIMA

Relax Captain Seat

8 Seater6:4 Split Tip-up Seat

スイッチ一つで簡単操作。
6：4分割・電動床下格納機能付サードシート
デッキサイドトリムに設置されたスイッチを操作
するだけで、6：4分割・電動床下格納機能付サー
ドシート＊1を左右別々に床下に格納、そして復帰
させることができます。シートを格納するとフラッ
トでワイドな使いやすいスペースが出現。大型の
荷物も余裕をもって積み込めます。
＊1. 販売店装着オプションのスペアタイヤを収納する場合、サード
シートの床下格納機能は使用できません。なお、販売店装着オプ
ションのスペアタイヤと6:4分割・電動床下格納機能付サードシート
およびラゲージパーテーションケース（販売店装着オプション）は同
時装着できません。

※“サイドリフトアップシート装着車”は右席のみ設定。

 

AERAS SMART 

AERAS PREMIUM

乗車定員 セカンドシートタイプ セカンドシート
一体型オットマン

スーパー
リラックスモード

セカンドシート
チップアップ

サードシート
床下格納

フラット
ラゲージモード

7人乗り

7人乗り

7人乗り

7人乗り

8人乗り

7人乗り

リラックスキャプテンシート

リラックスキャプテンシート

サイドリフトアップシート / リラックスキャプテンシート

リラックスキャプテンシート

6：4分割チップアップシート

サイドリフトアップシート / リラックスキャプテンシート

●

●

　 ●右席

●

　 ●右席

●

●

　 ●右席

●

　 ●右席

●

　 ●手動＊3

　 ●手動

　 ●手動

　 ●手動

　 ●手動

　 ●手動

●

●

●

●

●

●

● ●
ハイブリッド車
　 ●電動

ガソリン車
　 ●手動＊3

●リラックスキャプテンシート7人乗り

［フロントマルチアジャスタブルシート］

セカンドシート・サードシートフラットモード

トライアングルモードスーパーリラックスモード（セカンドシート超ロングスライド）

フロントシート・セカンドシートフラットモード
（サードシート床下格納）

フラットラゲージモード

セカンドシート・サードシートフラットモード フロントシート・セカンドシートフラットモード
（サードシート床下格納）

フラットラゲージモード

大人3名でもゆったりと乗車できる。
6：4分割チップアップセカンドシート

8人乗りの6：4分割セカンドシートには、クッション
の跳ね上げが可能なチップアップ機構を採用。荷
物の大きさに応じたラゲージスペースをフレキシ
ブルに作り出せます。

●● 8人乗り

● AERAS PREMIUM-G ● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS SMART

●● AERAS PREMIUM “サイドリフトアップシート装着車”
●● AERAS “サイドリフトアップシート装着車”

超ロングスライド・リクライニング・横スライド機構・
シート一体型オットマン・サイドテーブル付（ハイブリッド車※）

リラックスキャプテンシート

アームレスト（各席左右、角度調整式）

セカンドシート

ハイブリッド車のAERAS PREMIUM-Gは電動、
その他のグレードは手動

6:4分割・床下格納機能付シート

サードシート

ロングスライド・リクライニング
6:4分割チップアップシート

アームレスト（左右外側、センター）

セカンドシート

6:4分割・床下格納機能付シート（手動）

サードシート

AERAS PREMIUM-G 

AERAS 

“サイドリフトアップシート装着車”

“サイドリフトアップシート装着車”

■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
■シートの操作方法については、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション

車内にVIPルームが出現。
セカンドシート超ロングスライド

最大800mmを誇るリラックスキャプテンシートの
スライド量。サードシートを床下格納し、リラックス
キャプテンシートを中央寄りに横スライドさせた上
で後端までスライドすれば、車室内とは思えない
ワイドなVIPルームへと生まれ変わります。

●● 7人乗り

セカンドシートでの快適性を追求。
リラックスキャプテンシート

7人乗りのセカンドシートには、両サイドにアーム
レスト、そしてシート一体型のオットマンを配備。
ファーストクラスの快適さをご堪能いただけます。

●● 7人乗り※

［6：4分割セカンドシート］

［“サイドリフトアップシート装着車”］［6：4分割・電動床下格納機能付サードシート］

運転席（8ウェイ） 助手席（4ウェイ）
パワーアジャスト
スイッチ

ワイヤレスリモコン

＊3. 6:4分割・電動床下格納機能付サードシートをメーカーオプション選択できます。

■写真はガソリン車。
※“サイドリフトアップシート装着車”を除く。

大人8人が得られる快適さを追求しました。セカンドシートを
チップアップすることで広々としたラゲージスペースが生まれます。

■写真はガソリン車。

［セカンドシート超ロングスライド］

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）

エスティマハイブリッド / エスティマ　シート設定一覧表



日差しからお肌を守る。
全方位約99％UVカットガラス

日焼けの原因となる紫外線（UV）を約99%カッ
ト＊1するガラスを、前席から後席まで全方位に採
用。トヨタ初＊2の360度＊3約99%UVカットを実現
しました。手袋や日焼け止めと同じような効果＊4

があるので、紫外線の強い時間帯でも気軽に出
かけられます。また、メーカーオプションの大型
ムーンルーフも紫外線を約99%カットします。
＊1. トヨタ自動車(株)調べ。　＊2. 2016年6月現在。　＊3. 三角窓
を除く。　＊4. 日焼けには個人差があります。

クルマの中でエステ気分。
「ナノイー」（フロント・リヤ）

運転席右側のエアコンと助手席頭上にある吹き
出し口を通じて、肌や髪にやさしい水に包まれた
弱酸性の「ナノイー」＊5を放出し、室内を爽やかな
空気環境に導きます。クルマの中でエステ気分を
味わえます。
＊5. ナノイー（nanoe）＝nano-technology＋electric 最先端のテク
ノロジーから生まれた“水に包まれている電気を帯びたイオン”のこと。
■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株
式会社の商標です。

乗員それぞれに合わせた快適さを。
左右独立温度コントロールフロントオート
エアコン（湿度センサー付）+リヤオートエアコン

フロントオートエアコンには一人ひとりの体感温
度の違いに合わせて、運転席と助手席それぞれ
独立して温度調整が行える静電タッチ式パネル
を採用。後席には、後席独自の室温設定が可能
なリヤオートエアコンを採用しています。

28

車内を過ごしやすくするアイテム。
高遮音性&IRカット機能付ガラス（フロント）

フロントのウインドシールドグリーンガラスには、
優れた遮音性とともに、赤外線（IR）を効率よく
遮断して断熱性を高める効果があります。

360°UV CUT GLASS

29

［快適温熱シート］［大型ムーンルーフ＆サンシェード］ ［「ナノイー」（リヤ）イメージ図］

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。ボディカラーの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。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。　■写真は合成です。

●● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

● 全車

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

●● AERAS PREMIUM ●● AERAS

湿度センサー

リヤオートエアコン

● AERAS PREMIUM ● AERAS

フロント・リヤ

フロント

たまには空を見上げて、ひと休み。
大型ムーンルーフ＆サンシェード

フロント側は手動でルーフの開閉ができ、リヤ側
は電動でサンシェードの開閉が可能です。開放
感に満ちあふれたクルージングが楽しめます。

●● AERAS PREMIUM※ ●● AERAS※

ESTIMA HOSPITALITY

COMFORT

日焼け止めのひとつに、エスティマが加わりそうです。

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション

［ブランノーブ®+合成皮革シート］

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

季節をとわない、座り心地のよさ。
昇温降温抑制機能付フロントシート

「夏は熱くなりにくく、冬は冷たくなりにくい」昇
温降温抑制機能付の素材を採用。一年を通し
て、快適な座り心地です。

●● AERAS SMART

寒い日だって、心地よく。
快適温熱シート（運転席・助手席） 

ヒーターの温度分布の最適化により、肩や腰、脚
部に心地よいぬくもりをもたらします。Hi-Loの
モード切り替えにより、冬季だけでなく冷房中で
も肩や腰を部分的に温めることができます。

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

なめらかで極上の肌触り。
ブランノーブ®＋合成皮革シート

革の高品質であるヌバックをファブリックで表現
したブランノーブを採用。耐久性と伸縮性を高め
るために、織物地に弾力性のある極太綿を使用
し、キルティング加工を施した表情豊かなシート
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。

［全方位約99％UVカットガラス］

■UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス
■スーパーUVカットグリーンガラス
■スーパーUVカットプライバシーガラス

モード設定：Hi

冬
（直接暖房）

モード設定：Lo

春・夏・秋
（冷房時）

※“サイドリフトアップシート装着車”はガソリン車（2WD）のみ設定。

99%
UV CUT

99%
UV CUT

99%
UV CUT

99%
UV CUT

99%
UV CUT

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）



日差しからお肌を守る。
全方位約99％UVカットガラス

日焼けの原因となる紫外線（UV）を約99%カッ
ト＊1するガラスを、前席から後席まで全方位に採
用。トヨタ初＊2の360度＊3約99%UVカットを実現
しました。手袋や日焼け止めと同じような効果＊4

があるので、紫外線の強い時間帯でも気軽に出
かけられます。また、メーカーオプションの大型
ムーンルーフも紫外線を約99%カットします。
＊1. トヨタ自動車(株)調べ。　＊2. 2016年6月現在。　＊3. 三角窓
を除く。　＊4. 日焼けには個人差があります。

クルマの中でエステ気分。
「ナノイー」（フロント・リヤ）

運転席右側のエアコンと助手席頭上にある吹き
出し口を通じて、肌や髪にやさしい水に包まれた
弱酸性の「ナノイー」＊5を放出し、室内を爽やかな
空気環境に導きます。クルマの中でエステ気分を
味わえます。
＊5. ナノイー（nanoe）＝nano-technology＋electric 最先端のテク
ノロジーから生まれた“水に包まれている電気を帯びたイオン”のこと。
■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株
式会社の商標です。

乗員それぞれに合わせた快適さを。
左右独立温度コントロールフロントオート
エアコン（湿度センサー付）+リヤオートエアコン

フロントオートエアコンには一人ひとりの体感温
度の違いに合わせて、運転席と助手席それぞれ
独立して温度調整が行える静電タッチ式パネル
を採用。後席には、後席独自の室温設定が可能
なリヤオートエアコンを採用しています。
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車内を過ごしやすくするアイテム。
高遮音性&IRカット機能付ガラス（フロント）

フロントのウインドシールドグリーンガラスには、
優れた遮音性とともに、赤外線（IR）を効率よく
遮断して断熱性を高める効果があります。

360°UV CUT GLASS
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［快適温熱シート］［大型ムーンルーフ＆サンシェード］ ［「ナノイー」（リヤ）イメージ図］

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。ボディカラーの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。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。　■写真は合成です。

●● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

● 全車

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

●● AERAS PREMIUM ●● AERAS

湿度センサー

リヤオートエアコン

● AERAS PREMIUM ● AERAS

フロント・リヤ

フロント

たまには空を見上げて、ひと休み。
大型ムーンルーフ＆サンシェード

フロント側は手動でルーフの開閉ができ、リヤ側
は電動でサンシェードの開閉が可能です。開放
感に満ちあふれたクルージングが楽しめます。

●● AERAS PREMIUM※ ●● AERAS※

ESTIMA HOSPITALITY

COMFORT

日焼け止めのひとつに、エスティマが加わりそうです。

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション

［ブランノーブ®+合成皮革シート］

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

季節をとわない、座り心地のよさ。
昇温降温抑制機能付フロントシート

「夏は熱くなりにくく、冬は冷たくなりにくい」昇
温降温抑制機能付の素材を採用。一年を通し
て、快適な座り心地です。

●● AERAS SMART

寒い日だって、心地よく。
快適温熱シート（運転席・助手席） 

ヒーターの温度分布の最適化により、肩や腰、脚
部に心地よいぬくもりをもたらします。Hi-Loの
モード切り替えにより、冬季だけでなく冷房中で
も肩や腰を部分的に温めることができます。

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

なめらかで極上の肌触り。
ブランノーブ®＋合成皮革シート

革の高品質であるヌバックをファブリックで表現
したブランノーブを採用。耐久性と伸縮性を高め
るために、織物地に弾力性のある極太綿を使用
し、キルティング加工を施した表情豊かなシート
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。

［全方位約99％UVカットガラス］

■UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス
■スーパーUVカットグリーンガラス
■スーパーUVカットプライバシーガラス

モード設定：Hi

冬
（直接暖房）

モード設定：Lo

春・夏・秋
（冷房時）

※“サイドリフトアップシート装着車”はガソリン車（2WD）のみ設定。

99%
UV CUT

99%
UV CUT

99%
UV CUT

99%
UV CUT

99%
UV CUT

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）



DUAL POWER SLIDE DOOR

POWER BACK DOOR

狭い場所での乗り降りに便利。
デュアルパワースライドドア
（イージークローザー・挟み込み防止機能付）

両側のスライドドアが電動開閉するので、狭い駐
車スペースなどでの乗り降りに便利です。開閉が
安全に行える挟み込み防止機能付＊1。操作はス
マートキーのワイヤレスリモコンスイッチ、室内コ
ントロールスイッチ、ドアハンドル（アウトサイド・イ
ンサイド）で行えます。

キーを出さずに施錠・解錠、
クルマの始動も。
スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）
＆スタートシステム

スマートキーを携帯していれば、その方をオー
ナーとして認識。キーをポケットなどから出さなく
てもドアの施錠・解錠、エンジンの始動およびハ
イブリッドシステムの起動もできます。また、車両
に近づくだけで室内照明が点灯する機能も搭
載。スマートキーには、パワースライドドアの操作
ができるボタン＊2を内蔵しています。
＊2. パワーバックドアのオプション装着によりキーの意匠及びボタン
設定の有無が異なります。
　 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
もできますので販売店にご相談ください。

視認性と上質さ、先進性も追求。
オプティトロンメーター
（メーター照度コントロール付）

メーター部は半円一眼のスピードメーターと、水平
基調のタコメーターのコンビネーションによる立体
構成を採用。スピード文字盤面部のアクリル導光
発光により、上質さと先進性を追求しています。

クルマのいまが、一目でわかる。
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）

TFT＊3カラーディスプレイがTSS＊4情報をはじ
め、エコ運転をサポートする多彩な情報を表示。
ハイブリッド車では、ハイブリッドシステムの作動
状態などもわかりやすく表示します。
＊3. TFT［薄膜トランジスタ］：Thin Film Transistor
＊4. TSS：Toyota Safety Sense 

上下左右、自在な操作が可能。
ステアリングスイッチ

4方向スイッチによりマルチインフォメーション
ディスプレイの表示切替やレーンディパーチャー
アラートのオン・オフが手元で行えます。また、
オーディオスイッチは、販売店装着オプションの
ナビ・オーディオ選択時に操作可能となります。

ID登録されたオーナーの
キー以外では走行不可能に。
盗難防止システム（イモビライザーシステム）

IDコードが登録された正規のキー以外ではエン
ジン・モーターが始動しないセキュリティシステム
を全車に採用。また、不正なドア開けの際に警告
音を発するオートアラーム機能、フリーホイール
シリンダにより、空転してロック解除できない機
能を全車にメーカーオプション設定しています。

3130

開閉がスイッチひとつでできる。
パワーバックドア
（イージークローザー・挟み込み防止機能付）

スイッチひとつでバックドアを電動開閉できます。
開閉が安全に行える挟み込み防止機能付＊1。操
作はスマートキーのワイヤレスリモコンスイッチ、
室内コントロールスイッチで行えます。また、バッ
クドア下部に設置したクローズスイッチからでも
オートで全閉できます。
＊1. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できな
い場合があります。開閉時は十分ご注意ください。

ESTIMA HOSPITALITY

INTELLIGENCE

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS SMART

［ステアリングスイッチ］

オーディオスイッチ

マルチインフォメーションディスプレイ・
レーンディパーチャーアラートスイッチ

手が荷物であふれても、心はゆとりであふれます。

大きく開かれたのは、使い方の可能性です。

■写真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。　■表示される画面は、グレードやオプション装着により異なります。
■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。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。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は合成です。　■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。
 

［スマートエントリー＆スタートシステム］

スマートキー
（パワーバックドアスイッチあり）

スマートキー
（パワーバックドアスイッチなし）

室外検知エリア（半径0.7～1m）
室内検知エリア

［オプティトロンメーター］

［マルチインフォメーションディスプレイ表示例］

ドライブモニター レーンディパーチャー
アラート

プリクラッシュ
セーフティシステム

先行車発進告知機能

■写真はハイブリッド車。

●● AERAS PREMIUM ●● AERAS

REMOTE
CONTROL

CLOSE
SWITCH

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）
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スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）
＆スタートシステム

スマートキーを携帯していれば、その方をオー
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4方向スイッチによりマルチインフォメーション
ディスプレイの表示切替やレーンディパーチャー
アラートのオン・オフが手元で行えます。また、
オーディオスイッチは、販売店装着オプションの
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開閉がスイッチひとつでできる。
パワーバックドア
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手が荷物であふれても、心はゆとりであふれます。

大きく開かれたのは、使い方の可能性です。

■写真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。　■表示される画面は、グレードやオプション装着により異なります。
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Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。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。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
■写真は合成です。　■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。
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EQUIPMENTS

of

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。
大型ムーンルーフ&サンシェード、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。　■写真は合成です。
 

ESTIMA
ESTIMA HYBRID
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Photo：エスティマ AERAS PREMIUM（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。
大型ムーンルーフ&サンシェード、クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。　■写真は合成です。
 

ESTIMA
ESTIMA HYBRID
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しっかりと前方の安全を見守る、高精度な「2種類の目」。
Toyota Safety Sense 

レーザーレーダーと単眼カメラを併用した検知センサーと、それに基づく統合的な制御により、事故の回避や
衝突被害の軽減を支援します。レーザーレーダーは近距離を高精度で検知できる上、昼夜の影響を受けにく
いのが特徴です。一方、単眼カメラはより遠くまで検知でき、クルマだけでなく白線や対向車のランプなども
認識できます。この特性の異なる2種類のセンサーが、卓越した認識能力と信頼性の高いシステムの作動を
可能にしています。

