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02 03

目の前のトビラを開けよう。そう、思いっきり。

やりたかったことや、驚くような出会いが、

大きな歓びと一緒に

次から次へと飛び出してくるから。

それはきっと、魔法のような体験。

スペイドだけの

大開口ドアとアナタの物語。

Photo：F（2WD）。ボディカラーはフレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉。内装色はプラム。15インチアルミホイール、
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）］はメーカーオプション。ドレスアップパッケージはメーカーセレクトパッケージ。
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見とれる歓び、見つめられる快感。そのどちらも。

Photo：Y（2WD）。ボディカラーはボルドーマイカメタリック〈3R9〉。15インチアルミホイールはメーカーオプション。ドレスアップパッケージ、HIDパッケージはメーカーセレクトパッケージ。Photo：Y（2WD）。ボディカラーはボルドーマイカメタリック〈3R9〉。15インチアルミホイールはメーカーオプション。ドレスアップパッケージ、HIDパッケージはメーカーセレクトパッケージ。
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週末のたびに、やりたいことも、仲間もひろがっていく。
Photo:F（2WD）。ボディカラーはスーパーレッドV〈3P0〉。内装色はプラム。15インチアルミホイールはメーカーオプション。

スーパーUVカットパッケージ、ドレスアップパッケージはメーカーセレクトパッケージ。
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わがままなふたりを、コンシェルジュのようにもてなしてくれる。
Photo：G（2WD）。ボディカラーはブラック〈202〉。

いい予感がしたら、いつでもスタート。スペシャルな瞬間は、待つより、つくる。

Photo：X（2WD）。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。内装色はプラム。Photo：X（2WD）。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。内装色はプラム。 Photo：X（2WD）。ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉はメーカーオプション。Photo：X（2WD）。ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉はメーカーオプション。
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キモチのいい見晴らしは、
クルマの中から もう始まっている。
腰を下ろした瞬間から ずっと。 Photo：F(2WD）。内装色のフロマージュは

設定色（ご注文時に指定が必要です。指定
がない場合はプラムになります）。「ナノ
イー」パッケージ、ドレスアップパッケージ、
HIDパッケージ、ナビレディパッケージは
メーカーセレクトパッケージ。ナビゲー
ションシステムは販売店装着オプション。
●写真の計器盤は機能説明のために各ランプ
　を点灯したものです。実際の走行状態
　を示すものではありません。

Photo：F(2WD）。内装色はプラム。
「ナノイー」パッケージ、ドレスアップ
パッケージ、ナビレディパッケージは
メーカーセレクトパッケージ。ナビゲー
ションシステムは販売店装着オプション。
●写真の計器盤は機能説明のために各
　ランプを点灯したものです。実際の走
　行状態を示すものではありません。
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ボクらのホームベースは、
余裕とアイディアでいっぱい。
だからみんなが自然と集まる。

Photo：F(2WD）。内装色のフロマージュは
設定色（ご注文時に指定が必要です。指定
がない場合はプラムになります）。
「ナノイー」パッケージ、ドレスアップパッ
ケージ、HIDパッケージはメーカーセレ
クトパッケージ。
●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：F(2WD）。内装色はプラム。
「ナノイー」パッケージ、ドレスアップパッ
ケージはメーカーセレクトパッケージ。
●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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大開口ワイヤレス電動スライドドア［助手席側］
■ 大開口の助手席側スライドドアをスマートキーでも開閉できます。
■ 両手がふさがったままの乗り降りも、大きな荷物の積み降ろしも、とてもスムーズです。

