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特別仕様車 “GLAMPER”は「セーフティ・サポートカー」です。
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。

■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。

Toyota Safety Sense
・プリクラッシュセーフティ　・レーンディパーチャーアラート　
・オートマチックハイビーム

特別仕様車 “GLAMPER”の先進安全性能

標準装備

Photo（表紙／P2-3／P4-5［右上］）：特別仕様車 G“GLAMPER”（ガソリン車・6人乗り・4WD）［ベース車両はG（ガソリン車・6人乗り・4WD）］。ボディカラーはベージュ〈4V6〉。内装色は特別設定色ブラック×コハク。インテリジェントクリアランス
ソナーはメーカーオプション。スーパーUVカット＆シートヒーターパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。写真は販売店装着オプションの“GLAMPER”専用グレードエンブレム装着状態イメージです。
Photo（P4-5［左上］）：特別仕様車 FUNBASE G“GLAMPER”（ハイブリッド車）［ベース車両はFUNBASE G（ハイブリッド車）］。ボディカラーはベージュ〈4V6〉。内装色は特別設定色ブラック×コハク。インテリジェントクリアランスソナー、
アクセサリーコンセントはメーカーオプション。LEDランプパッケージ、スーパーUVカット＆シートヒーターパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。　 ■写真は合成です。

※インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］オプション装着車は
「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」となります。
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フロントグリル
（漆黒メッキ）

ドアミラーカバー
（ブラック加飾）

グリップ式カラードアウトサイドドアハンドル
（ブラック加飾）

ホイールキャップ
（ブラック加飾）

SPECIAL EXTERIOR
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Photo：特別仕様車 FUNBASE G“GLAMPER”（ハイブリッド車）［ベース車両はFUNBASE G（ハイブリッド車）］。
内装色は特別設定色ブラック×コハク。インテリジェントクリアランスソナー、アクセサリーコンセントはメーカー
オプション。LEDランプパッケージ、スーパーUVカット＆シートヒーターパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレ
ディパッケージはメーカーパッケージオプション。　■写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチ
モデル、専用クラスターパネル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。

専用ファブリック
シート表皮（コハク）

ブラックインテリア（インストルメントパネル＆アッパーボックス） 

専用ファブリック巻きフロントドアアームレスト

Photo：特別仕様車 G“GLAMPER”（ガソリン車・6人乗り・4WD）［ベース車両はG（ガソリン車・6人乗り・4WD）］。ボディカラーはベージュ
〈4V6〉。インテリジェントクリアランスソナーはメーカーオプション。スーパーUVカット＆シートヒーターパッケージ、パノラミックビュー対応ナビ
レディパッケージはメーカーパッケージオプション。写真は販売店装着オプションのアクティブキットを装着しています。　■写真は合成です。

SPECIAL INTERIOR

15インチアルミホイールセット
1台分59,400円(消費税抜き54,000円)

2.2H 〈VCTH〉
色：マットブラック　サイズ：15×5.5J インセット39
設定 除くキー付ホイールナット付車　

※価格にはナット、センターキャップ、バルブも含まれます。
※タイヤは標準装備されているものをご使用ください。

ドアハンドルプロテクター
1台分6,600円(消費税抜き6,000円)

0.2H 〈VCVH〉
フロント・リヤ各2枚セット

サイドデカール
30,800円(消費税抜き28,000円) 1.0H 〈VCUH〉
設定 除くドアエッジプロテクター付車

アクティブキット　
サイドデカール＋ドアハンドルプロテクター
+15インチアルミホイールセット

96,800円(消費税抜き88,000円)
3.4H 〈VCHU〉

設定 除くドアエッジプロテクター、
キー付ホイールナット付車

SPECIAL ACCESSORIES trd TRDパーツ（販売店装着オプション）
（株）トヨタカスタマイジング＆

ディベロップメントの取り扱い商品です。

i  Glamper  meets trd i
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ベージュ〈4V6〉

ボディカラー〈カラーコード〉 内装色 シート表皮 インパネアクセントカラー

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉※

ブラック
専用ファブリック

シート表皮
（コハク）

ブラックセンシュアルレッドマイカ〈3T3〉※
ベージュ〈4V6〉
グレイッシュブルー〈8W2〉

内 外 配 色 一 覧 表
※ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉は
メーカーオプション＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞となります。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’19年10月現在のもの＞で参考価格です。価格は
販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。　■「メーカーオプション」
はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承く
ださい。　■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。