前のクルマの発進をお知らせ。
先行車発進告知機能

信号待ちや渋滞で先行車に続いて停止し、先行
車の発進に気づかずそのままでいる場合には、
ブザーとディスプレイ表示でお知らせします。
■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します。シフトポジションが

［P］・［R］の時は作動しません。［N］の時はブレーキペダルを踏んで
いなくても作動します。 ■先行車が約4m以上進んでも自車が止
まったままだとシステムが判断した場合に作動します。なお、機能の
ON/OFFおよび通知タイミングの変更が可能です。詳しくは取扱書
をご覧ください。　■先行車発進告知機能は、Toyota Safety 
Senseのセンサー技術を活用したその他の機能です。

坂道での発進をサポート。
ヒルスタートアシストコントロール

坂道での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替
える際に、ブレーキ油圧を保持することによって
車両のずり下がりを緩和し、スムーズな発進を実
現します。

Advanced Safety

エコロジーと先進性を両立。
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

エンブレムからつながる切れ長なヘッドランプ
は、1灯でハイビームとロービームを切り替えら
れるBi-Beam LEDを採用。シャープなLEDクリ
アランスランプと掛け合わさることで、独創的で
先進感のある表情をかたち作っています。

存在感と被視認性を高める。
LEDアクセサリーランプ

昼間はデイライトとして、夕方・夜間には薄暮灯と
して点灯する縦型のアクセサリーランプをフロン
トバンパーに配置。クリアランスランプからアク
セサリーランプへと続く流れるような光が、ス
マートなフロントビューを際立たせます。

すべての乗員を覆うように広がり、
衝撃を緩和。
SRSエアバッグシステム

SRS＊3エアバッグは万一の衝突時に、前方から
の強い衝撃に対して作動。シートベルトの働きと
合わせて前席乗員の胸や頭への衝撃の抑制に
寄与します。また、ドライバーの下肢を受け止め
るSRSニーエアバッグ（運転席）や、車両側面か
らの衝撃を緩和するSRSサイドエアバッグ（フロ
ントシート）、乗員頭部側面を覆うように広がり乗
員の保護に寄与するSRSカーテンシールドエア
バッグ（フロントシート・セカンドシート・サードシー
ト）もメーカーオプション設定しています。
＊3. SRS［乗員保護補助装置］：Supplemental Restraint System
■SRSエアバッグは、あくまでシートベルトの働きを補助して衝突し
た時に乗員の衝撃を軽減する装置です。必ずシートベルトをご着用
ください。　■すべてのSRSエアバッグは、衝突の条件によっては
作動しない場合があります。　■写真は機能説明のためにSRSエ
アバッグが作動した状態を再現したものです。　■SRSサイドエア
バッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは、側面衝突時には衝突
側のみ膨らみます。　■チャイルドシートなどを助手席に装着する時
は、後ろ向きにしないなど、ご注意いただきたい項目があります。必
ず取扱書をご覧ください。　■写真は機能説明のためにボディの一
部を切断したカットモデルです。

障害物の接近を検知し、注意を促す。
クリアランスソナー&バックソナー

車庫入れなどの低速（約10km/h以下）での運
転時、超音波センサーが障害物との接近を感知。
ブザーとディスプレイ表示で注意を促します。

急ブレーキの危険を
後続車にお知らせ。
緊急ブレーキシグナル

急ブレーキをかけると、ハザードランプが自動的
に点滅。後続車に注意を促し、追突される可能性
の低減に寄与します。

Active & Passive Safety

SAFETY

■警報は自車速度約15ｋｍ/h～140km/h＊2、自動（被害軽減）ブレーキは自車速度約
10km/h～80km/hで作動します。また、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの
操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。  ■プリ
クラッシュセーフティはあくまで運転補助機能です。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。  ■数値は社内測定値。

単眼カメラ
センサー部

レーザー発光部

レーザー受光部　

●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト

●全方位コンパティビリティボディ構造

●歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造

●アクティブヘッドレスト（フロントシート）

●プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト（フロントシート）

●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）

その他の安全装備

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

SRSエアバッグ（運転席・助手席）
SRSニーエアバッグ（運転席）
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）

　　　
　　　

Toyota Safety Sense の3つの機能

［プリクラッシュセーフティ作動イメージ図］

経過時間

衝突
衝突の

可能性高
衝突の

可能性あり
衝突

不可避

警報ブザーとディスプレイ表示で危険をお知らせ

A
B

Ａ： ブレーキ踏力を強力にアシスト
Ｂ： ブレーキを踏めなくても自動減速

［レーンディパーチャーアラート作動イメージ図］

［クリアランスソナー＆バックソナー作動イメージ図］

 車線検知  警報

警報ブザー

［オートマチックハイビーム作動イメージ図］

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ表示

前の車が前進ピッ

［先行車発進告知機能作動イメージ図］

ハイビームで走行可能と判断した場
合、常時ハイビームで走行します。

先行車や対向車のランプ、街路灯など
を検出すると自動でハイビームをロー
ビームに切り替えます。

車線検知

フロントコーナー
センサー（右）

リヤコーナー
センサー（右）

バック
センサー

フロントコーナー
センサー（左）

リヤコーナー
センサー（左）

■ソナーの感知範囲、作動速度には限界があります。
　必ず車両周辺の安全を直接確認してください。

●● 全車

●● 全車

［緊急ブレーキシグナル］ ［SRSエアバッグシステム］［Bi-Beam LEDヘッドランプ＆LEDクリアランスランプ＆LEDアクセサリーランプ］

夜間 昼間点滅+
ブザー音で
お知らせ

点滅+
ブザー音で
お知らせ

!

SRSサイドエアバッグ＆SRSニーエアバッグ＆
SRSカーテンシールドエアバッグ

■写真の画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。
■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション

TFTカラー
マルチインフォメーション

ディスプレイ表示

TFTカラー
マルチインフォメーション

ディスプレイ表示

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）

エスティマハイブリッド/エスティマは「セーフティ・サポートカー」です。

＜エスティマハイブリッド/エスティマの先進安全機能＞
Toyota Safety Sense 

■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。

［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］

セーフティ・サポートカー（サポカー）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）ブレーキなどの安全運転を支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。

点滅

点滅

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

レーンディパーチャーアラート＊3は、道路上の白
線（黄線）をセンサーで認識し、ドライバーがウイ
ンカー操作を行わずに車線を逸脱する可能性が
ある場合、ブザーとディスプレイ表示による警報
でお知らせします。
＊3. 車線逸脱警報
■本システムは幅約3m以上の車線を自車速度約50km/h以上で
走行時に作動します。また道路状況、車両状態および天候状態等に
よっては、ご使用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧
ください。 ■レーンディパーチャーアラートはあくまで運転補助機能
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。

夜間の見やすさをサポート。
　　　 オートマチック
　　　 ハイビーム

ハイビームとロービームを自動で切り替え、夜間
の歩行者などの早期発見をサポート。切り替え忘
れを防ぐほか、手動操作の煩わしさも軽減します。
■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイ・ロービームの切
り替え自動制御には状況により限界があります。運転時にはつねに
周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運
転を心がけてください。 ■道路状況および天候状態等によっては、
ご利用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

ぶつからないをサポート。
　　　 プリクラッシュセーフティ
            （衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー+単眼カメラ方式）＊1

進路上の先行車をレーザーレーダーと単眼カメ
ラで検出 。衝突が予測される場合には、約
15km/h～140km/h＊２の車速域で警報を発し
て回避操作を促します。その際、約30km/h～
80km/hで走行中にブレーキを踏むと、強力なブ
レーキアシストが作動します。仮にブレーキを踏
めなかった場合でも、自動（被害軽減）ブレーキ
は約10～80km/hの幅広い速度域で作動し、例
えば停止車両に対し自車速度が30km/hの場合
は、自動（被害軽減）ブレーキにより約30km/h
の減速を行い、衝突の回避あるいは衝突被害の
軽減を支援します。
＊1.歩行者検知機能なし。
＊2.公道を走行する時は、法定速度や制限速度を順守してください。
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しっかりと前方の安全を見守る、高精度な「2種類の目」。
Toyota Safety Sense 

レーザーレーダーと単眼カメラを併用した検知センサーと、それに基づく統合的な制御により、事故の回避や
衝突被害の軽減を支援します。レーザーレーダーは近距離を高精度で検知できる上、昼夜の影響を受けにく
いのが特徴です。一方、単眼カメラはより遠くまで検知でき、クルマだけでなく白線や対向車のランプなども
認識できます。この特性の異なる2種類のセンサーが、卓越した認識能力と信頼性の高いシステムの作動を
可能にしています。

前のクルマの発進をお知らせ。
先行車発進告知機能

信号待ちや渋滞で先行車に続いて停止し、先行
車の発進に気づかずそのままでいる場合には、
ブザーとディスプレイ表示でお知らせします。
■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します。シフトポジションが

［P］・［R］の時は作動しません。［N］の時はブレーキペダルを踏んで
いなくても作動します。 ■先行車が約4m以上進んでも自車が止
まったままだとシステムが判断した場合に作動します。なお、機能の
ON/OFFおよび通知タイミングの変更が可能です。詳しくは取扱書
をご覧ください。　■先行車発進告知機能は、Toyota Safety 
Senseのセンサー技術を活用したその他の機能です。

坂道での発進をサポート。
ヒルスタートアシストコントロール

坂道での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替
える際に、ブレーキ油圧を保持することによって
車両のずり下がりを緩和し、スムーズな発進を実
現します。

Advanced Safety

エコロジーと先進性を両立。
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

エンブレムからつながる切れ長なヘッドランプ
は、1灯でハイビームとロービームを切り替えら
れるBi-Beam LEDを採用。シャープなLEDクリ
アランスランプと掛け合わさることで、独創的で
先進感のある表情をかたち作っています。

存在感と被視認性を高める。
LEDアクセサリーランプ

昼間はデイライトとして、夕方・夜間には薄暮灯と
して点灯する縦型のアクセサリーランプをフロン
トバンパーに配置。クリアランスランプからアク
セサリーランプへと続く流れるような光が、ス
マートなフロントビューを際立たせます。

すべての乗員を覆うように広がり、
衝撃を緩和。
SRSエアバッグシステム

SRS＊3エアバッグは万一の衝突時に、前方から
の強い衝撃に対して作動。シートベルトの働きと
合わせて前席乗員の胸や頭への衝撃の抑制に
寄与します。また、ドライバーの下肢を受け止め
るSRSニーエアバッグ（運転席）や、車両側面か
らの衝撃を緩和するSRSサイドエアバッグ（フロ
ントシート）、乗員頭部側面を覆うように広がり乗
員の保護に寄与するSRSカーテンシールドエア
バッグ（フロントシート・セカンドシート・サードシー
ト）もメーカーオプション設定しています。
＊3. SRS［乗員保護補助装置］：Supplemental Restraint System
■SRSエアバッグは、あくまでシートベルトの働きを補助して衝突し
た時に乗員の衝撃を軽減する装置です。必ずシートベルトをご着用
ください。　■すべてのSRSエアバッグは、衝突の条件によっては
作動しない場合があります。　■写真は機能説明のためにSRSエ
アバッグが作動した状態を再現したものです。　■SRSサイドエア
バッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは、側面衝突時には衝突
側のみ膨らみます。　■チャイルドシートなどを助手席に装着する時
は、後ろ向きにしないなど、ご注意いただきたい項目があります。必
ず取扱書をご覧ください。　■写真は機能説明のためにボディの一
部を切断したカットモデルです。

障害物の接近を検知し、注意を促す。
クリアランスソナー&バックソナー

車庫入れなどの低速（約10km/h以下）での運
転時、超音波センサーが障害物との接近を感知。
ブザーとディスプレイ表示で注意を促します。

急ブレーキの危険を
後続車にお知らせ。
緊急ブレーキシグナル

急ブレーキをかけると、ハザードランプが自動的
に点滅。後続車に注意を促し、追突される可能性
の低減に寄与します。

Active & Passive Safety

SAFETY

■警報は自車速度約15ｋｍ/h～140km/h＊2、自動（被害軽減）ブレーキは自車速度約
10km/h～80km/hで作動します。また、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの
操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。  ■プリ
クラッシュセーフティはあくまで運転補助機能です。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。  ■数値は社内測定値。

単眼カメラ
センサー部

レーザー発光部

レーザー受光部　

●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト

●全方位コンパティビリティボディ構造

●歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造

●アクティブヘッドレスト（フロントシート）

●プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト（フロントシート）

●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）

その他の安全装備

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

SRSエアバッグ（運転席・助手席）
SRSニーエアバッグ（運転席）
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）

　　　
　　　

Toyota Safety Sense の3つの機能

［プリクラッシュセーフティ作動イメージ図］

経過時間

衝突
衝突の

可能性高
衝突の

可能性あり
衝突

不可避

警報ブザーとディスプレイ表示で危険をお知らせ

A
B

Ａ： ブレーキ踏力を強力にアシスト
Ｂ： ブレーキを踏めなくても自動減速

［レーンディパーチャーアラート作動イメージ図］

［クリアランスソナー＆バックソナー作動イメージ図］

 車線検知  警報

警報ブザー

［オートマチックハイビーム作動イメージ図］

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ表示

前の車が前進ピッ

［先行車発進告知機能作動イメージ図］

ハイビームで走行可能と判断した場
合、常時ハイビームで走行します。

先行車や対向車のランプ、街路灯など
を検出すると自動でハイビームをロー
ビームに切り替えます。

車線検知

フロントコーナー
センサー（右）

リヤコーナー
センサー（右）

バック
センサー

フロントコーナー
センサー（左）

リヤコーナー
センサー（左）

■ソナーの感知範囲、作動速度には限界があります。
　必ず車両周辺の安全を直接確認してください。

●● 全車

●● 全車

［緊急ブレーキシグナル］ ［SRSエアバッグシステム］［Bi-Beam LEDヘッドランプ＆LEDクリアランスランプ＆LEDアクセサリーランプ］

夜間 昼間点滅+
ブザー音で
お知らせ

点滅+
ブザー音で
お知らせ

!

SRSサイドエアバッグ＆SRSニーエアバッグ＆
SRSカーテンシールドエアバッグ

■写真の画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。
■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション

TFTカラー
マルチインフォメーション

ディスプレイ表示

TFTカラー
マルチインフォメーション

ディスプレイ表示

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）

エスティマハイブリッド/エスティマは「セーフティ・サポートカー」です。

＜エスティマハイブリッド/エスティマの先進安全機能＞
Toyota Safety Sense 

■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。

［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］

セーフティ・サポートカー（サポカー）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）ブレーキなどの安全運転を支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。

点滅

点滅

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

レーンディパーチャーアラート＊3は、道路上の白
線（黄線）をセンサーで認識し、ドライバーがウイ
ンカー操作を行わずに車線を逸脱する可能性が
ある場合、ブザーとディスプレイ表示による警報
でお知らせします。
＊3. 車線逸脱警報
■本システムは幅約3m以上の車線を自車速度約50km/h以上で
走行時に作動します。また道路状況、車両状態および天候状態等に
よっては、ご使用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧
ください。 ■レーンディパーチャーアラートはあくまで運転補助機能
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。

夜間の見やすさをサポート。
　　　 オートマチック
　　　 ハイビーム

ハイビームとロービームを自動で切り替え、夜間
の歩行者などの早期発見をサポート。切り替え忘
れを防ぐほか、手動操作の煩わしさも軽減します。
■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイ・ロービームの切
り替え自動制御には状況により限界があります。運転時にはつねに
周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運
転を心がけてください。 ■道路状況および天候状態等によっては、
ご利用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

ぶつからないをサポート。
　　　 プリクラッシュセーフティ
            （衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー+単眼カメラ方式）＊1

進路上の先行車をレーザーレーダーと単眼カメ
ラで検出 。衝突が予測される場合には、約
15km/h～140km/h＊２の車速域で警報を発し
て回避操作を促します。その際、約30km/h～
80km/hで走行中にブレーキを踏むと、強力なブ
レーキアシストが作動します。仮にブレーキを踏
めなかった場合でも、自動（被害軽減）ブレーキ
は約10～80km/hの幅広い速度域で作動し、例
えば停止車両に対し自車速度が30km/hの場合
は、自動（被害軽減）ブレーキにより約30km/h
の減速を行い、衝突の回避あるいは衝突被害の
軽減を支援します。
＊1.歩行者検知機能なし。
＊2.公道を走行する時は、法定速度や制限速度を順守してください。
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ESTIMA HYBRID

DRIVING PERFORMANCE

歩行者や自転車に音で知らせる、
細やかな配慮。
車両接近通報装置

発進から車速約25km/hまでのEV走行中、また
は後退時に自動で発音。また発音は、一時停止
スイッチ操作でオフ・オンが可能。なお、ハイブ
リッドシステム再始動時には、自動的に発音状態
に戻ります。

クルマの挙動をより早く、
スムーズにコントロール。
VDIM

（EBD付ABS・VSC・TRC・EPS統合制御）

VDIM＊6はエンジン、ステアリング、ブレーキの操
作量によるドライバーの走行イメージと、各種セ
ンサー情報による車両挙動との差を算出し、その
差を縮めるようにVSC＊7、TRC＊8、EBD＊9付
ABS＊10、EPS＊11などを統合マネジメント。その
結果、車両全方向の運動状態が限界前からシー
ムレスに制御可能となり、高い予防安全性と、連
続するコーナーや滑りやすい路面での走行時に
ドライバーのイメージに限りなく近い優れた運動
性能を獲得します。
＊6. VDIM：Vehicle Dynamics Integrated Management
＊7. VSC：Vehicle Stability Control
＊8. TRC：Traction Control
＊9. EBD:Electronic Brake-force Distribution
＊10. ABS：Anti-lock Brake System
＊11. EPS：Electric Power Steering