いつでも、どこでも、誰でも乗り降りしやすい。驚きの大開口。 

その時、すぐそばにあるスイッチで、ワンタッチスライド。

開口高 1,250mm

開口幅 1,020mm

前席コントロール
スイッチ

（センタークラスター）

後席コントロール
スイッチ

（左センターピラー）

インサイドドア
ハンドル

アウトサイド
ドアハンドル

スマートキー

スイングドア スイングドア

電動スライドドア

子どもでも歩くように、楽々と乗り込める。 ドアの縁にも段差がないから、つまずきにくい。

手をかけ
やすいように、
形状を工夫。

笑顔で帰ってきた彼女を、
ワンタッチで素敵に
お出迎え。

＊2. 2WD車の数値。4WD車は330mm。

大きなモノは
助手席側から、
小さなモノは
近くのドアから。

運転席に乗り込む前に、荷物をサッと置ける。

右リヤはスイングドア
■ 乗り降りはもちろん、後席へ
　 ちょっと荷物を置きたい時も、
　 スイングドアがとても便利です。

■ 左右非対称のドアは、
　 用途によって使い分けられます。

みんなの足元に、とてもやさしいフロア。

低床フロア
■地上から300mm＊2の低い
　乗り込み口。お子様やご年配の
　方も安心して乗り降りできます。　　

大開口ドア ワンタッチで大きく開く。それも滑らかに。
足どりを軽やかにする、電動スライドドア。

狭い駐車場でも、
隣のクルマを気にせずに、
フルオープン。

大きく開くから、かさばる荷物を抱えていても、ムリなくそのまま車内へ。背の高い天井のおかげで、楽にくぐれる。

乗り降りのしやすさと安心を標準装備。

フラットフロア［2WD 車］
■ 段差や溝が少なく、
　移動しやすいフロアです。
■ 掃除も簡単に行えます。

イージークローザー、挟み込み防止機能＊1
■挟み込みを感知した場合、スライドドアは自動で開きます。
■イージークローザー付なので、半ドアの心配もありません。
●スライドドアを開ける際に窓が開いている場合は、スライドドアの
　開口範囲を制限して挟み込みを防止します。
＊ 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。開閉時は十分注意してください。

■すべての数値はメーカー設計値であり、参考数値です。　■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。標準装備

フロア地上高
300mm

全車

全車

全車

全車

全車

●4WD車にはプロペラシャフトを通すための
  センタートンネルがあり、その部分は
  約100mm盛り上がっています。

●スライドドアを除くすべてのドアが閉まっている状態で、パワースライドドアが自動閉作動中に
　スマートキーで施錠操作を行うと、スライドドアを除くすべてのドアが施錠され、スライドドアも
　閉まると同時に施錠されます。

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本）＆スタートシステム
■スマートキーを携帯していれば、ドアハンドルのスイッチを押すだけ
　で解錠・施錠ができます。エンジンの始動も、ブレーキを踏みながら
　エンジンスタートスイッチを押すだけです。
●スマートエントリー＆スタートシステムの室外検知エリア（ドアロックの解錠・施錠）は左右フロント
ドア・バックドアのドアハンドルから半径約0.7m、室内検知エリア（エンジン始動）は前席・後席となります。

盗難防止システム（イモビライザーシステム）
■ 正規のスマートキー以外ではエンジンが始動しないセキュリ
　ティシステムを搭載。車両盗難防止に貢献します。

電動スライドドアの開閉スイッチは5通り
■車内2カ所のスイッチ、ドアハンドル（内側・外側）、スマートキーで、
　力を使わずどこからでも開閉できます。

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。 

オート電動格納式リモコンカラードドアミラー
（サイドターンランプ付）
■ドアの施錠・解錠に連動してミラーが自動で
　格納・復帰し、乗降時の手間を省きます。
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高く広く長い。自然体のままでいられる場所。

座り心地のいいシート
■ 腰かけた人を、快適な姿勢でホールドします。
■フロントシートには、運転席・助手席間につながり感のある
　 ベンチシートもラインアップしました。

ロングドライブも、疲れ知らずで駆け抜ける。

高速道路でも静かな車内
■ 気になる騒音や振動をしっかりと抑えるボディ構造です。
■ 吸・遮音材の最適配置により、
　 高速走行時のノイズも軽減します。
■ Gはフードサイレンサーやダッシュアウターサイレンサーの
　 採用などにより、さらなる静粛性を追求しています。