 特別設定　  標準設定　  メーカーオプション　（ご注文時に申し受けます）

グレイッシュブルー〈8W2〉 
特別設定色

COLORS

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉
メーカーオプション※

センシュアルレッドマイカ〈3T3〉
メーカーオプション※

専用フロアマット
色：ブラウン　材質：ポリプロピレン
フロアマットを固定する工夫が施されています。
運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットをしっかり
固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しもスムーズにできます。
■写真は運転席側。　■トヨタ純正フロアマットは難燃性・
耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。
■他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

※専用グレードエンブレム・専用フロアマットは、それぞれ
単品でもご購入いただけます。

専用グレードエンブレム

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

価格は取付費を含まないメーカーおよびトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントおよび（販売元）タクティー希望小売価格＜（消費税10%込み）’19年10月現在のもの＞で参考価格です。　● 0.0H は標準取付時間です。
作業時間に応じた取付費が別途必要となります。 価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。　■本ページに掲載されている商品につきましては車両登録後の取付を前提としております。
■トヨタ純正用品について保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日（販売した日）から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。　※一部消耗品
の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。　■TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。 
※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、下記お問い合わせ先にてご確認ください。　●TRDパーツの注意事項は、ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご参照ください。　■T-SELECT商品の保証期間はご購入日から1年間です。
TRDの商品に関するお問い合わせ先  TRDコールセンター TEL050-3161-2121　オープン時間10：00〜18：00（除く指定定休日）　 T-SELECTの商品に関するお問い合わせ先  01の商品はセイワ サービスホットライン TEL0570-039-710 オープン時間10:00〜17:30

（除く指定定休日）、02の商品は丸和貿易 TEL052-773-2851 オープン時間9:00〜18:00（除く指定定休日）、03〜06の商品はロゴス コーポレーション コンシューマ係 TEL0120-654-219 オープン時間10:00〜17:00（除く指定定休日）

上記商品につきましては、予告なく変更や販売終了となることがございます。（商品の情報は’19年10月現在のものです）

USEFUL Leisure items

保冷保温　シートバックポケット
1,352円(消費税抜き1,229円)〈3657〉

ロールペーパーホルダー　ナチュラル
990円(消費税抜き900円)〈3008〉

ロゴス　ハイパー氷点下クーラー
M：8,470円(消費税抜き7,700円)〈3150〉　L：10,890円(消費税抜き9,900円)〈3135〉
容量：約12L サイズ：約 幅30×奥行24×高さ24cm   容量：約20L サイズ：約 幅39×奥行30×高さ29cm　　

ロゴス　倍速凍結・氷点下パック
M：1,078円(消費税抜き980円)〈3134〉　L：1,298円(消費税抜き1,180円)〈3071〉
重さ：約600g　　　　　　　　　　　　　　  重さ：約900g

ロゴス　ROSY　ラゲージキャリー グリーンロゴ
12,980円(消費税抜き11,800円)〈3151〉
容量：約88L サイズ：約 幅84×奥行53×高さ55cm　収納時サイズ：約 幅53×奥行18×高さ76cm　耐荷重目安（静止荷重）：約100kg
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 1年間保証

T-SELECT用品     
（株）タクティーの
取り扱い商品です。  

ロゴス　Bamboo　ランタン
10,890円(消費税抜き9,900円)〈3021〉
※本体の充電は付属の蓄電用USBケーブルをご使用ください。
外部USB機器の充電用ケーブルは付属していないため、外部
USB機器に付属されているケーブルをご使用ください。

sienta GLAMPER  6-7　
"

"

ロゴアクセサリーセット 
専用グレードエンブレム＋専用フロアマット
2列用38,500円(消費税抜き35,000円) 0.2H 〈EBAU〉
3列用48,950円(消費税抜き44,500円) 0.2H 〈EBBU〉



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのシエンタ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 10 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。

HDZ11100-1910

トヨタ シエンタ 特別仕様車 
HYBRID G“GLAMPER”/G“GLAMPER”/
HYBRID FUNBASE G“GLAMPER”/
FUNBASE G“GLAMPER” 主要装備一覧表
■特別装備 ■メーカーオプション （ご注文時に申し受けます）
■標準装備 ■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両
3列シート車 2列シート車 3列シート車 2列シート車