圧倒的な環境性能と走りの感動。
ハイブリッドシステム「THSⅡ」

THSⅡ＊1は圧倒的な環境性能と走りの気持ち良さ
の両立をめざし、低燃費、優れた走行性能、低排
出ガス、高い静粛性を実現しています。
＊1. THSⅡ ： TOYOTA Hybrid System Ⅱ

ESTIMA

実用域で高いポテンシャルを発揮。
BEAMS 2AZ-FE VVT-iエンジン

卓越のパワーとゆとりを手中にしている2.4L直
列4気筒エンジン。実用域における扱いやすさ
と、スムーズな加速を高次元で実現。また、各部
の徹底した低フリクション化などで、低燃費化を
推し進め、優れた環境性能も備えています。

Drivability

ひとクラス上の走行安定性を実現。
フロントパフォーマンスダンパー

走行中のボディに発生する小さなたわみや微振
動を速やかに吸収。乗り心地や静粛性を向上し、
よりシャープなハンドリングを実現します。

空気の流れが操縦安定性を高める。
エアロスタビライジングフィン（リヤ）

リヤコンビネーションランプのサイド部に空力
フィンを設置。走行時、気流に小さな渦を発生さ
せて車体を左右から押さえつけることで、優れた
操縦安定性を実現します。

さらに上質な乗り心地へ。
サスペンションの最適化

コイルスプリングをはじめとしたサスペンション
各部の設定を見直して最適化。フラット感の向上
や操縦安定性の確保を図り、より上質な乗り心地
を実現します。

E-Four（電気式4WDシステム）※用リヤモーター
フロントモーターとは独立したリヤモーターにより後輪を駆動させ、滑りやすい路面（雪道、氷路面）での発進性、
走行安定性をアシストします。また、制動時には充電機能としても働き、フロントモーターとあわせて燃費向上に寄与します。
※E-Fourは、エスティマガソリン4WD車とは機構および性能が異なります。
※路面の状況、勾配、車速等の走行環境によっては、エスティマガソリン４WD車に比べ、十分な駆動力が得られない場合があります。

＊2. BEAMS［ビームス］：Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System　＊3. VVT-i［連続可変バルブタイミング
機構］：Variable Valve Timing-intelligence　＊4. 車両重量が2,000kg以上の場合、17.0km/Lとなります。　＊5. エンジンとモー
ターにより、動力性能として発揮できる出力。社内算定値。

［VDIM制御イメージ図］

［THSⅡ］

スピーカー装着位置

滑りやすい路面で走行安定性を確保。
S-VSC
（ステアリング協調車両安定性制御システム）

S-VSC＊13は電動パワーステアリング（EPS）と
ブレーキ制御（VSC、ABSなど）、駆動力制御

（TRC）の機能を協調させることにより、車両の

● 全車

燃費と走りに貢献する変速機構。
電気式無段変速機

ゲート式シフトレバーを採用。低燃費でありなが
ら、途切れることのないシームレスな加速を実現
しています。

● 全車 ● 全車

● 全車

● 全車

● 4WD車

● 全車

● 全車

シーンに応じて、静かな走行を。
EVドライブモード

コンソールボックス上のスイッチをオンにすると、
モーターのみで静かに走行でき、早朝や深夜など
エンジン音が気になるときやガレージへの出し入
れで排出ガスを抑えたいときなどに便利です。
■EVドライブモードはスイッチをもう一度押せば「通常走行モード」
に戻ります。
■EVドライブモードの走行距離は、ハイブリッドバッテリーの状態に
よって異なります。また、ハイブリッドシステムの状態によって使用で
き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。

● 全車

● 全車

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS PREMIUM※ 

●● AERAS SMART

VSC、TRC、
ABSは限界付近で
制御を開始

ドライバーの
想定するライン

VDIMは
クルマの挙動を
限界前から
なめらかに制御

［EVドライブモードスイッチ］

［電気式無段変速機］

［7速スポーツシーケンシャル
シフトマチック］

［フロントパフォーマンスダンパー］ ［エアロスタビライジングフィン］

［車両接近通報装置］

ー ＋

ニッケル水素バッテリー

THSⅡ用
BEAMS＊2 2AZ-FXE VVT-i＊3
エンジン

THSⅡ用フロントユニット

昇圧コンバーター付
パワーコントロールユニット

E-Four（電気式4WDシステム）※用
リヤモーター 排気熱再循環システム

2.362L
125kW（170PS）/6,000r.p.m.
224N・m（22.8kgf・m）/4,000r.p.m.

■排気量：
■最高出力［NET］:
■最大トルク［NET］:

燃料消費率
（国土交通省審査値）

BEAMS 2AZ-FE VVT-i
エンジン ［2WD・7人乗り］

■最高出力：140kW（190PS）＊5
■最高出力［NET］：110kW（150PS）/6,000r.p.m. 　■最大トルク［NET］：190N･m（19.4kgf・m）/4,000r.p.m.
■最高出力：105kW（143PS）　■最大トルク：270N･m（27.5kgf・m）
■最高出力：50kW（68PS）　■最大トルク：130N･m（13.3kgf・m） 

システム
2.4Lエンジン
フロントモーター
リヤモーター

＊418.0 km/L燃料消費率
（国土交通省審査値）

＊1211.4 km/L

2AZ-FXE for HYBRID

■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。

標準装備 メーカーオプション

マニュアル感覚でスポーティな走り。
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック

シフトを「Ｍ」ポジションに入れることで、マニュ
アル感覚の素早いシフトチェンジが可能です。

状況に応じて、
前輪駆動と四輪駆動を切り替える。
アクティブトルクコントロール4WD

路面状況に応じ、前後輪のトルク配分を前輪駆
動状態から連続的に可変し、さまざまな走行条件
で最適な駆動力配分を行います。スイッチ操作
で前輪駆動に切り替えることも可能です。

パワフルな走りと低燃費を両立。
オートマチック・トランスミッション

変速ショックのないスムーズな走行が楽しめる
Super CVT-i＊14を設定。エンジンとの統合制御
により、低燃費と高い動力性能を実現し、さらに
静粛性も高めました。
＊14. CVT-i［自動無段変速機］：Continuously Variable
Transmission-intelligent

※“サイドリフトアップシート装着車”にも標準装備。

挙動が安定する方向に操舵トルクをアシストする
システムです。さまざまな状況下で、車両の優れ
た走行安定性・操縦性を実現します。
＊13. S-VSC：Steering-assisted Vehicle Stability Control

■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。

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

＊12. オプション装着により車両重量が1,770kg未満になった場合、11.6km/Lとなります。

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）
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ESTIMA HYBRID

DRIVING PERFORMANCE

歩行者や自転車に音で知らせる、
細やかな配慮。
車両接近通報装置

発進から車速約25km/hまでのEV走行中、また
は後退時に自動で発音。また発音は、一時停止
スイッチ操作でオフ・オンが可能。なお、ハイブ
リッドシステム再始動時には、自動的に発音状態
に戻ります。

クルマの挙動をより早く、
スムーズにコントロール。
VDIM

（EBD付ABS・VSC・TRC・EPS統合制御）

VDIM＊6はエンジン、ステアリング、ブレーキの操
作量によるドライバーの走行イメージと、各種セ
ンサー情報による車両挙動との差を算出し、その
差を縮めるようにVSC＊7、TRC＊8、EBD＊9付
ABS＊10、EPS＊11などを統合マネジメント。その
結果、車両全方向の運動状態が限界前からシー
ムレスに制御可能となり、高い予防安全性と、連
続するコーナーや滑りやすい路面での走行時に
ドライバーのイメージに限りなく近い優れた運動
性能を獲得します。
＊6. VDIM：Vehicle Dynamics Integrated Management
＊7. VSC：Vehicle Stability Control
＊8. TRC：Traction Control
＊9. EBD:Electronic Brake-force Distribution
＊10. ABS：Anti-lock Brake System
＊11. EPS：Electric Power Steering

圧倒的な環境性能と走りの感動。
ハイブリッドシステム「THSⅡ」

THSⅡ＊1は圧倒的な環境性能と走りの気持ち良さ
の両立をめざし、低燃費、優れた走行性能、低排
出ガス、高い静粛性を実現しています。
＊1. THSⅡ ： TOYOTA Hybrid System Ⅱ

ESTIMA

実用域で高いポテンシャルを発揮。
BEAMS 2AZ-FE VVT-iエンジン

卓越のパワーとゆとりを手中にしている2.4L直
列4気筒エンジン。実用域における扱いやすさ
と、スムーズな加速を高次元で実現。また、各部
の徹底した低フリクション化などで、低燃費化を
推し進め、優れた環境性能も備えています。

Drivability

ひとクラス上の走行安定性を実現。
フロントパフォーマンスダンパー

走行中のボディに発生する小さなたわみや微振
動を速やかに吸収。乗り心地や静粛性を向上し、
よりシャープなハンドリングを実現します。

空気の流れが操縦安定性を高める。
エアロスタビライジングフィン（リヤ）

リヤコンビネーションランプのサイド部に空力
フィンを設置。走行時、気流に小さな渦を発生さ
せて車体を左右から押さえつけることで、優れた
操縦安定性を実現します。

さらに上質な乗り心地へ。
サスペンションの最適化

コイルスプリングをはじめとしたサスペンション
各部の設定を見直して最適化。フラット感の向上
や操縦安定性の確保を図り、より上質な乗り心地
を実現します。

E-Four（電気式4WDシステム）※用リヤモーター
フロントモーターとは独立したリヤモーターにより後輪を駆動させ、滑りやすい路面（雪道、氷路面）での発進性、
走行安定性をアシストします。また、制動時には充電機能としても働き、フロントモーターとあわせて燃費向上に寄与します。
※E-Fourは、エスティマガソリン4WD車とは機構および性能が異なります。
※路面の状況、勾配、車速等の走行環境によっては、エスティマガソリン４WD車に比べ、十分な駆動力が得られない場合があります。

＊2. BEAMS［ビームス］：Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System　＊3. VVT-i［連続可変バルブタイミング
機構］：Variable Valve Timing-intelligence　＊4. 車両重量が2,000kg以上の場合、17.0km/Lとなります。　＊5. エンジンとモー
ターにより、動力性能として発揮できる出力。社内算定値。

［VDIM制御イメージ図］

［THSⅡ］

スピーカー装着位置

滑りやすい路面で走行安定性を確保。
S-VSC
（ステアリング協調車両安定性制御システム）

S-VSC＊13は電動パワーステアリング（EPS）と
ブレーキ制御（VSC、ABSなど）、駆動力制御

（TRC）の機能を協調させることにより、車両の

● 全車

燃費と走りに貢献する変速機構。
電気式無段変速機

ゲート式シフトレバーを採用。低燃費でありなが
ら、途切れることのないシームレスな加速を実現
しています。

● 全車 ● 全車

● 全車

● 全車

● 4WD車

● 全車

● 全車

シーンに応じて、静かな走行を。
EVドライブモード

コンソールボックス上のスイッチをオンにすると、
モーターのみで静かに走行でき、早朝や深夜など
エンジン音が気になるときやガレージへの出し入
れで排出ガスを抑えたいときなどに便利です。
■EVドライブモードはスイッチをもう一度押せば「通常走行モード」
に戻ります。
■EVドライブモードの走行距離は、ハイブリッドバッテリーの状態に
よって異なります。また、ハイブリッドシステムの状態によって使用で
き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。

● 全車

● 全車

●● AERAS PREMIUM-G ●● AERAS PREMIUM※ 

●● AERAS SMART

VSC、TRC、
ABSは限界付近で
制御を開始

ドライバーの
想定するライン

VDIMは
クルマの挙動を
限界前から
なめらかに制御

［EVドライブモードスイッチ］

［電気式無段変速機］

［7速スポーツシーケンシャル
シフトマチック］

［フロントパフォーマンスダンパー］ ［エアロスタビライジングフィン］

［車両接近通報装置］

ー ＋

ニッケル水素バッテリー

THSⅡ用
BEAMS＊2 2AZ-FXE VVT-i＊3
エンジン

THSⅡ用フロントユニット

昇圧コンバーター付
パワーコントロールユニット

E-Four（電気式4WDシステム）※用
リヤモーター 排気熱再循環システム

2.362L
125kW（170PS）/6,000r.p.m.
224N・m（22.8kgf・m）/4,000r.p.m.

■排気量：
■最高出力［NET］:
■最大トルク［NET］:

燃料消費率
（国土交通省審査値）

BEAMS 2AZ-FE VVT-i
エンジン ［2WD・7人乗り］

■最高出力：140kW（190PS）＊5
■最高出力［NET］：110kW（150PS）/6,000r.p.m. 　■最大トルク［NET］：190N･m（19.4kgf・m）/4,000r.p.m.
■最高出力：105kW（143PS）　■最大トルク：270N･m（27.5kgf・m）
■最高出力：50kW（68PS）　■最大トルク：130N･m（13.3kgf・m） 

システム
2.4Lエンジン
フロントモーター
リヤモーター

＊418.0 km/L燃料消費率
（国土交通省審査値）

＊1211.4 km/L

2AZ-FXE for HYBRID

■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。

標準装備 メーカーオプション

マニュアル感覚でスポーティな走り。
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック

シフトを「Ｍ」ポジションに入れることで、マニュ
アル感覚の素早いシフトチェンジが可能です。

状況に応じて、
前輪駆動と四輪駆動を切り替える。
アクティブトルクコントロール4WD

路面状況に応じ、前後輪のトルク配分を前輪駆
動状態から連続的に可変し、さまざまな走行条件
で最適な駆動力配分を行います。スイッチ操作
で前輪駆動に切り替えることも可能です。

パワフルな走りと低燃費を両立。
オートマチック・トランスミッション

変速ショックのないスムーズな走行が楽しめる
Super CVT-i＊14を設定。エンジンとの統合制御
により、低燃費と高い動力性能を実現し、さらに
静粛性も高めました。
＊14. CVT-i［自動無段変速機］：Continuously Variable
Transmission-intelligent

※“サイドリフトアップシート装着車”にも標準装備。

挙動が安定する方向に操舵トルクをアシストする
システムです。さまざまな状況下で、車両の優れ
た走行安定性・操縦性を実現します。
＊13. S-VSC：Steering-assisted Vehicle Stability Control

■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。

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

＊12. オプション装着により車両重量が1,770kg未満になった場合、11.6km/Lとなります。

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）
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屋外で電気が必要なときに便利。
アクセサリーコンセント

AC100V・1500Wはハイブリッドカー特有の大
容量の電気エネルギーにより、停電などの非常時
に発電機としても使える便利な機能＊1です。電源
は家庭用と同じAC100V。パソコンなどの家電用
品＊2や電動自転車などの充電機器＊2に対応しま
す。また、ガソリン車に設定のAC100V・100Wは
携帯電話などの充電＊2に便利です。
＊1. 条件によっては使用できない場合があります。詳しくは取扱書を
ご覧ください。周波数切替（50Hz/60Hz）につきましては販売店に
おたずねください。
＊2. 製品によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項
目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。
一部地域では車両の停止中にエンジンを稼働させた場合、条例に触
れ罰則を受けることがありますので十分にご注意ください。

UTILITY

■ 後席確認ミラー

Amenity

■ LEDスポットランプ（ボトルホルダー部）■ フロントドアポケット+ボトルホルダー

■ 運転席側収納（アッパーボックス＆アンダーボックス）

■ クォータートリムポケット（右側）+ボトルホルダー

■ アクセサリーソケット（DC12V・120W） ■ 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）

■ カップホルダー■ ハイブリッドコンソールボックス1

■ プッシュオープン式カップホルダー
　　＆コインボックス

■ ロングスライドコンソールボックス

■ 助手席側収納（アッパーボックス＆グローブボックス）

■ ドアスカッフプレート ■ シートバックポケット（助手席側） ■ 買い物フック（運転席側シートバック）

■ 脱着式デッキボード
　　（6：4分割・手動床下格納機能付サードシート用）

■ 床下ラゲージボックス

スピーカー配置図

■ 4

16cmミッドウーハー（フロントドア）

16cmフルレンジ（リヤクォーターパネル）

5cmスコーカー（フロントドア上部）

エキサイター（2箇所）

A

B   

C

E  

16cmフルレンジ（フロントドア）

16cmフルレンジ（リヤクォーターパネル）

エキサイター（2箇所）

A

B

D 

スピーカーレイアウト

＜8スピーカー＞＜6スピーカー＞

● 全車

● 全車 ● 全車 ● 全車

● 全車

●● 全車

● 全車 ● 全車

●● 全車

●● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS SMART

●● AERAS PREMIUM

● 7人乗り※

● 全車

● 全車

● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS SMART

1

1 2

3

4 5 6

■ アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）7 ■ アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）■ アクセサリーソケット（DC12V・120W）1 8

■ 8

9

■ 9

9 8

10

■ 10

■ 10

12

■ 12

13

■ 13

14

■ 14

15 15

■ 15

11

■ 11

■ 11

■ 11

■ 11

■ 1■ 2

■ 3

■ 4

■ 5
■ 7

■ 6

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

■写真はガソリン車。

標準装備 メーカーオプション

※“サイドリフトアップシート装着車”を除く。

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）

D

E
C

A
B
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屋外で電気が必要なときに便利。
アクセサリーコンセント

AC100V・1500Wはハイブリッドカー特有の大
容量の電気エネルギーにより、停電などの非常時
に発電機としても使える便利な機能＊1です。電源
は家庭用と同じAC100V。パソコンなどの家電用
品＊2や電動自転車などの充電機器＊2に対応しま
す。また、ガソリン車に設定のAC100V・100Wは
携帯電話などの充電＊2に便利です。
＊1. 条件によっては使用できない場合があります。詳しくは取扱書を
ご覧ください。周波数切替（50Hz/60Hz）につきましては販売店に
おたずねください。
＊2. 製品によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項
目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。
一部地域では車両の停止中にエンジンを稼働させた場合、条例に触
れ罰則を受けることがありますので十分にご注意ください。

UTILITY

■ 後席確認ミラー

Amenity

■ LEDスポットランプ（ボトルホルダー部）■ フロントドアポケット+ボトルホルダー

■ 運転席側収納（アッパーボックス＆アンダーボックス）

■ クォータートリムポケット（右側）+ボトルホルダー

■ アクセサリーソケット（DC12V・120W） ■ 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）