会話も音楽も、気持ちよく響き合う。

いい座り方をしていると、
腰への負担も軽くなる。

いつものトーンで話せるから、
落ちついた会話が楽しめる。

車内での着替えも、いつも通り余裕を持って。

広さという贅沢を満喫できる、スペイドの車内。微笑みが、次から次へとこぼれ出す空間です。

前後席間距離 1,050mm＊1

室内高 1,380mm

余裕たっぷりの頭上空間
■ 大人でも、車内で窮屈な思いをせずに着替えられます。
■ 数値以上の広がりを感じさせる、開放的なデザインです。

足元ゆったりの後席
■ 伸 び 伸 びと足が組めるゆとりを確保しました。
■リクライニングもできるので、くつろぐのに最適です。

ベンチシートセパレートシート

天井スピーカー（2個）

4 スピーカー＋天井スピーカー（2 個）
■ 最適配置された4スピーカーに加えて、
　2個の天井スピーカーを採用。
■フロントシートでは音に包まれる感覚を、
　リヤシートではクリアな音の広がりを体感できます。

迫力あるサウンドに包まれる快感。

前へ後へお隣へ。乗降口もお好きな方へ。

ウォークスルー
■ 前後席間はもちろん、運転席・助手席間にも人が
　 通れるスペースを確保しました。
■ 運転席側のドアを開く余裕がない時でも、助手席側の
　 スライドドアからスムーズに降車できます。

クルマから降りなくても、
後席に行ける。
運転手の交代もスムーズ。

快適ルーム 自分たちの部屋のようにくつろげる。
広々とした空間が育む、穏やかな時間。

● Y はベンチシートとなるため前後席間の移動はできません。
● 4WD 車にはプロペラシャフトを通すためのセンタートンネルがあり、
　その部分は約 100mm 盛り上がっています。
● 走行中は室内を移動しないでください。

● X は 4 スピーカーが標準装備となります。

■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。標準装備 設定なし

＊1. 数値はメーカー設計値であり、参考数値です。

室内幅 1,420mm

室内長 2,160mm
インパネスピーカー
（10cmフルレンジ）

スピーカーレイアウト

デッキサイドスピーカー
（10cmフルレンジ）

天井スピーカー
（6.5cmスコーカー）

G F Y X
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6：4 分割可倒式リヤシート（リクライニング、クッションチップアップ機構付）
■リヤシートの片側だけクッション（座面）をはね上げれば、
　26インチの自転車も電動スライドドアから楽に室内へ積み込めます。
■ベビーカーも、乗り降りの度にバックドアを開けて出し入れすることなく、後席に置いておけます。

簡単操作で、今日仕様にアレンジできる。

助手席ロングスライド
■助手席が、軽々と前後に大きくスライドします。
■後端までスライドさせれば、クルマの中とは思えない
　リラックス空間をつくり出せます。

足を伸ばして、くつろぎタイムを満喫。
お気に入りのソファのように。

トライアングルモード

シートアレンジ

自転車ごとピックアップ。急な雨や、疲れた帰り道にもフトコロ深く応えてくれる。

たっぷりとスライドして、熱いコーヒーを一杯。気分はもう完全にリラックス。

助手席を後へ大きくスライドさせれば、子どもの顔もよく見えるから、安心してくつろげる。

テーブルモード

助手席を倒せば、ドリンク置き付のテーブルに早変わり。ちょっとしたブレイクにピッタリ。

フリースペースモード

助手席を前へスライドすると、広々としたフロアが出現。みんなが歓ぶゆとり空間。

ロングラゲージモード

助手席＆リヤシート片側を倒せば、サーフボードなどの長めのモノも、しっかり積める。

トールラゲージモード

リヤシートをはね上げれば、背が高くてかさばるモノだって、立てたまま運べる。

ビッグスペースモード

助手席を前へスライドして、リヤシートをはね上げれば、空間が最大化。700mm＊2

520mm＊1

G F Y X

G F Y X

全車 全車

全車 全車

※クッションチップアップ機構は2WD車のみ。
※X（2WD車）のリヤシートは一体可倒式。

●自転車は大きさや形状によっては積載できない場合があります。
  また、写真はスペース説明のためのものであり、実際の走行時には
  後方視界確保・荷物の転倒防止にご注意ください。