ハイブリッド車（7人乗り・
2WD）ガソリン車（7人乗り・

2WD／6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）

ハイブリッド車（7人乗り・
2WD）ガソリン車（7人乗り・

2WD／6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）

G“GLAMPER” FUNBASE
G“GLAMPER” G FUNBASE G

外
装

185/60R15タイヤ＆15×5½Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ） ブラック加飾

185/60R15タイヤ＆15×5½Jアルミホイール
（センターオーナメント付） 55,000円（消費税抜き50,000円）

195/50R16タイヤ＆16×6Jアルミホイール
（センターオーナメント付）

2WD車 83,600円
（消費税抜き76,000円）

スペアタイヤ（応急用）T105/70D16＊1 ガソリン車 2WD 11,000円
（消費税抜き10,000円）

ガソリン車 2WD 11,000円
（消費税抜き10,000円）

フロントグリル 漆黒メッキ メッキ
グリップ式カラードアウトサイドドアハンドル ブラック加飾 ボディ同色

安
全
装
備

Toyota Safety Sense＊2　
・プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼]検知
機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレー
ダー+単眼カメラ方式）　・レーンディパー
チャーアラート　・オートマチックハイビーム
先行車発進告知機能
インテリジェントクリアランスソナー

［パーキングサポートブレーキ（静止物）］ ＊3
28,600円

（消費税抜き26,000円）
28,600円

（消費税抜き26,000円）
アクティブトルクコントロール4WD 4WD 4WD
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） ＊4

49,500円
（消費税抜き45,000円）

49,500円
（消費税抜き45,000円）

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアル
レベリング機能+ハロゲンクリアランスランプ）
LEDフロントフォグランプ＊5
リヤフォグランプ （バンパー中央部取付） ＊6
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 ＊7 ＊8 ブラック加飾 ボディ同色＊9

操
作
性

オプティトロンメーター
（メーター照度コントロール付）

ハイブリッド車は専用メーター
（アンビエント照明付）

ハイブリッド車は専用メーター
（アンビエント照明付）

3本スポークステアリングホイール
（ピアノブラック加飾付） 本革巻き＋サテンメッキ 本革巻き＋サテンメッキ

ワンタッチスイッチ付デュアル［両側］
パワースライドドア（挟み込み防止機能付）＊10
スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/
アンサーバック機能付/スマートキー2個）
＆プッシュスタートシステム ＊10 ＊11

内
装

インパネアクセントカラー ブラック オレンジ
フロントドアアームレスト 専用ファブリック巻き ファブリック巻き
ユーティリティホール（ラゲージデッキサイド両側/各9個）
イルミネーテッドエントリーシステム

（フロントパーソナルランプ＋ルームランプ）
ハイブリッド車：パワースイッチ
ガソリン車：エンジンスイッチ

ハイブリッド車：パワースイッチ
ガソリン車：エンジンスイッチ

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊12 フロント：1 フロント：1　
リヤデッキサイド：1 フロント：1 フロント：1　

リヤデッキサイド：1

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/2個） ＊13

ハイブリッド車
44,000円（消費税抜き

40,000円）＊14

ハイブリッド車
44,000円（消費税
抜き40,000円）

ハイブリッド車
44,000円（消費税抜き

40,000円）＊14

ハイブリッド車
44,000円（消費税
抜き40,000円）

デッキアンダートレイ ＊1 大型＊1＊15 ＊1 大型＊1＊15

デッキボード 5:5分割（ハイデッキ
/ローデッキ［両面］）

5:5分割（ハイデッキ
/ローデッキ［両面］）

オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロール
パネル

ガソリン車（2WD）は
蓄冷エバポレーター付

ガソリン車（2WD）は
蓄冷エバポレーター付

シート表皮 専用ファブリック 上級ファブリック
セカンドシートアームレスト 4WD 4WD
セカンドシート

（シートスライド+リクライニング付）
5：5分割

（タンブル機構付）
6：4分割

（チルトダウン機構付）
5：5分割

（タンブル機構付）
6：4分割

（チルトダウン機構付）
5：5分割サードシート（リクライニング+ダイブイン格納機構付）

そ
の
他

トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊16
アイドリングストップ機能（Stop＆Start System） ガソリン車（2WD） ガソリン車（2WD）
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー
＋ヒーターリヤダクト＋PTCヒーター＊17など） ＊18