■ カップホルダー■ ハイブリッドコンソールボックス1

■ プッシュオープン式カップホルダー
　　＆コインボックス

■ ロングスライドコンソールボックス

■ 助手席側収納（アッパーボックス＆グローブボックス）

■ ドアスカッフプレート ■ シートバックポケット（助手席側） ■ 買い物フック（運転席側シートバック）

■ 脱着式デッキボード
　　（6：4分割・手動床下格納機能付サードシート用）

■ 床下ラゲージボックス

スピーカー配置図

■ 4

16cmミッドウーハー（フロントドア）

16cmフルレンジ（リヤクォーターパネル）

5cmスコーカー（フロントドア上部）

エキサイター（2箇所）

A

B   

C

E  

16cmフルレンジ（フロントドア）

16cmフルレンジ（リヤクォーターパネル）

エキサイター（2箇所）

A

B

D 

スピーカーレイアウト

＜8スピーカー＞＜6スピーカー＞

● 全車

● 全車 ● 全車 ● 全車

● 全車

●● 全車

● 全車 ● 全車

●● 全車

●● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS SMART

●● AERAS PREMIUM

● 7人乗り※

● 全車

● 全車

● AERAS PREMIUM-G

●● AERAS SMART

1

1 2

3

4 5 6

■ アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）7 ■ アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）■ アクセサリーソケット（DC12V・120W）1 8

■ 8

9

■ 9

9 8

10

■ 10

■ 10

12

■ 12

13

■ 13

14

■ 14

15 15

■ 15

11

■ 11

■ 11

■ 11

■ 11

■ 1■ 2

■ 3

■ 4

■ 5
■ 7

■ 6

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

■写真はガソリン車。

標準装備 メーカーオプション

※“サイドリフトアップシート装着車”を除く。

● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）

D

E
C

A
B
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INTERIOR COLOR

■シート色： ブラック　■シート表皮： ブランノーブ®＋合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： 木目調

■シート色： バーガンディ　■シート表皮： ブランノーブ®＋合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： 木目調

■シート色： ブラック＆ゴールド　■シート表皮： トリコット＋合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： 高輝度シルバー

■シート色： ベージュ　■シート表皮： 合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： ピアノブラック（幾何学柄）

■シート色： ブラック　■シート表皮： トリコット
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： カーボンパターン

AERAS  PREMIUM-G   ESTIMA HYBRID / ESTIMA

TWO TONE COLOR

AERAS  PREMIUM   ESTIMA HYBRID / ESTIMA

AERAS  SMART   ESTIMA HYBRID / ESTIMA AERAS   ESTIMA HYBRID / ESTIMA

　　　　　　
ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊2 
シルバーメタリック〈1F7〉 
アイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉 
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〉＊2 
レッドマイカメタリック〈3R3〉 
ダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉 

グレード  
  
内装色  
シート色

シート表皮  

インストルメントパネル  
サイドレジスター  
ステアリングホイール＆シフトノブ  
フロントドアアームレスト（サテン調加飾モール付）  

ブラック
ブラック バーガンディ ベージュホワイト＊3 ブラック＆ゴールド

“サイドリフトアップ
シート装着車”＊4

“サイドリフトアップ
シート装着車”＊4

ブラック

ブランノーブ®＋合成皮革 合成皮革
（昇温降温抑制機能付フロントシート） トリコット＋合成皮革 トリコット

ブラック＋アクセントステッチ付 ホワイト＋
アクセントステッチ付 ブラック＋アクセントステッチ付

ピアノブラック サテン調加飾 ピアノブラック
本革巻き＆木目調 本革巻き

木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS

ボディカラー
〈カラーコード〉

エスティマハイブリッド / エスティマ　内外配色一覧表 ■標準設定　■設定あり（ご注文時にご指定ください）

2 トーン
ブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉＊1
ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＊1
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉＊1

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊2 シルバーメタリック〈1F7〉 アイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉

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〉＊2 レッドマイカメタリック〈3R3〉

ブラック × レッドマイカメタリック〈2NN〉＊1 ブラック × ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＊1 ブラック × アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉＊1

ダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉 

＊1. 2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉＜54,000円（消費税抜き50,000円）＞、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＜54,000円（消費税抜き50,000円）＞、ブラック×アイスチタニウムマイカ
メタリック〈2PL〉＜54,000円（消費税抜き50,000円）＞をメーカーオプション選択した場合、ブラック塗装アルミホイールとなります。なお、モノトーンボディカラーを選択した場合、ミディアムグレー塗装アルミホイールとなり、ブラック塗装
アルミホイールは装着できません。
＊2. 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）＞、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）＞はメーカーオプションとなります。
＊3. シート表面には防汚処理加工を採用しています。
＊4. サイドリフトアップシートの形状は専用となります。
■「メーカーオプション」「設定あり」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。
■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。　
■“サイドリフトアップシート装着車”の場合、消費税は非課税となります。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）’17年6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。
■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。　

BODY COLOR

■シート色： ホワイト＊3　■シート表皮： 合成皮革
■インストルメントパネル： ホワイト＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： ピアノブラック（幾何学柄）

MONO TONE COLOR

洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを全カラーに採用。分子レベルで
結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。
■鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、セルフリストアリングコートが破壊された場合には、傷は復元しません。傷の復元する時間は、傷の深さや周囲の
温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、セルフリストアリングコートを暖めることで復元する時間を短くすることができます。耐用年数は5～8年で
すが、その後も一般塗装よりも傷がつきにくい状態を保ちます。ワックスをかける場合はコンパウンド（研磨剤）の入っていないものをご使用ください。

セルフリストアリングコート

■ルーフ・ピラー・ドアミラーはブラック、アルミホイールはブラック塗装となります。

■アルミホイールはミディアムグレー塗装となります。

■写真はハイブリッド車。

■写真はすべてエスティマ AERAS PREMIUM-G。

■写真中央のブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉は
エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G。 
それ以外のボディカラーはエスティマ AERAS PREMIUM-G。

■ 225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
　　（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

■ 215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ※3
　　（17×7J切削光輝アルミホイール）&センターオーナメント

■ 215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ
　　（16×6½JJスチールホイール）＆樹脂フルキャップ

● モノトーンボディカラー※1 ● 2トーンボディカラー※1

ブラック塗装＊1ミディアムグレー塗装 ブラック塗装＊1ミディアムグレー塗装

11

2

3

1 2 2 3

※1. “サイドリフトアップシート装着車”を除く。
※2. “サイドリフトアップシート装着車”は標準装備。
※3. ガソリン車（4WD）に設定。
　　 ガソリン車（2WD)は215/55R17
　　 93Vスチールラジアルタイヤとなります。

● モノトーンボディカラー ●● 2トーンボディカラー
● モノトーンボディカラー※2

● モノトーンボディカラー

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション ● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）
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INTERIOR COLOR

■シート色： ブラック　■シート表皮： ブランノーブ®＋合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： 木目調

■シート色： バーガンディ　■シート表皮： ブランノーブ®＋合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： 木目調

■シート色： ブラック＆ゴールド　■シート表皮： トリコット＋合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： 高輝度シルバー

■シート色： ベージュ　■シート表皮： 合成皮革
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： ピアノブラック（幾何学柄）

■シート色： ブラック　■シート表皮： トリコット
■インストルメントパネル： ブラック＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： カーボンパターン

AERAS  PREMIUM-G   ESTIMA HYBRID / ESTIMA

TWO TONE COLOR

AERAS  PREMIUM   ESTIMA HYBRID / ESTIMA

AERAS  SMART   ESTIMA HYBRID / ESTIMA AERAS   ESTIMA HYBRID / ESTIMA

　　　　　　
ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊2 
シルバーメタリック〈1F7〉 
アイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉 
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〉＊2 
レッドマイカメタリック〈3R3〉 
ダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉 

グレード  
  
内装色  
シート色

シート表皮  

インストルメントパネル  
サイドレジスター  
ステアリングホイール＆シフトノブ  
フロントドアアームレスト（サテン調加飾モール付）  

ブラック
ブラック バーガンディ ベージュホワイト＊3 ブラック＆ゴールド

“サイドリフトアップ
シート装着車”＊4

“サイドリフトアップ
シート装着車”＊4

ブラック

ブランノーブ®＋合成皮革 合成皮革
（昇温降温抑制機能付フロントシート） トリコット＋合成皮革 トリコット

ブラック＋アクセントステッチ付 ホワイト＋
アクセントステッチ付 ブラック＋アクセントステッチ付

ピアノブラック サテン調加飾 ピアノブラック
本革巻き＆木目調 本革巻き

木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS

ボディカラー
〈カラーコード〉

エスティマハイブリッド / エスティマ　内外配色一覧表 ■標準設定　■設定あり（ご注文時にご指定ください）

2 トーン
ブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉＊1
ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＊1
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉＊1

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊2 シルバーメタリック〈1F7〉 アイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉

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〉＊2 レッドマイカメタリック〈3R3〉

ブラック × レッドマイカメタリック〈2NN〉＊1 ブラック × ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＊1 ブラック × アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉＊1

ダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉 

＊1. 2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉＜54,000円（消費税抜き50,000円）＞、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＜54,000円（消費税抜き50,000円）＞、ブラック×アイスチタニウムマイカ
メタリック〈2PL〉＜54,000円（消費税抜き50,000円）＞をメーカーオプション選択した場合、ブラック塗装アルミホイールとなります。なお、モノトーンボディカラーを選択した場合、ミディアムグレー塗装アルミホイールとなり、ブラック塗装
アルミホイールは装着できません。
＊2. 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）＞、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）＞はメーカーオプションとなります。
＊3. シート表面には防汚処理加工を採用しています。
＊4. サイドリフトアップシートの形状は専用となります。
■「メーカーオプション」「設定あり」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。
■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。　
■“サイドリフトアップシート装着車”の場合、消費税は非課税となります。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）’17年6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。
■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。　

BODY COLOR

■シート色： ホワイト＊3　■シート表皮： 合成皮革
■インストルメントパネル： ホワイト＋アクセントステッチ付
■フロントドアアームレスト： ピアノブラック（幾何学柄）

MONO TONE COLOR

洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを全カラーに採用。分子レベルで
結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。
■鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、セルフリストアリングコートが破壊された場合には、傷は復元しません。傷の復元する時間は、傷の深さや周囲の
温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、セルフリストアリングコートを暖めることで復元する時間を短くすることができます。耐用年数は5～8年で
すが、その後も一般塗装よりも傷がつきにくい状態を保ちます。ワックスをかける場合はコンパウンド（研磨剤）の入っていないものをご使用ください。

セルフリストアリングコート

■ルーフ・ピラー・ドアミラーはブラック、アルミホイールはブラック塗装となります。

■アルミホイールはミディアムグレー塗装となります。

■写真はハイブリッド車。

■写真はすべてエスティマ AERAS PREMIUM-G。

■写真中央のブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉は
エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G。 
それ以外のボディカラーはエスティマ AERAS PREMIUM-G。

■ 225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
　　（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

■ 215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ※3
　　（17×7J切削光輝アルミホイール）&センターオーナメント

■ 215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ
　　（16×6½JJスチールホイール）＆樹脂フルキャップ

● モノトーンボディカラー※1 ● 2トーンボディカラー※1

ブラック塗装＊1ミディアムグレー塗装 ブラック塗装＊1ミディアムグレー塗装

11

2

3

1 2 2 3

※1. “サイドリフトアップシート装着車”を除く。
※2. “サイドリフトアップシート装着車”は標準装備。
※3. ガソリン車（4WD）に設定。
　　 ガソリン車（2WD)は215/55R17
　　 93Vスチールラジアルタイヤとなります。

● モノトーンボディカラー ●● 2トーンボディカラー
● モノトーンボディカラー※2

● モノトーンボディカラー

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション ● エスティマハイブリッド（ハイブリッド車） ● エスティマ（ガソリン車）



4342

7人乗り
E-Four

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）

4,928,727円
（4,563,636円）

4,957,887円
（4,590,636円）

7人乗り
E-Four

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）

4,532,073円
（4,196,364円）

4,561,233円
（4,223,364円）

7人乗り
E-Four

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）

4,391,673円
（4,066,364円）

4,458,633円
（4,128,364円）

“サイドリフトアップシート装着車”
E-Four

4,357,000円
（消費税非課税）

4,419,000円
（消費税非課税）

7人乗り
E-Four

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）

4,352,400円
（4,030,000円）

4,419,360円
（4,092,000円）

8人乗り
E-Four

4,311,163円
（3,991,818円）

4,378,123円
（4,053,818円）

“サイドリフトアップシート装着車”
E-Four

4,321,000円
（消費税非課税）

4,383,000円
（消費税非課税）

7人乗り

AERAS PREMIUM-G AERAS PREMIUM

AERASAERAS SMART

ESTIMA HYBRID WIDE SELECTION

7人乗り

7人乗り

7人乗り

8人乗り

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。ボディカラーのブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉＜54,000円＞はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。内装色はブラック。
シート色はブラック。SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ＜81,000円＞、オーディオレス（8スピーカー）＜6,480円＞、クリアランスソナー&バックソナー＜43,200円＞はメーカーオプション。オーディオ
レスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。
　

Photo：エスティマハイブリッド AERAS SMART（E-Four・7人乗り）。ボディカラーはダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉。内装色はブラック。シート色のホワイトは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はベージュになります）。
オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM（E-Four・7人乗り）。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〉＜32,400円＞はメーカーオプション。内装色はブラック。シート色はブラック&ゴールド。オーディオ
レスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo（左・右上・右中）：エスティマハイブリッド AERAS（E-Four・7人乗り）。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＜32,400円＞はメーカーオプション。内装色はブラック。シート色はブラック。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用
スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。　Photo（右下）:エスティマハイブリッド AERAS（E-Four・8人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付
費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

＊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）’17年6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。
■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、取付費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。

■“サイドリフトアップシート装着車”の消費税は非課税となります。　■自動車リサイクル法の施行により、P51記載のリサイクル料金が別途必要になります。　
■写真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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　
■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。
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7人乗り
E-Four

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）

4,928,727円
（4,563,636円）

4,957,887円
（4,590,636円）

7人乗り
E-Four

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）

4,532,073円
（4,196,364円）

4,561,233円
（4,223,364円）

7人乗り
E-Four

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）

4,391,673円
（4,066,364円）

4,458,633円
（4,128,364円）

“サイドリフトアップシート装着車”
E-Four

4,357,000円
（消費税非課税）

4,419,000円
（消費税非課税）

7人乗り
E-Four

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）

4,352,400円
（4,030,000円）

4,419,360円
（4,092,000円）

8人乗り
E-Four

4,311,163円
（3,991,818円）

4,378,123円
（4,053,818円）

“サイドリフトアップシート装着車”
E-Four

4,321,000円
（消費税非課税）

4,383,000円
（消費税非課税）

7人乗り

AERAS PREMIUM-G AERAS PREMIUM

AERASAERAS SMART

ESTIMA HYBRID WIDE SELECTION

7人乗り

7人乗り

7人乗り

8人乗り

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。ボディカラーのブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉＜54,000円＞はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。内装色はブラック。
シート色はブラック。SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ＜81,000円＞、オーディオレス（8スピーカー）＜6,480円＞、クリアランスソナー&バックソナー＜43,200円＞はメーカーオプション。オーディオ
レスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。
　

Photo：エスティマハイブリッド AERAS SMART（E-Four・7人乗り）。ボディカラーはダークシェリーマイカメタリック〈4W4〉。内装色はブラック。シート色のホワイトは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はベージュになります）。
オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM（E-Four・7人乗り）。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〉＜32,400円＞はメーカーオプション。内装色はブラック。シート色はブラック&ゴールド。オーディオ
レスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo（左・右上・右中）：エスティマハイブリッド AERAS（E-Four・7人乗り）。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＜32,400円＞はメーカーオプション。内装色はブラック。シート色はブラック。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用
スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。　Photo（右下）:エスティマハイブリッド AERAS（E-Four・8人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付
費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

＊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）’17年6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。
■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、取付費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。

■“サイドリフトアップシート装着車”の消費税は非課税となります。　■自動車リサイクル法の施行により、P51記載のリサイクル料金が別途必要になります。　
■写真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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　
■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。



4544

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）

2WD 4WD

3,700,473円
（3,426,364円）

3,916,473円
（3,626,364円）

3,729,633円
（3,453,364円）

3,945,633円
（3,653,364円）

7人乗り

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）

2WD 4WD

3,514,909円
（3,254,545円）

3,730,909円
（3,454,545円）

3,544,069円
（3,281,545円）

3,760,069円
（3,481,545円）

7人乗り

2WD 4WD

3,467,978円
（3,211,091円）

3,683,978円
（3,411,091円）

2WD 4WD

3,476,000円
（消費税非課税）

3,676,000円
（消費税非課税）

7人乗り “サイドリフトアップシート装着車”

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）

3,401,018円
（3,149,091円）

3,617,018円
（3,349,091円）

3,414,000円
（消費税非課税）

3,614,000円
（消費税非課税）

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）

8人乗り7人乗り
2WD 4WD 2WD 4WD

3,312,655円
（3,067,273円）

3,528,655円
（3,267,273円）

3,271,418円
（3,029,091円）

3,487,418円
（3,229,091円）

3,379,615円
（3,129,273円）

3,595,615円
（3,329,273円）

3,338,378円
（3,091,091円）

3,554,378円
（3,291,091円）

“サイドリフトアップシート装着車”
2WD 4WD

3,332,000円
（消費税非課税）

3,532,000円
（消費税非課税）

3,394,000円
（消費税非課税）

3,594,000円
（消費税非課税）

AERAS PREMIUM-G AERAS PREMIUM

AERASAERAS SMART

ESTIMA

7人乗り

7人乗り

7人乗り

7人乗り

8人乗り

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＜54,000円＞はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。内装色はブラック。シート色のバーガ
ンディは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo：エスティマ AERAS SMART（2WD・7人乗り）。ボディカラーはレッドマイカメタリック〈3R3〉。内装色はブラック。シート色はベージュ。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装
着オプション。