※X（2WD車）の
リヤシートは一体可倒式。

※2WD車のみ。 G F Y X ※2WD車のみ。

自由シート 座り方も載せ方も遊び方も、気分次第で。
したいことを叶える、多彩なシートアレンジ。

●写真はすべてF。　●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。　●写真はスペース説明のためのものであり、通常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。また、積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注意いただきたい項目がありますので、詳しくは販売店にてご確認ください。　●走行時には後方視界確保・荷物の転倒防止にご注意ください。

＊1. 4WD 車は 460mm。  ＊2. 4WD 車は 630mm。
●数値はメーカー設計値であり、参考数値です。

標準装備 設定なし ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

着座可能助手席
スライド量（2WD車）

テーブルモード時助手席
スライド量（2WD車）

全車
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中敷きトレイ

助手席カップホルダー

助手席ドアボトルホルダー＆
インパネロアポケット

助手席グローブボックス

フロントシートアームレスト クッショントレイ（カップホルダー付）

■ ベンチシート（運転席・助手席）専用

近くに置いておきたい小物入れに。

取り外し自由な中敷きトレイとゴムマットを活用すれば、
大型ボックスとしてだけでなく、2段ボックスとしても使えます。
ティッシュボックスを逆さにして収納することもできます。

Yは小物入れになります。

置きたいものに合わせて仕切りをスライドできます。

指先に心地よくフィットする波形のフォルム。
中のモノも取り出しやすい形状です。

G F Y X

G F Y X G F Y X

G F Y X

全車

助手席アッパートレイ
フタ付の隠せる収納。

全車

全車

全車

全車

全車 全車

全車

デザイン収納① 抜群の使い勝手が、そこかしこに息づいている。
収納をキレイに解決する、遊び心あふれるインテリア。

運転席アッパートレイ＆
小物入れ＆ポストカードホルダー
シースルーで中を確認しやすい小物入れなど、
運転席前の収納も充実。
すぐに使いたいモノを置いたり、
お気に入りの写真やカードを飾ったりできます。

センターマルチボックス助手席買い物フック 運転席クッション
サイドポケット

小物ポケットになるドアグリップ

運転席ドアポケット＆
ボトルホルダー

カードホルダー

標準装備 設定なし ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

Photo：G（2WD）。内装色のフロマージュは設定色（ご注文時
に指定が必要です。指定がない場合はプラムになります）。
HIDパッケージ、ナビレディパッケージはメーカーセレクト
パッケージ。ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

ETC車載器装着時
●写真は販売店装着
　オプションのETC車載
　器装着状態イメージ
　です。詳しくは販売店
　におたずねください。
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間口がワイドなラゲージ
■開口幅が広いので、大きな荷物の
　出し入れも楽々です。
■フロアの下には、細かな仕切り付の
　トレイを設定。さまざまなアイテムを
　整理して収納できます。

5人と大荷物でも大丈夫。
ポイントは2段使い。

開口高
810mm

開口幅（最大）
1,040mm

雑貨テイストのバスケット。
雑誌（A4）やエコバッグなどの

収納に最適で、取り外しも簡単です。
アイボリーとブラックの2色から選べます。 ●写真はアイボリー。

デタッチャブルバスケット

販売店装着オプション
Dealer Option

22 23

開口幅（最大）
1,040mm

●数値はメーカー設計値であり、参考数値です。リヤ左席クォータートリムポケット＆
カップホルダー

助手席シートバック買い物フック（テーブル状態）

目盛り付
左センターピラー

アンブレラホルダー
置き場所に困る傘を収納。ステッキ入れにもなります。

さりげなくA4・B5のサイズ表示付。
ちょうどよく収まります。

G F Y X

G F Y X

全車

全車

全車

全車

デザイン収納② 一つひとつがちょうど。つまり美しくシンプル。
使うモノから考えられた収納のカタチ。

運転席シートバック買い物フック

リヤ右席ドアポケット＆ボトルホルダー

運転席シートバック
ティッシュポケット

G F Y X天井照明付サンバイザー
（運転席・助手席バニティミラー＋
運転席チケットホルダー付）

ラゲージルームランプ

●SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを
　選択した場合、アンブレラホルダーは小物入れになります。