2WD車 23,100円（消費税抜き21,000円）
4WD車 29,700円（消費税抜き27,000円）

2WD車 23,100円（消費税抜き21,000円）
4WD車 29,700円（消費税抜き27,000円）

メーカーパッケージオプション一覧表
■メーカーパッケージオプション （ご注文時に申し受けます）

特別仕様車 ベース車両
3列シート車 2列シート車 3列シート車 2列シート車

ハイブリッド車（7人乗り・
2WD）ガソリン車（7人乗り・

2WD／6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）

ハイブリッド車（7人乗り・
2WD）ガソリン車（7人乗り・

2WD／6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）
G“GLAMPER” FUNBASE 

G“GLAMPER” G FUNBASE G
Bi-Beam LEDヘッドランプ［ハイ・ロービーム］

（オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ） 118,800円
（消費税抜き

108,000円）
＊14

118,800円
（消費税抜き

108,000円）

118,800円
（消費税抜き

108,000円）
＊14

118,800円
（消費税抜き

108,000円）

LEDフロントフォグランプ
リヤコンビネーションランプ

（LEDライン発光テールランプ＆ストップランプ）
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）
スーパーUVカット＋IRカット機能付
グリーンガラス（フロントドア） 40,700円

（消費税抜き37,000円）
40,700円

（消費税抜き37,000円）シートヒーター（運転席・助手席）
ステアリングヒーター
パノラミックビューモニター＊8 ＊23

58,300円
（消費税抜き53,000円）

58,300円
（消費税抜き53,000円）

ステアリングスイッチ（オーディオ操作） ＊24
ドアミラーヒーター
6スピーカー

【その他の標準装備】　●タイヤパンク応急修理キット＊1　●UVカット機能付高遮音性ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）　●UVカットグリーン
ガラス（フロントドア）＊19　●ハイブリッドシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ）※ハイブリッド車　●ドライブスタートコントロール　●車両接近通
報装置※ハイブリッド車　●緊急ブレーキシグナル（ハザードランプ点滅式）　●ECB［電子制御ブレーキシステム］※ハイブリッド車　●ヒルスタート
アシストコントロール　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）　●全席ELR付3点式シートベルト（前席プリテンショナー&フォースリミッター機構付）＊20　
●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー（セカンドシート左右席）＊21　●リヤコンビネーションランプ（LEDテールランプ
＆ストップランプ）　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチカラーTFT液晶＋リヤシートリマイン
ダー機能付）　●ハイブリッドシステムインジケーター※ハイブリッド車　●エコドライブインジケーター（ランプ+ゾーン表示機能付）※ガソリン車　　
●ステアリングスイッチ（マルチインフォメーション操作）　●モードスイッチ（エコドライブモード+EVドライブモード）※ハイブリッド車　●クルーズコント
ロール※ハイブリッド車　●デュアルスライドドア（イージークローザー付）　●ドアキー連動電気式ドアロック（バックドア連動）　●パワースライドドア
予約ロック機能（キーロック操作・スマートロック操作）　●アシストグリップ（助手席1・セカンドシート2）＊4　●デッキサイドトリムポケット（両側）※3列
シート車　●デッキサイドボトルホルダー＆スマホホルダー（両側）※3列シート車　●マルチユーストレイ※4WD車　●運転席小物入れ＊2　●オー
ディオレス（オーディオレスカバー付）＆4スピーカー　●盗難防止システム（イモビライザーシステム）［国土交通省認可品］　など

＊1. ガソリン車でスペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。　
＊2. Toyota Safety Senseを選択した場合、運転席小物入れは非装着となります。　＊3. 字光式ナンバープレートは装着できません。　
＊4. 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）を選択した場合、運転席に
アシストグリップが1個装着されます。　＊5. LEDランプパッケージと同時装着できません。　＊6. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着でき
ます。　＊7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。　＊8. パノラミックビューモニターを選択した場合、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は、カメラ（左右）付となります。　＊9. TWO TONE選択時、ドアミラーはルーフと同色となり
ます。 　＊10. スマートキーにスライドドア開閉スイッチが付きます。　＊11. 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。　＊12. 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。　
＊13. 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。　＊14. アクセサリーコンセントとLEDランプパッケージは同時装着できません。　＊15. ハイブリッド車とガソリン車
でデッキアンダートレイの形状が異なります。　＊16. 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。　＊17. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient　＊18. 寒冷地仕様は、寒冷地での使
用を考慮して、主にワイパー、ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となり
ます。　＊19. スーパーUVカット＆シートヒーターパッケージを選択した場合、スーパーUVカット＋IRカット機能付グリーンガラスとなります。　
＊20. 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）を選択した場合、セカンド
シート（左右席）にプリテンショナー＆フォースリミッター機構が装着されます。　＊21. 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。　
＊22. パノラミックビューモニターと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、合計価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額さ
れます。　＊23. ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。　＊24. オーディオ操作
スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。　
■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。　■“GLAMPER”はグレード名称ではありません。