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM（2WD・7人乗り）。ボディカラーはブラック〈202〉。内装色はブラック。シート色はブラック&ゴールド。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装
着オプション。

Photo（左・右上・右中）：エスティマ AERAS（2WD・7人乗り）。ボディカラーはシルバーメタリック〈1F7〉。内装色はブラック。シート色はブラック。215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）&樹脂フルキャップ＜-98,280円＞
はメーカーオプション。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。　Photo（右下）:エスティマ AERAS（2WD・8人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。オーディオレスカバー
＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

WIDE SELECTION

＊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）’17年6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。
■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、取付費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。

■“サイドリフトアップシート装着車”の消費税は非課税となります。　■自動車リサイクル法の施行により、P51記載のリサイクル料金が別途必要になります。　
■写真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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　
■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。
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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）

2WD 4WD

3,700,473円
（3,426,364円）

3,916,473円
（3,626,364円）

3,729,633円
（3,453,364円）

3,945,633円
（3,653,364円）

7人乗り

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）

2WD 4WD

3,514,909円
（3,254,545円）

3,730,909円
（3,454,545円）

3,544,069円
（3,281,545円）

3,760,069円
（3,481,545円）

7人乗り

2WD 4WD

3,467,978円
（3,211,091円）

3,683,978円
（3,411,091円）

2WD 4WD

3,476,000円
（消費税非課税）

3,676,000円
（消費税非課税）

7人乗り “サイドリフトアップシート装着車”

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）

3,401,018円
（3,149,091円）

3,617,018円
（3,349,091円）

3,414,000円
（消費税非課税）

3,614,000円
（消費税非課税）

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）

8人乗り7人乗り
2WD 4WD 2WD 4WD

3,312,655円
（3,067,273円）

3,528,655円
（3,267,273円）

3,271,418円
（3,029,091円）

3,487,418円
（3,229,091円）

3,379,615円
（3,129,273円）

3,595,615円
（3,329,273円）

3,338,378円
（3,091,091円）

3,554,378円
（3,291,091円）

“サイドリフトアップシート装着車”
2WD 4WD

3,332,000円
（消費税非課税）

3,532,000円
（消費税非課税）

3,394,000円
（消費税非課税）

3,594,000円
（消費税非課税）

AERAS PREMIUM-G AERAS PREMIUM

AERASAERAS SMART

ESTIMA

7人乗り

7人乗り

7人乗り

7人乗り

8人乗り

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。ボディカラーのブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉＜54,000円＞はメーカーオプション（アルミホイールはブラック塗装となります）。内装色はブラック。シート色のバーガ
ンディは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo：エスティマ AERAS SMART（2WD・7人乗り）。ボディカラーはレッドマイカメタリック〈3R3〉。内装色はブラック。シート色はベージュ。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装
着オプション。

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM（2WD・7人乗り）。ボディカラーはブラック〈202〉。内装色はブラック。シート色はブラック&ゴールド。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装
着オプション。

Photo（左・右上・右中）：エスティマ AERAS（2WD・7人乗り）。ボディカラーはシルバーメタリック〈1F7〉。内装色はブラック。シート色はブラック。215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）&樹脂フルキャップ＜-98,280円＞
はメーカーオプション。オーディオレスカバー＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。　Photo（右下）:エスティマ AERAS（2WD・8人乗り）。内装色はブラック。シート色はブラック。オーディオレスカバー
＜3,456円（車種専用スペーサーを含む価格・取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

WIDE SELECTION

＊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）’17年6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。
■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、取付費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。

■“サイドリフトアップシート装着車”の消費税は非課税となります。　■自動車リサイクル法の施行により、P51記載のリサイクル料金が別途必要になります。　
■写真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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　
■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。
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ト

GRADE CHART TOYOTA ORIGINAL ACCESSORIES

＊1. 2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、
ブラック塗装アルミホイールとなります。なお、モノトーンボディカラーを選択した場合、ミディアムグレー塗装アルミホイールとなり、ブラック塗装アルミホイールは装着できません。
■「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。　■“サイドリフトアップシート装着車”につきましては一部仕様が異なります。

フロント
パフォーマンスダンパー

フロント
パフォーマンスダンパー- -

スーパーUVカット・IRカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

スーパーUVカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

UVカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

フロントエンブレム

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
（18×7J切削光輝・

ミディアムグレー塗装アルミホイール）
＆センターオーナメント

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
（18×7J切削光輝・

ブラック塗装＊1アルミホイール）
＆センターオーナメント

アウトサイドドアハンドル
（メッキ）

アウトサイドドアハンドル
（カラード）

リヤオートエアコン

「ナノイー」（フロント・リヤ）

快適温熱シート（運転席・助手席）

リヤクーラー

-

-

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［マニュアル］

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［電動］

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［マニュアル］

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［電動］

7人乗り 7人乗り / 8人乗り

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS

ESTIMA

本革巻き
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻きシフトノブ

本革巻き＆木目調
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻き＆

木目調シフトノブ

- -

パワーバックドア
（イージークローザー・
挟み込み防止機能付）

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

バックドアガーニッシュ
（カラード）

-フロント
パフォーマンスダンパー

フロント
パフォーマンスダンパー -

スーパーUVカット・IRカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

スーパーUVカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア） 

UVカット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）

フロントエンブレム リヤエンブレムリヤエンブレム

215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝・

ミディアムグレー塗装アルミホイール）
＆センターオーナメント

215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝・

ブラック塗装＊1アルミホイール）
＆センターオーナメント

アウトサイドドアハンドル
（メッキ）

リヤオートエアコン リヤクーラー

「ナノイー」（フロント・リヤ） 「ナノイー」（フロント）

快適温熱シート（運転席・助手席） -

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・

シート上下・チルトアジャスター）
［電動］

7人乗り 7人乗り / 8人乗り

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS

ESTIMA HYBRID

本革巻き
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻きシフトノブ

本革巻き＆木目調
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻き＆

木目調シフトノブ

パワーバックドア
（イージークローザー・
挟み込み防止機能付）

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

HVシンボルマーク（リヤ） HVシンボルマーク（サイド）

バックドアガーニッシュ
（カラード）

スーパーUVカット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） UVカット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）スーパーUVカット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）

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

フロントスポイラー リヤスパッツフロントグリルガーニッシュ

 

STYLING
PACKAGE
印象を一新させる。
“洗練”という名の
プレミアム・ドレスアップ。

セカンドシートアンダーマット セカンドシートカバー（撥水タイプ）

INTERIOR &
COMFORT
室内空間に、
くつろぎと実用性を叶える。

セカンドシートの足元を汚れから保護
するマット。水洗いや拭き掃除ができ
る素材を採用。使わない時は丸めて
ラゲージなどに収納できます。

簡単脱着タイプ。撥水タイプの布製で、
飲みこぼし等の汚れが簡単に拭き取り
可能。

■詳しくは別冊の ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。

グレード別主な標準装備比較表

収納例

Photo：エスティマ AERAS（4WD・8人乗り）。ボディカラーはダークシェリーマイカメタリック（4W4）。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。フロントグリルガーニッシュ、フロントスポイラー、リヤスパッツ、アルミホイール（スタンダード18インチ）を装着しています。
　 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。

ト ヨ タ の ナ ビ は T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、
いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。

他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが充実しています。

トヨタ
スマートセンター

■T-Connectナビ9インチモデルは、クラスターパネルが一部変更となります。　■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL ＆ NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。

T-Connectナビ9インチモデル（販売店装着オプション）

通信

■ オペレーターサービス
専用のオペレーターによるきめ細かい
対応で、目的地の探索や、ナビの目的地
設定などをサポートします。

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図
データを3年間無料で更新できます。
さらに全地図更新（ナビ購入後3年以内に1回無償）
すると、全更新日から2年間、無料期間が延長します。

■ マップオンデマンド
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GRADE CHART TOYOTA ORIGINAL ACCESSORIES

＊1. 2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、
ブラック塗装アルミホイールとなります。なお、モノトーンボディカラーを選択した場合、ミディアムグレー塗装アルミホイールとなり、ブラック塗装アルミホイールは装着できません。
■「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。　■“サイドリフトアップシート装着車”につきましては一部仕様が異なります。

フロント
パフォーマンスダンパー

フロント
パフォーマンスダンパー- -

スーパーUVカット・IRカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

スーパーUVカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

UVカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

フロントエンブレム

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
（18×7J切削光輝・

ミディアムグレー塗装アルミホイール）
＆センターオーナメント

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
（18×7J切削光輝・

ブラック塗装＊1アルミホイール）
＆センターオーナメント

アウトサイドドアハンドル
（メッキ）

アウトサイドドアハンドル
（カラード）

リヤオートエアコン

「ナノイー」（フロント・リヤ）

快適温熱シート（運転席・助手席）

リヤクーラー

-

-

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［マニュアル］

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［電動］

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［マニュアル］

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・シート上下・

チルトアジャスター）
［電動］

7人乗り 7人乗り / 8人乗り

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS

ESTIMA

本革巻き
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻きシフトノブ

本革巻き＆木目調
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻き＆

木目調シフトノブ

- -

パワーバックドア
（イージークローザー・
挟み込み防止機能付）

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

バックドアガーニッシュ
（カラード）

-フロント
パフォーマンスダンパー

フロント
パフォーマンスダンパー -

スーパーUVカット・IRカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア）

スーパーUVカット・
撥水機能付グリーンガラス

（フロントドア） 

UVカット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）

フロントエンブレム リヤエンブレムリヤエンブレム

215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝・

ミディアムグレー塗装アルミホイール）
＆センターオーナメント

215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝・

ブラック塗装＊1アルミホイール）
＆センターオーナメント

アウトサイドドアハンドル
（メッキ）

リヤオートエアコン リヤクーラー

「ナノイー」（フロント・リヤ） 「ナノイー」（フロント）

快適温熱シート（運転席・助手席） -

運転席8ウェイ
マルチアジャスタブルシート

（前後シートスライド・
リクライニング・

シート上下・チルトアジャスター）
［電動］

7人乗り 7人乗り / 8人乗り

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS

ESTIMA HYBRID

本革巻き
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻きシフトノブ

本革巻き＆木目調
3本スポーク

ステアリングホイール
＋本革巻き＆

木目調シフトノブ

パワーバックドア
（イージークローザー・
挟み込み防止機能付）

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

HVシンボルマーク（リヤ） HVシンボルマーク（サイド）

バックドアガーニッシュ
（カラード）

スーパーUVカット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） UVカット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）スーパーUVカット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）

■装備類の詳しい設定につきましては、P48～51の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

フロントスポイラー リヤスパッツフロントグリルガーニッシュ

 

STYLING
PACKAGE
印象を一新させる。
“洗練”という名の
プレミアム・ドレスアップ。

セカンドシートアンダーマット セカンドシートカバー（撥水タイプ）

INTERIOR &
COMFORT
室内空間に、
くつろぎと実用性を叶える。

セカンドシートの足元を汚れから保護
するマット。水洗いや拭き掃除ができ
る素材を採用。使わない時は丸めて
ラゲージなどに収納できます。

簡単脱着タイプ。撥水タイプの布製で、
飲みこぼし等の汚れが簡単に拭き取り
可能。

■詳しくは別冊の ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。

グレード別主な標準装備比較表

収納例

Photo：エスティマ AERAS（4WD・8人乗り）。ボディカラーはダークシェリーマイカメタリック（4W4）。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。フロントグリルガーニッシュ、フロントスポイラー、リヤスパッツ、アルミホイール（スタンダード18インチ）を装着しています。
　 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。

ト ヨ タ の ナ ビ は T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、
いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。

他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが充実しています。

トヨタ
スマートセンター

■T-Connectナビ9インチモデルは、クラスターパネルが一部変更となります。　■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL ＆ NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。

T-Connectナビ9インチモデル（販売店装着オプション）

通信

■ オペレーターサービス
専用のオペレーターによるきめ細かい
対応で、目的地の探索や、ナビの目的地
設定などをサポートします。

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図
データを3年間無料で更新できます。
さらに全地図更新（ナビ購入後3年以内に1回無償）
すると、全更新日から2年間、無料期間が延長します。

■ マップオンデマンド
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トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

■内装・シート・エンターテインメント・その他の装備については、P50-51をご覧ください。

掲
載
ペ
ー
ジ

エスティマハイブリッド エスティマ
E-Four 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”  

7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り
　外装

タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル・足
ま
わ
り

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装 40
＊1 ＊1

全車標準装備

●タイヤパンク応急修理キット　

●16インチディスクブレーキ（フロントベンチレーテッド）　

●足踏み式パーキングブレーキ

●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊4

●スタビライザー（フロント）

●エアロスタビライジングフィン（リヤ）

●カラードサイドクラッディングパネル＆メッキサイドモール

●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー

●LEDリヤコンビネーションランプ

ブラック塗装  ＊1 ＊2 ＊1 ＊2

215/55R17 93Vスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装 40 2WD車　−27,000円（消費税抜き−25,000円）＊2
2WD車 2WD車 −27,000円

（消費税抜き−25,000円）＊2
2WD車

ブラック塗装 2WD車＊2 2WD車＊2

215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装 40 4WD車　−27,000円（消費税抜き−25,000円）＊2
4WD車 4WD車 −27,000円

（消費税抜き−25,000円）＊2
4WD車

ブラック塗装 ＊2 4WD車＊2 4WD車＊2

215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）＆
樹脂フルキャップ 40 −98,280円（消費税抜き−91,000円）＊3 −66,000円

（消費税非課税）＊3
−98,280円

（消費税抜き−91,000円）＊3
−66,000円

（消費税非課税）＊3

スペアタイヤ（応急用）                                                                      ★A −

フロントパフォーマンスダンパー 37 32,400円
（消費税抜き30,000円）

32,400円
（消費税抜き30,000円）

アクティブトルクコントロール4WD 37 4WD車
EVドライブモード 36

ウ
イ
ン
ド
ゥ

大型ムーンルーフ〈スーパーUVカットプライバシーガラス（フロント：チルトルーフガラス・
リヤ：固定ガラス）〉＆サンシェード（フロント：手動・リヤ：電動） 28 102,600円

（消費税抜き95,000円）
102,600円

（消費税抜き95,000円）
102,600円

（消費税抜き95,000円）
2WD車 95,000円
（消費税非課税）

102,600円
（消費税抜き95,000円）

2WD車 95,000円
（消費税非課税）

UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（トップシェード・高遮音性& IR〈赤外線〉カット機能付） 28
UVカット・撥水機能付グリーンガラス（フロントドア） 28 スーパーUVカット・IR（赤外線）カット機能付 スーパーUVカット スーパーUVカット・IR（赤外線）カット機能付 スーパーUVカット
UVカット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） 28 スーパーUVカット スーパーUVカット

エ
ク
ス
テ
リ
ア

HVシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ） 46
バックドアガーニッシュ 46 メッキ カラード メッキ カラード
アウトサイドドアハンドル 46 メッキ メッキ カラード

　安全

視
界

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 35
全車標準装備

●拡散式ウォッシャーノズル　●防眩インナーミラー　●後席確認ミラー　

●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）

●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー

●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー

●LED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
  （レインクリアリングミラー /リバース連動機能付）＆補助確認装置＊6

●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）

●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト

●クルーズコントロール

●ヒルスタートアシストコントロール

●衝突安全ボディ“GOA”

●全席ELR付3点式シートベルト
  （フロントシートプリテンショナー＆フォースリミッター機構付）

●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席） 

●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー
  （セカンドシート左右席／トップテザーアンカー付）＊7

LEDアクセサリーランプ 35
リヤフォグランプ（運転席側1灯）                                                          ＊5 −
リヤアンダーミラー −

予
防
安
全

Toyota Safety Sense
・ プリクラッシュセーフティ（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  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          ＊11

34

先行車発進告知機能 35

クリアランスソナー＆バックソナー 35 43,200円（消費税抜き40,000円） 40,000円
（消費税非課税）

43,200円
（消費税抜き40,000円）

40,000円
（消費税非課税） 43,200円（消費税抜き40,000円） 40,000円

（消費税非課税）
43,200円

（消費税抜き40,000円）
40,000円

（消費税非課税）
S-VSC（ステアリング協調車両安定性制御システム） 37
VDIM（EBD付ABS・VSC・TRC・EPS統合制御） 36
ECB（電子制御ブレーキシステム） −
車両接近通報装置 36
緊急ブレーキシグナル 35

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席） 35
SRSサイドエアバッグ（フロントシート）＆SRSニーエアバッグ（運転席）＆
SRSカーテンシールドエアバッグ（フロントシート・セカンドシート・サードシート） 35 81,000円（消費税抜き75,000円） 75,000円

（消費税非課税）
81,000円

（消費税抜き75,000円）
75,000円

（消費税非課税） 81,000円（消費税抜き75,000円） 75,000円
（消費税非課税）

81,000円
（消費税抜き75,000円）

75,000円
（消費税非課税）

ヘッドレスト

フロントシート（アクティブヘッドレスト） 35

セカンドシート（上下調整式ヘッドレスト） − 左右席 左右席・
中央席 左右席 左右席 左右席・

中央席 左右席

サードシート（上下調整式ヘッドレスト/左右席・中央席） −
　操作性
ド
ア・キ
ー
＆
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

デュアル（両側）パワースライドドア（イージークローザー・挟み込み防止機能付） 30
全車標準装備

●オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）　●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（4.2インチTFTカラー）

●エコドライブインジケーター　●デジタル時計　●フューエル残量警告灯

●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）

●半ドア警告灯　●ランプ消し忘れブザー　●キー忘れ防止ブザー

●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　●電動パワーステアリング（EPS）

●チルト＆テレスコピックステアリング　●車速感応パワードアロック（運転席ドアキー連動）

●パワーウインドゥ（ワンタッチ式・挟み込み防止機能・キーオフ後作動機能付）

●フューエルリッドオープナー（インターロック付）

●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）

パワーバックドア（イージークローザー・挟み込み防止機能付） 30 59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）＆スタートシステム（ワイヤレス
ドアロックリモートコントロール/ハザードアンサーバック機能付・スマートキー 2本）    ＊9 30 ＊8 ＊8

盗難防止システム［国土交通省認可品］
イモビライザー

30イモビライザー＋
オートアラーム 5,400円（消費税抜き5,000円） 5,000円

（消費税非課税）
5,400円

（消費税抜き5,000円）
5,000円

（消費税非課税） 5,400円（消費税抜き5,000円） 5,000円
（消費税非課税）

5,400円
（消費税抜き5,000円）

5,000円
（消費税非課税）

操
作
系

3本スポークステアリングホイール 46 本革巻き＆木目調 本革巻き 本革巻き＆木目調 本革巻き
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・レーンディパーチャーアラート）  ＊10 30

ゲート式シフトレバー＆ノブ 46 本革巻き＆木目調 本革巻き 本革巻き＆木目調 本革巻き
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック 37

空
調

左右独立温度コントロールフロントオートエアコン＆
静電タッチ式ヒーターコントロールパネル（外気温度表示機能付） 28 「ナノイー」（フロント・リヤ）、

湿度センサー付 「ナノイー」（フロント）、湿度センサー付 「ナノイー」（フロント・リヤ）付

リヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター） 28 ★B ★B
リヤクーラー −

＊1.