■2WD車

デッキアンダートレイリヤシート前倒し状態

■4WD車

デッキアンダートレイ
●4WD車のラゲージは床面が一段高くなります。

リヤシート前倒し状態

Photo：G（2WD）。内装色のフロマージュは設定色（ご注文時
に指定が必要です。指定がない場合はプラムになります）。
ナビレディパッケージはメーカーセレクトパッケージ。ナビ
ゲーションシステムは販売店装着オプション。

●販売店装着オプションの詳しい設定につきましては、
　別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEを
　ご覧ください。

フロントドアポケットボックス 「運転席アッパートレイ＆小物入れ」を
隠せる収納に。お化粧直しをする時に
便利なミラー付。角度調整も可能です。

アッパートレイリッド（ミラー付）

運転席からすぐに手の届く所に
置けるダストボックス。
簡単に取り外せるので、
ゴミ捨てもスムーズです。

●Xはサンバイザー（運転席・助手席バニティミラー＋
　運転席チケットホルダー付）が設定されます。

全車

標準装備 設定なし ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。
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デッキアンダートレイリヤシート前倒し状態

■4WD車

デッキアンダートレイ
●4WD車のラゲージは床面が一段高くなります。

リヤシート前倒し状態

Photo：G（2WD）。内装色のフロマージュは設定色（ご注文時
に指定が必要です。指定がない場合はプラムになります）。
ナビレディパッケージはメーカーセレクトパッケージ。ナビ
ゲーションシステムは販売店装着オプション。

●販売店装着オプションの詳しい設定につきましては、
　別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEを
　ご覧ください。

フロントドアポケットボックス 「運転席アッパートレイ＆小物入れ」を
隠せる収納に。お化粧直しをする時に
便利なミラー付。角度調整も可能です。

アッパートレイリッド（ミラー付）

運転席からすぐに手の届く所に
置けるダストボックス。
簡単に取り外せるので、
ゴミ捨てもスムーズです。

●Xはサンバイザー（運転席・助手席バニティミラー＋
　運転席チケットホルダー付）が設定されます。

全車

標準装備 設定なし ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。
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いつもと違う空気を吸うと、頭の中がリフレッシュされる。だから今日もちょっと遠くへ。
クリアな視界の運転席
■ 運転席から細く見えるフロントピラーや、
　 取り付け位置を工夫したドアミラーで、
　 斜め前方の視界が広々です。

自分にちょうどのドライビングポジション 操作しやすいインパネシフト

エコ運転を楽しくする、サポート情報。

マルチインフォメーションディスプレイ
■ 燃費や航続可能距離を、運転しながら
　ひと目で確認できるので、より低燃費に
　つながる運転を意識できます。

タイヤ & ホイール

状況を読んで、
気持ちのいい加速と減速を。

Super CVT-i＊5

■ 常に効率のよいエンジン回転数を
キープし、燃費の向上に貢献します。
■ 変速ショックのない滑らかな
走りも楽しめます。

前輪駆動状態と4WDオートモード状態をスイッチで選択。

アクティブトルクコントロール 4WD
■前輪駆動に近い状態と4輪駆動状態を自動的に電子制御します。通常の走行時には、燃費効率のよい走りを実現。発進・加速時や
　滑りやすい路面、コーナリング時には、車両の状態に合わせて最適な駆動力を後輪に配分します。