※「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/

ベース車両 
トヨタ シエンタ 主要諸元表

ハイブリッド車 ガソリン車
2WD 2WD 4WD

G
乗車定員 3列シート車 名 7 7 6

2列シート車 名 5 5 −
■車両型式・重量・性能
車両型式 3列シート車 6AA-NHP170G-MWXQB★※1 DBA-NSP170G-MWXQB●※1 DBA-NCP175G-MRXQK※1

2列シート車 6AA-NHP170G-MNXQB★※1 DBA-NSP170G-MNXQB●※1 −
車両重量 kg 1,380 1,320 1,380
車両総重量 3列シート車 kg 1,765 1,705 1,710

2列シート車 kg 1,655 1,595 −
最小回転半径 m 5.2※2 5.2※2 5.2

燃料消費率
（国土交通省審査値)

       km/L 22.8 ー ー
市街地モード km/L 22.7 ー ー
郊外モード     km/L 23.9 ー ー
高速道路モード   km/L 22.1 ー ー

         km/L   28.8 20.2 15.4

主要燃費改善対策
ハイブリッドシステム、アイドリング
ストップ装置、電気式無段変速機、
充電制御、可変バルブタイミング、

電動パワーステアリング

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

パワーステアリング、ミラーサイクル

自動無段変速機、
充電制御、

可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

■寸法
全長 mm 4,260
全幅 mm 1,695
全高 mm 1,675 1,695
ホイールベース mm 2,750
トレッド フロント/リヤ mm 1,480※3/1,480※3 1,485/1,470
最低地上高※4 mm 145 130
室内長×室内幅×
室内高※4

3列シート車 mm 2,535×1,470×1,280
2列シート車 mm 1,900×1,490×1,280 −

■エンジン
型式 1NZ-FXE 2NR-FKE 1NZ-FE
総排気量 L 1.496
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 54（74）/4,800 80（109）/6,000 76（103）/6,000
最大トルク〈ネット〉 N･m（kgf・m）/r.p.m. 111（11.3）/3,600〜4,400 136（13.9）/4,400 132（13.5）/4,400
燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量 L 42 45
■走行装置・駆動方式

サスペンション フロント マクファーソンストラット式コイルスプリング
リヤ トーションビーム式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

ブレーキ
フロント ベンチレーテッドディスク
リヤ 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 前輪駆動方式 四輪駆動方式
■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 自動無段変速機（Super CVT-i）
前進 − 2.480〜0.396 2.386〜0.411
後退 2.604〜1.680 2.505〜1.680
減速比 3.791 5.698
■モーター
型式 2LM

− −種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 45（61）
最大トルク N･m（kgf・m） 169（17.2）
■動力用主電池
種類 ニッケル水素電池 − −容量 Ah 6.5
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●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態と
ほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）と
なっています。　■“SIENTA”“GLAMPER”“FUNBASE”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“OPTITRON”“ECB”“EFI”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY 
SENSE”はトヨタ自動車（株）の商標です。　■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

★●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。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★印の車両は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）。2019年10月1日より、自動車
取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。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。　■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分
で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モード
は、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1. 特別仕様車 HYBRID G“GLAMPER”/G“GLAMPER”/HYBRID FUNBASE G“GLAMPER”/FUNBASE G“GLAMPER” の末尾には-Zが
つきます。　※2. 16インチタイヤを装着した場合、5.8mとなります。　※3. 16インチタイヤを装着した場合、1,470mmとなります。　※4. 社内測定値

※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10％込み）’19年10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。　■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」
はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　■自動車リサイクル法
の施行により、リサイクル料金（10,650円＜’19年10月時点の金額＞）が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

価格表 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列シート車
G“GLAMPER”

ハイブリッド車 7人乗り・2WD 2,435,400円
（消費税抜き2,214,000円）

2,458,500円
（消費税抜き2,235,000円）

ガソリン車
7人乗り・2WD 2,069,100円

（消費税抜き1,881,000円）
2,092,200円

（消費税抜き1,902,000円）
6人乗り・4WD 2,213,200円

（消費税抜き2,012,000円）
2,242,900円

（消費税抜き2,039,000円）

2列シート車
FUNBASE
G“GLAMPER”

ハイブリッド車 5人乗り・2WD 2,394,700円
（消費税抜き2,177,000円）

2,417,800円
（消費税抜き2,198,000円）

ガソリン車 5人乗り・2WD 2,028,400円
（消費税抜き1,844,000円）

2,051,500円
（消費税抜き1,865,000円）
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