＊2.

＊3.

＊4.

＊5.

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメントにはタイ
ヤチェーンを取り付けることができません。

2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、ブラック塗装アルミホイー
ルとなります。なお、モノトーンボディカラーを選択した場合、ミディアムグレー塗装アルミホイールとなり、ブラック
塗装アルミホイールは装着できません。

2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、215/60R16 95Hスチー
ルラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）＆樹脂フルキャップは装着できません。

寒冷地仕様（P50-51）をメーカーオプション選択した場合、エアスパッツはフロントのみとなります。

寒冷地仕様（P50-51）をメーカーオプション選択した場合に装着できます。

＊6.

＊7.

＊8.

＊9.

＊10.

寒冷地仕様（P50-51）をメーカーオプション選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。

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。

パワーバックドアを選択した場合、スマートキーにバックドア開閉スイッチが付きます。また、スマートキーの意匠
が変更となります。

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。

オーディオスイッチは販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオを選択した場合に操作可能となります。

＊11. 歩行者検知機能なし。
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トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

■内装・シート・エンターテインメント・その他の装備については、P50-51をご覧ください。

掲
載
ペ
ー
ジ

エスティマハイブリッド エスティマ
E-Four 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”  

7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り
　外装

タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル・足
ま
わ
り

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ
（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装 40
＊1 ＊1

全車標準装備

●タイヤパンク応急修理キット　

●16インチディスクブレーキ（フロントベンチレーテッド）　

●足踏み式パーキングブレーキ

●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊4

●スタビライザー（フロント）

●エアロスタビライジングフィン（リヤ）

●カラードサイドクラッディングパネル＆メッキサイドモール

●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー

●LEDリヤコンビネーションランプ

ブラック塗装  ＊1 ＊2 ＊1 ＊2

215/55R17 93Vスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装 40 2WD車　−27,000円（消費税抜き−25,000円）＊2
2WD車 2WD車 −27,000円

（消費税抜き−25,000円）＊2
2WD車

ブラック塗装 2WD車＊2 2WD車＊2

215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ
（17×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメント

ミディアムグレー塗装 40 4WD車　−27,000円（消費税抜き−25,000円）＊2
4WD車 4WD車 −27,000円

（消費税抜き−25,000円）＊2
4WD車

ブラック塗装 ＊2 4WD車＊2 4WD車＊2

215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）＆
樹脂フルキャップ 40 −98,280円（消費税抜き−91,000円）＊3 −66,000円

（消費税非課税）＊3
−98,280円

（消費税抜き−91,000円）＊3
−66,000円

（消費税非課税）＊3

スペアタイヤ（応急用）                                                                      ★A −

フロントパフォーマンスダンパー 37 32,400円
（消費税抜き30,000円）

32,400円
（消費税抜き30,000円）

アクティブトルクコントロール4WD 37 4WD車
EVドライブモード 36

ウ
イ
ン
ド
ゥ

大型ムーンルーフ〈スーパーUVカットプライバシーガラス（フロント：チルトルーフガラス・
リヤ：固定ガラス）〉＆サンシェード（フロント：手動・リヤ：電動） 28 102,600円

（消費税抜き95,000円）
102,600円

（消費税抜き95,000円）
102,600円

（消費税抜き95,000円）
2WD車 95,000円
（消費税非課税）

102,600円
（消費税抜き95,000円）

2WD車 95,000円
（消費税非課税）

UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（トップシェード・高遮音性& IR〈赤外線〉カット機能付） 28
UVカット・撥水機能付グリーンガラス（フロントドア） 28 スーパーUVカット・IR（赤外線）カット機能付 スーパーUVカット スーパーUVカット・IR（赤外線）カット機能付 スーパーUVカット
UVカット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） 28 スーパーUVカット スーパーUVカット

エ
ク
ス
テ
リ
ア

HVシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ） 46
バックドアガーニッシュ 46 メッキ カラード メッキ カラード
アウトサイドドアハンドル 46 メッキ メッキ カラード

　安全

視
界

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 35
全車標準装備

●拡散式ウォッシャーノズル　●防眩インナーミラー　●後席確認ミラー　

●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）

●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー

●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー

●LED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
  （レインクリアリングミラー /リバース連動機能付）＆補助確認装置＊6

●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）

●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト

●クルーズコントロール

●ヒルスタートアシストコントロール

●衝突安全ボディ“GOA”

●全席ELR付3点式シートベルト
  （フロントシートプリテンショナー＆フォースリミッター機構付）

●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席） 

●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー
  （セカンドシート左右席／トップテザーアンカー付）＊7

LEDアクセサリーランプ 35
リヤフォグランプ（運転席側1灯）                                                          ＊5 −
リヤアンダーミラー −

予
防
安
全

Toyota Safety Sense
・ プリクラッシュセーフティ（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  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          ＊11

34

先行車発進告知機能 35

クリアランスソナー＆バックソナー 35 43,200円（消費税抜き40,000円） 40,000円
（消費税非課税）

43,200円
（消費税抜き40,000円）

40,000円
（消費税非課税） 43,200円（消費税抜き40,000円） 40,000円

（消費税非課税）
43,200円

（消費税抜き40,000円）
40,000円

（消費税非課税）
S-VSC（ステアリング協調車両安定性制御システム） 37
VDIM（EBD付ABS・VSC・TRC・EPS統合制御） 36
ECB（電子制御ブレーキシステム） −
車両接近通報装置 36
緊急ブレーキシグナル 35

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席） 35
SRSサイドエアバッグ（フロントシート）＆SRSニーエアバッグ（運転席）＆
SRSカーテンシールドエアバッグ（フロントシート・セカンドシート・サードシート） 35 81,000円（消費税抜き75,000円） 75,000円

（消費税非課税）
81,000円

（消費税抜き75,000円）
75,000円

（消費税非課税） 81,000円（消費税抜き75,000円） 75,000円
（消費税非課税）

81,000円
（消費税抜き75,000円）

75,000円
（消費税非課税）

ヘッドレスト

フロントシート（アクティブヘッドレスト） 35

セカンドシート（上下調整式ヘッドレスト） − 左右席 左右席・
中央席 左右席 左右席 左右席・

中央席 左右席

サードシート（上下調整式ヘッドレスト/左右席・中央席） −
　操作性
ド
ア・キ
ー
＆
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

デュアル（両側）パワースライドドア（イージークローザー・挟み込み防止機能付） 30
全車標準装備

●オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）　●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（4.2インチTFTカラー）

●エコドライブインジケーター　●デジタル時計　●フューエル残量警告灯

●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）

●半ドア警告灯　●ランプ消し忘れブザー　●キー忘れ防止ブザー

●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　●電動パワーステアリング（EPS）

●チルト＆テレスコピックステアリング　●車速感応パワードアロック（運転席ドアキー連動）

●パワーウインドゥ（ワンタッチ式・挟み込み防止機能・キーオフ後作動機能付）

●フューエルリッドオープナー（インターロック付）

●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）

パワーバックドア（イージークローザー・挟み込み防止機能付） 30 59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

59,400円
（消費税抜き55,000円）＊8

55,000円
（消費税非課税）＊8

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）＆スタートシステム（ワイヤレス
ドアロックリモートコントロール/ハザードアンサーバック機能付・スマートキー 2本）    ＊9 30 ＊8 ＊8

盗難防止システム［国土交通省認可品］
イモビライザー

30イモビライザー＋
オートアラーム 5,400円（消費税抜き5,000円） 5,000円

（消費税非課税）
5,400円

（消費税抜き5,000円）
5,000円

（消費税非課税） 5,400円（消費税抜き5,000円） 5,000円
（消費税非課税）

5,400円
（消費税抜き5,000円）

5,000円
（消費税非課税）

操
作
系

3本スポークステアリングホイール 46 本革巻き＆木目調 本革巻き 本革巻き＆木目調 本革巻き
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・レーンディパーチャーアラート）  ＊10 30

ゲート式シフトレバー＆ノブ 46 本革巻き＆木目調 本革巻き 本革巻き＆木目調 本革巻き
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック 37

空
調

左右独立温度コントロールフロントオートエアコン＆
静電タッチ式ヒーターコントロールパネル（外気温度表示機能付） 28 「ナノイー」（フロント・リヤ）、

湿度センサー付 「ナノイー」（フロント）、湿度センサー付 「ナノイー」（フロント・リヤ）付

リヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター） 28 ★B ★B
リヤクーラー −

■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

＊1.

＊2.

＊3.

＊4.

＊5.

225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ（18×7J切削光輝アルミホイール）＆センターオーナメントにはタイ
ヤチェーンを取り付けることができません。

2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、ブラック塗装アルミホイー
ルとなります。なお、モノトーンボディカラーを選択した場合、ミディアムグレー塗装アルミホイールとなり、ブラック
塗装アルミホイールは装着できません。

2トーンボディカラーのブラック×レッドマイカメタリック〈2NN〉、ブラック×ダークシェリーマイカメタリック〈2PM〉、
ブラック×アイスチタニウムマイカメタリック〈2PL〉をメーカーオプション選択した場合、215/60R16 95Hスチー
ルラジアルタイヤ（16×6½JJスチールホイール）＆樹脂フルキャップは装着できません。

寒冷地仕様（P50-51）をメーカーオプション選択した場合、エアスパッツはフロントのみとなります。

寒冷地仕様（P50-51）をメーカーオプション選択した場合に装着できます。

＊6.

＊7.

＊8.

＊9.

＊10.

寒冷地仕様（P50-51）をメーカーオプション選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。

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。

パワーバックドアを選択した場合、スマートキーにバックドア開閉スイッチが付きます。また、スマートキーの意匠
が変更となります。

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。

オーディオスイッチは販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオを選択した場合に操作可能となります。

★A

★B

販売店装着オプションのスペアタイヤを選択できます。サードシートの床下格納スペースにスペアタイヤを収納す
る場合、サードシートの床下格納機能は使用できません。なお、販売店装着オプションのスペアタイヤと6：4分割・
電動床下格納機能付サードシート（P50-51）およびラゲージパーテーションケース（販売店装着オプション)は同
時装着できません。

寒冷地仕様（P50-51）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＜AERAS 
PREMIUM、AERAS：37,800円（消費税抜き35,000円）、“サイドリフトアップシート装着車”：35,000円（消費
税非課税）＞は単独選択可能です。また、リヤヒーターが3列目右側足元に装着されます。

■「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。
■“サイドリフトアップシート装着車”はグレード名称ではありません。　
■“サイドリフトアップシート装着車”のメーカーオプションの消費税は非課税となります。
■「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。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’17年6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。
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トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

■外装・安全・操作性については、P48-49をご覧ください。

掲
載
ペ
ー
ジ

エスティマハイブリッド エスティマ
E-Four 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り

　内装

イ
ン
テ
リ
ア

インストルメントパネル（ブラック／サテン調加飾オーナメント・アクセントステッチ付） 41 ＊11 ＊11
全車標準装備

●メッキインサイドドアハンドル 

●インナーグリップ付バックドアトリム 

●ドアスカッフプレート

●買い物フック（運転席側シートバック） 

●シートバックポケット（助手席側）

●アシストグリップ（フロントシート2 、セカンドシート4 、サ ードシート2 ） 

●デッキフック（2） 

●ルームランプ一体フロントパーソナルランプ 

●LEDダウンライト 

●リヤパーソナルランプ（セカンドシート2 、サードシート2 ） 

●ラゲージルームランプ

センタークラスターパネル＆センターレジスター（ピアノブラック） −
サイドレジスター（ピアノブラック） − ＊11 ＊11
フロントドアトリム − ソフトレザー（アクセントステッチ付） ソフトレザー ファブリック ソフトレザー（アクセントステッチ付） ソフトレザー ファブリック
スライドドアトリム・クォータートリム − ソフトレザー ファブリック ソフトレザー ファブリック

ドアアームレスト フロント（サテン調加飾モール付） 41 木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン 木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン
リヤ（ピアノブラック） −

収
納

ロングスライドコンソールボックス（格納式カップホルダー付） 38
ハイブリッドコンソールボックス（カップホルダー・小物入れ付） 38
プッシュオープン式カップホルダー＆コインボックス 38
床下ラゲージボックス 39
運転席側収納（アッパーボックス＆アンダーボックス＊12） 39
助手席側収納（アッパーボックス＆グローブボックス） 38

ボトルホルダー 　フロントドア左右（＋ドアトリムポケット）、スライドドア左右、
　クォータートリム左右（＋ドアトリムポケット/右側） 39

快
適
装
備

サンバイザー（運転席チケットホルダー、運転席・助手席バニティミラー＆照明付） −
アクセサリーソケット（DC12V・120W）                                                ＊13 38 1個 2個

アクセサリーコンセント
AC100V・1500W/2個 38 ＊14

AC100V・100W/1個 38 8,640円（消費税抜き8,000円）＊15 8,000円
（消費税非課税）＊15

8,640円
（消費税抜き8,000円）＊15

8,000円
（消費税非課税）＊15

脱着式デッキボード 6:4分割・電動床下格納機能付サードシート用 −
6:4分割・手動床下格納機能付サードシート用 39 ＊16 ＊16

照
明

LEDスポットランプ（フロントドア左右・スライドドア左右）［ボトルホルダー部］ 39
ドアカーテシランプ（フロントドア左右） − リフレクター リフレクター
イルミネーテッドエントリーシステム（スタートスイッチ＋フロントルームランプ） −

　シート
シ
ー
ト
表
皮

ブランノーブ®（ヌバック調ファブリック）＋合成皮革 28
・
41

全車標準装備

●フットレスト（運転席）
合成皮革（昇温降温抑制機能付フロントシート） ＊11 ＊11
トリコット（ファブリック）＋合成皮革 41
トリコット（ファブリック） 41

フ
ロ
ン
ト
シ
ー
ト

マルチ
アジャスタブル
シート

運転席8ウェイシート
（前後シートスライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター） 26 電動 電動 電動

助手席4ウェイシート（前後シートスライド・リクライニング）
快適温熱シート（運転席・助手席） 28
アームレスト（角度調整式） −

セ
カ
ン
ド
シ
ー
ト

リラックスキャプテンシート
（超ロングスライド・リクライニング・横スライド機構・シート一体型オットマン付） 26 サイドテーブル付 右席（サイド

テーブル非装着）
サイド

テーブル付
右席（サイド

テーブル非装着） 右席 右席

アームレスト 各席左右4（角度調整式） 27左右外側2＋センター1
6：4分割チップアップシート（ロングスライド・リクライニング） 26
サイドリフトアップシート（手動車いす用固定装置付［ラゲージスペースに設置］） 26 左席 左席 左席 左席

サ
ー
ド
シ
ー
ト

6：4分割・床下格納機能付シート ★A
電動 26 86,400円

（消費税抜き80,000円）＊16
86,400円

（消費税抜き80,000円）＊16

手動 27
　エンターテインメント
ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス 8スピーカー 39 6,480円（消費税抜き6,000円） 6,000円
（消費税非課税）

6,480円
（消費税抜き6,000円）

6,000円
（消費税非課税） 6,480円（消費税抜き6,000円） 6,000円

（消費税非課税）
6,480円

（消費税抜き6,000円）
6,000円

（消費税非課税） 全車標準装備

●ガラスアンテナ6スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ                                                                 ＊17 47
オーディオレスカバー                                                                      ＊18 −

　その他
寒冷地仕様（熱線式ウインドシールドデアイサー、
ヒーター付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー など）               ＊19 ★B − 29,160円

（消費税抜き27,000円）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税）
29,160円

（消費税抜き27,000円）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税） 全車標準装備

●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、牽引フック）ETC車載器                                                                             ＊12 ＊20 −

＊11.

＊12.

＊13.

＊14.

＊15.

設定色のホワイトシートを指定した場合、インストルメントパネルはホワイト、サイドレジスターはサテン調加飾とな
ります。また、シート表面には防汚処理加工を採用しています。

アンダーボックスには販売店装着オプションのETC車載器を設置できるスペースがあります。

合計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。

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。

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。

＊16.

＊17.

＊18.

＊19.

＊20.