運転しやすさが、つくれる。

60mm
上下

240mm
前後スライド30mm

上下全車

全車

全車

2WD全車 全車
全車

全車

低燃費を徹底追求した、高効率エンジン。

4WDオート
モードスイッチ

エコドライブインジ
ケーターランプ
環境に配慮した運転を
している時に、点灯します。

平均燃費瞬間燃費 航続可能距離

175/65R15 タイヤ＆15×5Ｊ
スチールホイール

（樹脂フルキャップ付）

175/65R15 タイヤ＆15×5Ｊ
アルミホイール

（センターオーナメント付）
アイドリングストップ
通算時間 ●2WD車のみ。

●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯した
  ものです。実際の走行状態を示すものではありません。

※Gは高遮音性ガラス、トップシェード付となります。

●オフロード走行やラリー走行などが目的ではなく、一般道での優れた走行安定性に寄与することを目的とした4WDです。

●寒冷地仕様とセットでメーカーオプションとなります。

交差点での安全確認をしっかりとスムーズに。

コンパクトな最小回転半径
■ 狭い路地での走行や、縦列
　駐車、車庫入れ、Uターンが
　スムーズに行えます。

取り回しがいいと、フットワークが軽やかに。

G F Y X

G F Y X

花粉シーズンでも、
清々しさそのまま。

マニュアルエアコン
＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
■ 花粉除去タイプのフィルターを
　 採用しています。　　

スマートドライブ 走り出したらいつまでも爽快。燃費もベリーグッド。
運転を簡単にする、賢いサポート。

1.5L 2NR-FKE VVT-iEエンジン
■トヨタがハイブリッドカーで培ってきた、高圧縮比＆アト
キンソンサイクル、 クールドEGR＊1（排出ガス再循環）シス
テム、低フリクション技術に加え、可変バルブタイミングを
電動モーターで制御するVVT-iE＊2を採用し、ハイブリッド
並みの優れた熱効率を実現。燃費と走りを高次元で両立した
エンジンです。さらに、アイドリングストップ機能との融合に
より、優れた燃費性能を実現しています。

2WD全車

いつものように走るだけで、簡単にエコ運転。

アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）
■ 信号待ちや一時停止時に、エンジンのアイドリングを自動的にストップ＊3。ブレーキペダルから足を離す 
　だけで素早く再始動します。またアイドリングストップ状態でも、オーディオやナビの使用が可能です。

4WD全車

4WD全車

毎日どこかへ出かけたくなる、リーズナブルな燃費性能。

1.5L 1NZ-FE VVT-i＊4 エンジン
■ 燃費改善・低フリクション化を行い、出力とトルクを維持したまま、燃費向上を実現しています。

21.8km/L

14.8km/L

アイドリングストップ
機能をOFFにもできます。

キャンセルスイッチ キャンセル時は
センターメーター内

にランプが点灯。

5.0m

＊1.EGR：Exhaust Gas Recirculation
＊2.VVT-iE［電動連続可変バルブタイミング機構＜吸気側＞］：Variable 
Valve Timing-intelligent by Electric motor

＊3.シフトがDポジションの状態でブレーキを踏み、車両が停止するとエンジンが自動的に停止します（エンジン停止には、いくつかの条件があ
ります。詳しくは販売店におたずねください）。オートエアコン装着車の場合、一部条件では送風に切り替わったあと、送風を弱めたり、停止した
りすることもあります。また、快適性を考慮し、車内外の環境に応じて自動的にエンジンを再始動させ、エアコンを作動させる場合もあります。