6:4分割・電動床下格納機能付サードシートをメーカーオプション選択した場合、6:4分割・手動床下格納機能付
サードシート用脱着式デッキボードは非装着となります。

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。

オーディオレスカバーは車種専用スペーサーとセットになります。

寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、ワイパー機能等の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷
地仕様が全車に標準装備となります。また、ガソリン車にはPTCヒーターが装着されます。

別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
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トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

■外装・安全・操作性については、P48-49をご覧ください。

★A

★B

販売店装着オプションのスペアタイヤ（P48-49）を選択できます。サードシートの床下格納スペースにスペアタ
イヤを収納する場合、サードシートの床下格納機能は使用できません。なお、販売店装着オプションのスペアタイ
ヤと6：4分割・電動床下格納機能付サードシートおよびラゲージパーテーションケース（販売店装着オプション）は
同時装着できません。

寒冷地仕様とリヤオートエアコン（P48-49）はセットでメーカーオプション。リヤオートエアコン＜AERAS 
PREMIUM、AERAS：37,800円（消費税抜き35,000円）、“サイドリフトアップシート装着車”：35,000円（消費
税非課税）＞は単独選択可能です。また、リヤヒーターが3列目右側足元に装着されます。

■「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。
■“サイドリフトアップシート装着車”はグレード名称ではありません。　
■“サイドリフトアップシート装着車”のメーカーオプションの消費税は非課税となります。
■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’17年6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。

掲
載
ペ
ー
ジ

エスティマハイブリッド エスティマ
E-Four 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り

　内装

イ
ン
テ
リ
ア

インストルメントパネル（ブラック／サテン調加飾オーナメント・アクセントステッチ付） 41 ＊11 ＊11
全車標準装備

●メッキインサイドドアハンドル 

●インナーグリップ付バックドアトリム 

●ドアスカッフプレート

●買い物フック（運転席側シートバック） 

●シートバックポケット（助手席側）

●アシストグリップ（フロントシート2 、セカンドシート4 、サ ードシート2 ） 

●デッキフック（2） 

●ルームランプ一体フロントパーソナルランプ 

●LEDダウンライト 

●リヤパーソナルランプ（セカンドシート2 、サードシート2 ） 

●ラゲージルームランプ

センタークラスターパネル＆センターレジスター（ピアノブラック） −
サイドレジスター（ピアノブラック） − ＊11 ＊11
フロントドアトリム − ソフトレザー（アクセントステッチ付） ソフトレザー ファブリック ソフトレザー（アクセントステッチ付） ソフトレザー ファブリック
スライドドアトリム・クォータートリム − ソフトレザー ファブリック ソフトレザー ファブリック

ドアアームレスト フロント（サテン調加飾モール付） 41 木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン 木目調 ピアノブラック（幾何学柄） 高輝度シルバー カーボンパターン
リヤ（ピアノブラック） −

収
納

ロングスライドコンソールボックス（格納式カップホルダー付） 38
ハイブリッドコンソールボックス（カップホルダー・小物入れ付） 38
プッシュオープン式カップホルダー＆コインボックス 38
床下ラゲージボックス 39
運転席側収納（アッパーボックス＆アンダーボックス＊12） 39
助手席側収納（アッパーボックス＆グローブボックス） 38

ボトルホルダー 　フロントドア左右（＋ドアトリムポケット）、スライドドア左右、
　クォータートリム左右（＋ドアトリムポケット/右側） 39

快
適
装
備

サンバイザー（運転席チケットホルダー、運転席・助手席バニティミラー＆照明付） −
アクセサリーソケット（DC12V・120W）                                                ＊13 38 1個 2個

アクセサリーコンセント
AC100V・1500W/2個 38 ＊14

AC100V・100W/1個 38 8,640円（消費税抜き8,000円）＊15 8,000円
（消費税非課税）＊15

8,640円
（消費税抜き8,000円）＊15

8,000円
（消費税非課税）＊15

脱着式デッキボード 6:4分割・電動床下格納機能付サードシート用 −
6:4分割・手動床下格納機能付サードシート用 39 ＊16 ＊16

照
明

LEDスポットランプ（フロントドア左右・スライドドア左右）［ボトルホルダー部］ 39
ドアカーテシランプ（フロントドア左右） − リフレクター リフレクター
イルミネーテッドエントリーシステム（スタートスイッチ＋フロントルームランプ） −

　シート
シ
ー
ト
表
皮

ブランノーブ®（ヌバック調ファブリック）＋合成皮革 28
・
41

全車標準装備

●フットレスト（運転席）
合成皮革（昇温降温抑制機能付フロントシート） ＊11 ＊11
トリコット（ファブリック）＋合成皮革 41
トリコット（ファブリック） 41

フ
ロ
ン
ト
シ
ー
ト

マルチ
アジャスタブル
シート

運転席8ウェイシート
（前後シートスライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター） 26 電動 電動 電動

助手席4ウェイシート（前後シートスライド・リクライニング）
快適温熱シート（運転席・助手席） 28
アームレスト（角度調整式） −

セ
カ
ン
ド
シ
ー
ト

リラックスキャプテンシート
（超ロングスライド・リクライニング・横スライド機構・シート一体型オットマン付） 26 サイドテーブル付 右席（サイド

テーブル非装着）
サイド

テーブル付
右席（サイド

テーブル非装着） 右席 右席

アームレスト 各席左右4（角度調整式） 27左右外側2＋センター1
6：4分割チップアップシート（ロングスライド・リクライニング） 26
サイドリフトアップシート（手動車いす用固定装置付［ラゲージスペースに設置］） 26 左席 左席 左席 左席

サ
ー
ド
シ
ー
ト

6：4分割・床下格納機能付シート ★A
電動 26 86,400円

（消費税抜き80,000円）＊16
86,400円

（消費税抜き80,000円）＊16

手動 27
　エンターテインメント
ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス 8スピーカー 39 6,480円（消費税抜き6,000円） 6,000円
（消費税非課税）

6,480円
（消費税抜き6,000円）

6,000円
（消費税非課税） 6,480円（消費税抜き6,000円） 6,000円

（消費税非課税）
6,480円

（消費税抜き6,000円）
6,000円

（消費税非課税） 全車標準装備

●ガラスアンテナ6スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ                                                                 ＊17 47
オーディオレスカバー                                                                      ＊18 −

　その他
寒冷地仕様（熱線式ウインドシールドデアイサー、
ヒーター付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー など）               ＊19 ★B − 29,160円

（消費税抜き27,000円）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税）
29,160円

（消費税抜き27,000円）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税）
66,960円

（消費税抜き62,000円）
62,000円

（消費税非課税） 全車標準装備

●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、牽引フック）ETC車載器                                                                             ＊12 ＊20 −

■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

リサイクル預託金 資金管理料金 合 計シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金
エスティマハイブリッド 9,860円 1,930円 1,650円 130円 290円 13,860円

エスティマ 9,440円 1,930円 1,650円 130円 290円 13,440円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受ける
　ことができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。　

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表 ※リサイクル料金は’17年6月時点の金額。
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トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要諸元表

■シートバック角度・リクライニング角度・
　シートスライド量

●運転席、助手席、サードシートはベース車と同じ数値です。 ●［  ］はエスティマハイブリッド、エスティマ4WD車の数値です。

32°
43°

11°

シートスライド前120 後40

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。

リフト能力

回転・下降時間

上昇・回転時間

最低着座面高さ

着座面～ドア開口部

回転時足元スペース

シート前後スライド

100kg（シートを除く）

35～45秒

35～50秒

440［470］mm

785mm

325mm

前120mm　後40mm

■サイドリフトアップシート諸元

トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ “サイドリフトアップシート装着車”

■降車時寸法（単位/mm）

シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。
2WD車…440　4WD車、ハイブリッド車…470
2WD車…200　4WD車、ハイブリッド車…230　

1

2

ダ
ウ
ン
量

785

350（ダウン量）

200（メモリー範囲）

地面
1

2

970

エスティマハイブリッド エスティマ
4WD（E-Four） 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”

7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り
　車両型式・重量・性能

車両型式
2WD ー ー ー ー ー ー ー DBA-ACR50W-

GFXZK（T）
DBA-ACR50W-

GFXVK（T）
DBA-ACR50W-

GFXPK（T）
DBA-ACR50W-

GFXPK（U）
DBA-ACR50W-

GFXSK（T）
DBA-ACR50W-

GRXSK（T）
DBA-ACR50W-

GFXSK（U）

4WD※ DAA-AHR20W-
GFXZB★

DAA-AHR20W-
GFXVB★

DAA-AHR20W-
GFXPB★

DAA-AHR20W-
GFXPB（W）★

DAA-AHR20W-
GFXSB★

DAA-AHR20W-
GRXSB★

DAA-AHR20W-
GFXSB（W）★

DBA-ACR55W-
GFXZK（T）

DBA-ACR55W-
GFXVK（T）

DBA-ACR55W-
GFXPK（T）

DBA-ACR55W-
GFXPK（U）

DBA-ACR55W-
GFXSK（T）

DBA-ACR55W-
GRXSK（T）

DBA-ACR55W-
GFXSK（U）

車両重量＊1
2WD kg ー ー ー ー ー ー ー 1,780＊2＊5 1,770＊3＊4＊5 1,800＊3＊4＊6 1,770＊3＊4＊5 1,730＊3＊4＊5 1,800＊3＊4＊6
4WD※ kg 1,990 1,970＊2 1,970＊3＊4 2,020＊4 1,970＊3＊4 1,950＊3＊4 2,020＊4 ［1,850＊2＊5］ ［1,840＊3＊4＊5］［1,870＊3＊4＊6］［1,840＊3＊4＊5］［1,800＊3＊4＊5］［1,870＊3＊4＊6］

車両総重量＊1
2WD kg ー ー ー ー ー ー ー 2,165＊2＊5 2,155＊3＊4＊5 2,185＊3＊4＊6 2,155＊3＊4＊5 2,170＊3＊4＊5 2,185＊3＊4＊6
4WD※ kg 2,375 2,355＊2 2,355＊3＊4 2,405＊4 2,355＊3＊4 2,390＊3＊4 2,405＊4 ［2,235＊2＊5］ ［2,225＊3＊4＊5］［2,255＊3＊4＊6］［2,225＊3＊4＊5］［2,240＊3＊4＊5］［2,255＊3＊4＊6］

最小回転半径 m 5.7 5.9
燃料消費率　　　　（国土交通省審査値） km/L 18.0＊7 17.0 18.0＊7 17.0 11.4［11.2＊8］ 11.4＊9［11.2＊8］ 11.4［11.2＊8］ 11.4＊9［11.2＊8］ 11.6＊10［11.2］ 11.4［11.2＊8］
主要燃費改善対策 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、ハイブリッドシステム、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、自動無段変速機
　寸法
全長 mm 4,820 4,820
全幅 mm 1,810 1,810
全高 mm 1,760 1,745＊11［1,760＊12］ 1,730［1,760＊12］ 1,745＊11［1,760＊12］ 1,730［1,760＊12］
ホイールベース mm 2,950 2,950

トレッド
フロント mm 1,545 1,545＊13
リヤ mm 1,550 1,550＊14

最低地上高 mm 160 160＊15［170＊16］ 145［170＊16］ 160＊15［170＊16］ 145［170＊16］

室内
長 mm 3,010 3,010
幅 mm 1,580 1,580
高 mm 1,255 1,255＊17 1,255 1,255＊17 1,255 1,255 1,255＊17 1,255＊17［1,255］ 1,255＊17 1,255＊17［1,255］

　エンジン
型式 2AZ-FXE 2AZ-FE
総排気量 L 2.362 2.362
種類 直列4気筒DOHC 直列4気筒DOHC
内径×行程 mm 88.5×96.0 88.5×96.0
圧縮比 12.5 9.8
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 110（150）/6,000 125（170）/6,000
最大トルク〈ネット〉 N･m（kgf・m）/r.p.m. 190（19.4）/4,000 224（22.8）/4,000
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置） EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L 65 65
　走行装置・駆動方式
ステアリング ラック&ピニオン ラック&ピニオン
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 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/ディスク
作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

駆動方式 E-Four（電気式4輪駆動方式） 前輪駆動方式［4輪駆動方式］
　トランスミッション・変速比・減速比
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）
前進 ー 2.396〜0.428
後退 ー 1.668
減速比 フロント：3.542/リヤ：6.859 5.470［5.791］
　フロントモーター
型式 2JM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 105（143）
最大トルク N･m（kgf・m） 270（27.5）
　リヤモーター
型式 2FM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 50（68）
最大トルク N･m（kgf・m） 130（13.3）
　動力用主電池
種類 ニッケル水素電池
個数 21
接続方式 直列
容量 Ah 6.5（3時間率容量）
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トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 主要諸元表

■シートバック角度・リクライニング角度・
　シートスライド量

●運転席、助手席、サードシートはベース車と同じ数値です。 ●［  ］はエスティマハイブリッド、エスティマ4WD車の数値です。

32°
43°

11°

シートスライド前120 後40

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。

リフト能力

回転・下降時間

上昇・回転時間

最低着座面高さ

着座面～ドア開口部

回転時足元スペース

シート前後スライド

100kg（シートを除く）

35～45秒

35～50秒

440［470］mm

785mm

325mm

前120mm　後40mm

■サイドリフトアップシート諸元

トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ “サイドリフトアップシート装着車”

■降車時寸法（単位/mm）

シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。
2WD車…440　4WD車、ハイブリッド車…470
2WD車…200　4WD車、ハイブリッド車…230　

1

2

ダ
ウ
ン
量

785

350（ダウン量）

200（メモリー範囲）

地面
1

2

970

エスティマハイブリッド エスティマ
4WD（E-Four） 2WD／4WD

AERAS
PREMIUM-G

AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS AERAS

PREMIUM-G
AERAS
SMART

AERAS
PREMIUM AERAS“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”
“サイドリフトアップ

シート装着車”

7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り
　車両型式・重量・性能

車両型式
2WD ー ー ー ー ー ー ー DBA-ACR50W-

GFXZK
DBA-ACR50W-

GFXVK
DBA-ACR50W-

GFXPK
DBA-ACR50W-

GFXPK（W）
DBA-ACR50W-

GFXSK
DBA-ACR50W-

GRXSK
DBA-ACR50W-

GFXSK（W）

4WD※ DAA-AHR20W-
GFXZB★

DAA-AHR20W-
GFXVB★

DAA-AHR20W-
GFXPB★

DAA-AHR20W-
GFXPB（W）★

DAA-AHR20W-
GFXSB★

DAA-AHR20W-
GRXSB★

DAA-AHR20W-
GFXSB（W）★

DBA-ACR55W-
GFXZK

DBA-ACR55W-
GFXVK

DBA-ACR55W-
GFXPK

DBA-ACR55W-
GFXPK（W）

DBA-ACR55W-
GFXSK

DBA-ACR55W-
GRXSK

DBA-ACR55W-
GFXSK（W）

車両重量＊1
2WD kg ー ー ー ー ー ー ー 1,780＊2＊5 1,770＊3＊4＊5 1,800＊3＊4＊6 1,770＊3＊4＊5 1,730＊3＊4＊5 1,800＊3＊4＊6
4WD※ kg 1,990 1,970＊2 1,970＊3＊4 2,020＊4 1,970＊3＊4 1,950＊3＊4 2,020＊4 ［1,850＊2＊5］ ［1,840＊3＊4＊5］［1,870＊3＊4＊6］［1,840＊3＊4＊5］［1,800＊3＊4＊5］［1,870＊3＊4＊6］

車両総重量＊1
2WD kg ー ー ー ー ー ー ー 2,165＊2＊5 2,155＊3＊4＊5 2,185＊3＊4＊6 2,155＊3＊4＊5 2,170＊3＊4＊5 2,185＊3＊4＊6
4WD※ kg 2,375 2,355＊2 2,355＊3＊4 2,405＊4 2,355＊3＊4 2,390＊3＊4 2,405＊4 ［2,235＊2＊5］ ［2,225＊3＊4＊5］［2,255＊3＊4＊6］［2,225＊3＊4＊5］［2,240＊3＊4＊5］［2,255＊3＊4＊6］

最小回転半径 m 5.7 5.9
燃料消費率　　　　（国土交通省審査値） km/L 18.0＊7 17.0 18.0＊7 17.0 11.4［11.2＊8］ 11.4＊9［11.2＊8］ 11.4［11.2＊8］ 11.4＊9［11.2＊8］ 11.6＊10［11.2］ 11.4［11.2＊8］
主要燃費改善対策 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、ハイブリッドシステム、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、自動無段変速機
　寸法
全長 mm 4,820 4,820
全幅 mm 1,810 1,810
全高 mm 1,760 1,745＊11［1,760＊12］ 1,730［1,760＊12］ 1,745＊11［1,760＊12］ 1,730［1,760＊12］
ホイールベース mm 2,950 2,950

トレッド
フロント mm 1,545 1,545＊13
リヤ mm 1,550 1,550＊14

最低地上高 mm 160 160＊15［170＊16］ 145［170＊16］ 160＊15［170＊16］ 145［170＊16］

室内
長 mm 3,010 3,010
幅 mm 1,580 1,580
高 mm 1,255 1,255＊17 1,255 1,255＊17 1,255 1,255 1,255＊17 1,255＊17［1,255］ 1,255＊17 1,255＊17［1,255］

　エンジン
型式 2AZ-FXE 2AZ-FE
総排気量 L 2.362 2.362
種類 直列4気筒DOHC 直列4気筒DOHC
内径×行程 mm 88.5×96.0 88.5×96.0
圧縮比 12.5 9.8
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 110（150）/6,000 125（170）/6,000
最大トルク〈ネット〉 N･m（kgf・m）/r.p.m. 190（19.4）/4,000 224（22.8）/4,000
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置） EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L 65 65
　走行装置・駆動方式
ステアリング ラック&ピニオン ラック&ピニオン
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 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/ディスク
作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

駆動方式 E-Four（電気式4輪駆動方式） 前輪駆動方式［4輪駆動方式］
　トランスミッション・変速比・減速比
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）
前進 ー 2.396〜0.428
後退 ー 1.668
減速比 フロント：3.542/リヤ：6.859 5.470［5.791］
　フロントモーター
型式 2JM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 105（143）
最大トルク N･m（kgf・m） 270（27.5）
　リヤモーター
型式 2FM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 50（68）
最大トルク N･m（kgf・m） 130（13.3）
　動力用主電池
種類 ニッケル水素電池
個数 21
接続方式 直列
容量 Ah 6.5（3時間率容量）

　

※エスティマハイブリッドの駆動方式はE-Four（電気式4輪駆動方式）となります。
●［　　］はエスティマ（ガソリン）の4WD車です。

＊1.

＊2.

＊3.

＊4. 

＊5.

＊6.

＊7.

＊8.

＊9.

＊10.

＊11.

＊12.

＊13.

＊14.

＊15.

＊16.

＊17.

SRSサイドエアバッグ＆SRSニーエアバッグ＆SRSカーテンシールドエア
バッグを装着した場合は20kg増加します。

6：4分割・電動床下格納機能付サードシートを装着した場合は20kg増加
します。

大型ムーンルーフを装着した場合は20kg増加します。

リヤオートエアコンを装着した場合は10kg増加します。

17インチタイヤを装着した場合は10kg減少します。

16インチタイヤを装着した場合は10kg増加します。

オプション装着により車両重量が2,000kg以上になった場合は17.0km/L
となります。

オプション装着により車両重量が1,880kg以上になった場合は10.8km/L
となります。

オプション装着により車両重量が1,770kg未満になった場合は11.6km/L
となります。

オプション装着により車両重量が1,770kg以上になった場合は11.4km/L
となります。

17インチタイヤ、16インチタイヤを装着した場合は1,730mmとなります。

16インチタイヤを装着した場合は1,745mmとなります。

16インチタイヤを装着した場合は1,560mmとなります。

16インチタイヤを装着した場合は1,565mmとなります。

17インチタイヤ、16インチタイヤを装着した場合は145mmとなります。

16インチタイヤを装着した場合は155mmとなります。

大型ムーンルーフを装着した場合は1,250mmとなります。

★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。

●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」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。

●“サイドリフトアップシート装着車”は、国や地方自治体では消費税の非課税等の
助成措置が用意されています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税
事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■“ESTIMA”“AERAS”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“ECB”“VDIM”
“OPTITRON”“BEAMS”“VVT-i”“EFI”“GOA”“VSC”
“TOYOTA SAFETY SENSE”“TRC”“TSOP”“Welcab”“TECS”“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

※エスティマハイブリッドは、トヨタ店取扱い車とカローラ店取扱い車の車両型式は共通です。エスティマについては、カローラ店取扱い車の車 
両型式となります。トヨタ店取扱い車は“サイドリフトアップシート装着車”の車両型式の末尾の（W）が（Ｕ）になり、それ以外は車両型式の末尾に（T）が 
つきます。
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ECOLOGY WELCAB

「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮
したクルマづくりを進めています。生産から廃棄
にいたるトータルライフの視点により、環境への
取り組みのひとつひとつをすべての過程で連
携させ、クリーンなクルマづくりをめざします。さ
まざまな環境目標を、バランスを取りながら達成
し、総合的に環境性能の向上を図ります。
＊1. Eco-VAS［エコバス］：Eco-Vehicle Assessment System。車両開発責任者が企画段階で生産、使用、廃
棄にいたるLCA（ライフサイクルアセスメント）の考え方を踏まえた環境目標値を設定。全開発プロセスを通じて目
標達成状況をフォローして、確実な達成を図る総合的な環境評価システムです。

＊1

トヨタはトータルクリーンをめざしています。

＜リサイクル性に優れた材料の採用＞　樹脂部品では、リサイクル性に優れた
素材TSOP＊2を採用するとともに、分別を容易にするため「材質マーキング」を
樹脂、ゴム部品へ設定。また、販売店から回収したバンパーをエンジンアンダー
カバー、ツールボックスなどに採用しています。
＜解体性の向上＞　リサイクル性をさらに向上させるために、インストルメント
パネルなどに取り外しの基点となるポイントを表示した「解体性向上マーク」を
採用しています。
＜環境負荷物質の削減＞　水銀、カドミウム、六価クロムの使用を廃止するとと
もに、鉛の使用量を削減し、業界自主目標を達成しています。
＜VOC＊3の低減＞　内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、ホルム
アルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物（VOC）の発
生量を抑制。車室内の臭いや刺激臭を軽減するとともに、厚生労働省が定めて
いる「室内濃度指針値」を下回るレベルとし、業界自主目標を達成。車室内空気
質の快適性に配慮しています。
＊2. TSOP：Toyota Super Olefin Polymer　＊3. VOC：Volatile Organic Compounds

リサイクルと環境負荷物質削減のために。

＜LCA（ライフサイクルアセスメント）＊4の実施＞　材料、部品、車両製造および
走行、メンテナンス、廃棄の各段階で環境影響をトータル評価するLCAを実施
しています。NOx、SOxなどの大気汚染物質について、全ライフサイクルでの
排出量を従来に比べ低減しています。
＊4. LCA：Life Cycle Assessment。資源採取～廃棄・リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える要因を
定量化し、総合評価する手法で、ISO14040シリーズで国際標準化されています。

■自動車の生涯走行距離10万km（10年）を、JC08モードで走行した場合の結果です。
■トヨタではLCAにより相対的な環境メリットを確認することを目的としているため、評価結果は指数で示しています。
また、CO2はtonレベル、それ以外の項目はkgレベルで排出されますので、指数を別に示しています。

（二酸化炭素）
Carbon Dioxide

（窒素酸化物）
Nitrogen Oxide

（粒子状物質）
Particulate Matter

（非メタン炭化水素）
Non Methane Hydrocarbons

（硫黄酸化物）
Sulfur Oxide 

全ライフサイクルで環境負荷を低減。

＜燃費改善＞　温室効果ガスであるCO2排出量の低減をめざして、ハイブリッド
システム、VVT-iなど燃費改善効果を高めるパワートレーン系での取り組みの
ほか、エアコンの省動力化、空気抵抗の低減などによって、徹底した燃費の
向上を図りました。
＜省冷媒化＞　エアコンの冷媒には、オゾン層を破壊しない代替フロン
HFC-134aを採用。さらに、地球温暖化への影響を配慮し、冷媒の充填量を
低減した省冷媒型エアコンを採用しています。

エスティマハイブリッド
（ハイブリッド車）

エスティマ（ガソリン車［4WD］）
車両重量1,880kg以上

地球温暖化を防ぐために。

（全車）

＜排出ガスのクリーン化＞　三元触媒、VVT-i、
空燃比補償装置などを採用。排出ガスのクリーン化
を進めています。その結果、「平成17年基準排出
ガス75％低減レベル」の認定を国土交通省より
取得しました。

都市環境のクリーン化のために。

＊1. 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。　＊2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　＊3. JC08モード走行。　
＊4. 平成17年基準排出ガス75％低減レベル。　＊5. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）　＊6. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）に
することを求められております。　＊7. 1996年乗用車の業界平均1,850g（バッテリーを除く）。　＊8. 交通安全の観点で使用する部品（ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター）を除く。　＊9. TPO：Thermo Plastic Olefin 

トヨタ エスティマハイブリッド / トヨタ エスティマ 環境仕様

無鉛レギュラーガソリン
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73 / 70 / 75 75 / 70 / 85
HFC-134a（1,430＊6）/ 800 HFC-134a（1,430＊6）/ 750

自工会自主目標達成

あり

フロントバンパー、リヤバンパー、クラッディングパネル、ピラーガーニッシュなど
ルーフモール、ドアトリム表皮

自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下＊7）
自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止＊8）

自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）
自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）
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型式
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燃料
駆動方式
変速機
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参考
主要燃費改善対策

認定レベルまたは適合規制（国土交通省）
認定レベル値または
適合規制値 （g/km）

リサイクルし易い材料を
使用した部品
樹脂、ゴム部品への材料表示

燃料消費率＊1（国土交通省審査値）
CO2排出量

CO
NMHC
NOx

鉛

カドミウム
水銀

六価クロム

TSOP
TPO＊9

DAA-AHR20W

ハイブリッドシステム、
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、

電気式無段変速機、電動パワーステアリング

DBA-ACR50W DBA-ACR55W
2AZ-FE2AZ-FXE

2.362
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Super CVT-i （自動無段変速機）電気式無段変速機
2WD（前輪駆動方式）E-Four（電気式4輪駆動方式） 4WD（4輪駆動方式）

可変バルブタイミング、自動無段変速機、
電動パワーステアリング、充電制御

「平成27年度燃費基準＊2」をクリアしています。
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「2020年度燃費基準＊2」をクリアしています。

A:従来型車
B:エスティマ（2WD車）
C:エスティマハイブリッド
■廃棄
■メンテナンス
■走行
■車両製造
■素材製造

CO2
A B C C CA B A B A B C CA B

NOx SOxPM NMHC

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのエスティマ・エスティマハイブリッド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。
TM011301-1904

https://toyota.jp

※「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

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/

ウェルキャブシリーズの詳細につきましては、ウェルキャブ専用カタログもしくはホームページ（https://toyota.jp/welcab）でご確認ください。

もっと自由に快適に。
乗る人思いのやさしさを込めた

ウェルキャブシリーズ。

Photo：エスティマハイブリッド AERAS“サイドリフトアップシート装着車”。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＜30,000円＞はメーカーオプション。
※“サイドリフトアップシート装着車”は「型式指定自動車」のため持ち込み登録の必要はありません。

“サイドリフトアップシート装着車”

エスティマハイブリッド  メーカー希望小売価格＊1＊3 4,321,000円～4,357,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 4,383,000円～4,419,000円
エスティマ 　　　　 　メーカー希望小売価格＊1＊3 3,332,000円～3,614,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 3,394,000円～3,676,000円

メーカー希望小売価格＊1＊3 4,321,000円　(北海道地区＊2＊3は4,383,000円）

ESTIMA HYBRID
AERAS

“サイドリフトアップシート装着車”の価格帯

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUMサイドリフトアップシート車（脱着タイプ）“手動式”。ボディカラーはアイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉。
※メーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。詳しくはウェルキャブ専用カタログをご覧ください。

エスティマハイブリッド  メーカー希望小売価格＊1＊3 4,468,000円～4,987,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 4,530,000円～5,049,000円
サイドリフトアップシート車（脱着タイプ）の価格帯

エスティマ 　　　　 　メーカー希望小売価格＊1＊3 3,473,000円～4,238,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 3,535,000円～4,300,000円

メーカー希望小売価格＊1＊3 4,504,000円　（北海道地区＊2＊3は4,566,000円）サイドリフトアップシート車（脱着タイプ）“手動式”

ESTIMA HYBRID
AERAS PREMIUM

＊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。　＊3.消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。
■価格はメーカー希望小売価格（'17年6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。　■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、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは各販売店におたずねください。　■国や地方
自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意されています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。
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「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮
したクルマづくりを進めています。生産から廃棄
にいたるトータルライフの視点により、環境への
取り組みのひとつひとつをすべての過程で連
携させ、クリーンなクルマづくりをめざします。さ
まざまな環境目標を、バランスを取りながら達成
し、総合的に環境性能の向上を図ります。
＊1. Eco-VAS［エコバス］：Eco-Vehicle Assessment System。車両開発責任者が企画段階で生産、使用、廃
棄にいたるLCA（ライフサイクルアセスメント）の考え方を踏まえた環境目標値を設定。全開発プロセスを通じて目
標達成状況をフォローして、確実な達成を図る総合的な環境評価システムです。

＊1

トヨタはトータルクリーンをめざしています。

＜リサイクル性に優れた材料の採用＞　樹脂部品では、リサイクル性に優れた
素材TSOP＊2を採用するとともに、分別を容易にするため「材質マーキング」を
樹脂、ゴム部品へ設定。また、販売店から回収したバンパーをエンジンアンダー
カバー、ツールボックスなどに採用しています。
＜解体性の向上＞　リサイクル性をさらに向上させるために、インストルメント
パネルなどに取り外しの基点となるポイントを表示した「解体性向上マーク」を
採用しています。
＜環境負荷物質の削減＞　水銀、カドミウム、六価クロムの使用を廃止するとと
もに、鉛の使用量を削減し、業界自主目標を達成しています。
＜VOC＊3の低減＞　内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、ホルム
アルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物（VOC）の発
生量を抑制。車室内の臭いや刺激臭を軽減するとともに、厚生労働省が定めて
いる「室内濃度指針値」を下回るレベルとし、業界自主目標を達成。車室内空気
質の快適性に配慮しています。
＊2. TSOP：Toyota Super Olefin Polymer　＊3. VOC：Volatile Organic Compounds

リサイクルと環境負荷物質削減のために。

＜LCA（ライフサイクルアセスメント）＊4の実施＞　材料、部品、車両製造および
走行、メンテナンス、廃棄の各段階で環境影響をトータル評価するLCAを実施
しています。NOx、SOxなどの大気汚染物質について、全ライフサイクルでの
排出量を従来に比べ低減しています。
＊4. LCA：Life Cycle Assessment。資源採取～廃棄・リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える要因を
定量化し、総合評価する手法で、ISO14040シリーズで国際標準化されています。

■自動車の生涯走行距離10万km（10年）を、JC08モードで走行した場合の結果です。
■トヨタではLCAにより相対的な環境メリットを確認することを目的としているため、評価結果は指数で示しています。
また、CO2はtonレベル、それ以外の項目はkgレベルで排出されますので、指数を別に示しています。

（二酸化炭素）
Carbon Dioxide

（窒素酸化物）
Nitrogen Oxide

（粒子状物質）
Particulate Matter

（非メタン炭化水素）
Non Methane Hydrocarbons

（硫黄酸化物）
Sulfur Oxide 

全ライフサイクルで環境負荷を低減。

＜燃費改善＞　温室効果ガスであるCO2排出量の低減をめざして、ハイブリッド
システム、VVT-iなど燃費改善効果を高めるパワートレーン系での取り組みの
ほか、エアコンの省動力化、空気抵抗の低減などによって、徹底した燃費の
向上を図りました。
＜省冷媒化＞　エアコンの冷媒には、オゾン層を破壊しない代替フロン
HFC-134aを採用。さらに、地球温暖化への影響を配慮し、冷媒の充填量を
低減した省冷媒型エアコンを採用しています。

地球温暖化を防ぐために。

（全車）

＜排出ガスのクリーン化＞　三元触媒、VVT-i、
空燃比補償装置などを採用。排出ガスのクリーン化
を進めています。その結果、「平成17年基準排出
ガス75％低減レベル」の認定を国土交通省より
取得しました。

都市環境のクリーン化のために。

＊1. 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。　＊2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　＊3. JC08モード走行。　
＊4. 平成17年基準排出ガス75％低減レベル。　＊5. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）　＊6. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）に
することを求められております。　＊7. 1996年乗用車の業界平均1,850g（バッテリーを除く）。　＊8. 交通安全の観点で使用する部品（ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター）を除く。　＊9. TPO：Thermo Plastic Olefin 
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燃料消費率＊1（国土交通省審査値）
CO2排出量

CO
NMHC
NOx

鉛

カドミウム
水銀

六価クロム

TSOP
TPO＊9

DAA-AHR20W

ハイブリッドシステム、
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、

電気式無段変速機、電動パワーステアリング

DBA-ACR50W DBA-ACR55W
2AZ-FE2AZ-FXE

2.362
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1,950～1,990 2,000～2,050 1,720～1,760 1,770～1,860 1,790～1,870 1,880～1,910

129
17.0
137 207204

11.4 11.2
215
10.8

Super CVT-i （自動無段変速機）電気式無段変速機
2WD（前輪駆動方式）E-Four（電気式4輪駆動方式） 4WD（4輪駆動方式）

可変バルブタイミング、自動無段変速機、
電動パワーステアリング、充電制御

「平成27年度燃費基準＊2」をクリアしています。
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「平成32年度燃費基準＊2」をクリアしています。

A:従来型車
B:エスティマ（2WD車）
C:エスティマハイブリッド
■廃棄
■メンテナンス
■走行
■車両製造
■素材製造

CO2
A B C C CA B A B A B C CA B

NOx SOxPM NMHC

エスティマハイブリッド
（ハイブリッド車）

エスティマ（ガソリン車［4WD］）
車両重量1,880kg以上

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのエスティマ・エスティマハイブリッド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。
CT011301-1904

https://toyota.jp

※「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

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/

ウェルキャブシリーズの詳細につきましては、ウェルキャブ専用カタログもしくはホームページ（https://toyota.jp/welcab）でご確認ください。

もっと自由に快適に。
乗る人思いのやさしさを込めた

ウェルキャブシリーズ。

Photo：エスティマハイブリッド AERAS“サイドリフトアップシート装着車”。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＜30,000円＞はメーカーオプション。
※“サイドリフトアップシート装着車”は「型式指定自動車」のため持ち込み登録の必要はありません。

“サイドリフトアップシート装着車”

エスティマハイブリッド  メーカー希望小売価格＊1＊3 4,321,000円～4,357,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 4,383,000円～4,419,000円
エスティマ 　　　　 　メーカー希望小売価格＊1＊3 3,332,000円～3,614,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 3,394,000円～3,676,000円

メーカー希望小売価格＊1＊3 4,321,000円　(北海道地区＊2＊3は4,383,000円）

ESTIMA HYBRID
AERAS

“サイドリフトアップシート装着車”の価格帯

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUMサイドリフトアップシート車（脱着タイプ）“手動式”。ボディカラーはアイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉。
※メーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。詳しくはウェルキャブ専用カタログをご覧ください。

エスティマハイブリッド  メーカー希望小売価格＊1＊3 4,468,000円～4,987,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 4,530,000円～5,049,000円
サイドリフトアップシート車（脱着タイプ）の価格帯

エスティマ 　　　　 　メーカー希望小売価格＊1＊3 3,473,000円～4,238,000円　　北海道地区メーカー希望小売価格＊2＊3 3,535,000円～4,300,000円

メーカー希望小売価格＊1＊3 4,504,000円　（北海道地区＊2＊3は4,566,000円）サイドリフトアップシート車（脱着タイプ）“手動式”

ESTIMA HYBRID
AERAS PREMIUM

＊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。　＊3.消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。
■価格はメーカー希望小売価格（'17年6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。　■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、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは各販売店におたずねください。　■国や地方
自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意されています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。
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