※Gはオートエアコン＆プッシュ式ヒーターコン
トロールパネル。 ※F・Yはメッキリング付。

●写真は合成です。

●写真はF。

●写真はF。

●写真はF。

標準装備 メーカーオプション 設定なし ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

●数値はメーカー設計値であり、参考数値です。

ヒーター加温範囲

ブレーキを
離すだけ

スタート時

エンジンを停止させた直後でも、素早く再始動す
ることが可能です。

ブレーキを離すと、スムーズに発進。

ブレーキを
踏むだけ

停車時

停車すると、瞬時にエンジンをストップ。

坂道発進時

坂道でアイドリングストップ状態から再始動する時
は、坂道発進補助機能が車両の後退を抑制します。

もちろん、坂道発進もスムーズに。

アイドリングストップ機能 動作モードイメージ

※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。

※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。

燃料消費率（国土交通省審査値）

燃料消費率（国土交通省審査値）

19.0km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）

Gグレードの寒冷地仕様に、2つのぬくもり。

ステアリングヒーター
■ 寒い日の朝も快適ドライブ。ON/OFFは
　ステアリングスイッチで操作できます。

G F Y X

G F Y X

快適温熱シート（助手席）
■ 標準装備の運転席に加え、
　助手席も快適な温度に温めます。

メーター内表示

ヒータースイッチ

運転席シート上下アジャスター＆チルトステアリング
■ シートとステアリングの高さ調整が可能。スライド機能と合わせること

で、最適な運転姿勢がとれます。
■ 運転中、自然な動きで操作ができるように考慮して、ステアリングに近

いポジションにシフトレバーを配置しました。

日差しが気になる季節も快適に。

IR〈赤外線〉カット機能・UV カット機能付ウインドシールドグリーンガラス
■ 太陽の赤外線透過を抑えるIRカット機能を設定。炎天下での、インパネ上部やステアリングホイール

などの温度上昇を抑えます。また、UVカット機能も備え、直射日光による肌への刺激を軽減します。

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。

■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。＊4. VVT-i［連続可変バルブタイミング機構］：Variable Valve Timing-intelligent
＊5. CVT-i［自動無段変速機］：Continuously
Variable Transmission-intelligent

市街地モード ：  14.4 km/L

郊外モード ：  20.0 km/L

高速道路モード ：  21.2 km/L

市街地モード ：  11.0 km/L
郊外モード ：  16.0 km/L
高速道路モード ：  16.4 km/L T-Connectナビ（販売店装着オプション）

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 ■ 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。

トヨタ
スマートセンター通信

IR〈赤外線〉カット機能＋UVカット機能付
ウインドシールドグリーンガラス
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いつもと違う空気を吸うと、頭の中がリフレッシュされる。だから今日もちょっと遠くへ。
クリアな視界の運転席
■ 運転席から細く見えるフロントピラーや、
　 取り付け位置を工夫したドアミラーで、
　 斜め前方の視界が広々です。

自分にちょうどのドライビングポジション 操作しやすいインパネシフト

エコ運転を楽しくする、サポート情報。

マルチインフォメーションディスプレイ
■ 燃費や航続可能距離を、運転しながら
　ひと目で確認できるので、より低燃費に
　つながる運転を意識できます。

タイヤ & ホイール

状況を読んで、
気持ちのいい加速と減速を。

Super CVT-i＊5

■ 常に効率のよいエンジン回転数を
キープし、燃費の向上に貢献します。
■ 変速ショックのない滑らかな
走りも楽しめます。

前輪駆動状態と4WDオートモード状態をスイッチで選択。

アクティブトルクコントロール 4WD
■前輪駆動に近い状態と4輪駆動状態を自動的に電子制御します。通常の走行時には、燃費効率のよい走りを実現。発進・加速時や
　滑りやすい路面、コーナリング時には、車両の状態に合わせて最適な駆動力を後輪に配分します。

運転しやすさが、つくれる。

60mm
上下

240mm
前後スライド30mm

上下全車

全車

全車

2WD全車 全車
全車

全車

低燃費を徹底追求した、高効率エンジン。

4WDオート
モードスイッチ

エコドライブインジ
ケーターランプ
環境に配慮した運転を
している時に、点灯します。

平均燃費瞬間燃費 航続可能距離
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スチールホイール

（樹脂フルキャップ付）

175/65R15 タイヤ＆15×5Ｊ
アルミホイール

（センターオーナメント付）
アイドリングストップ
通算時間 ●2WD車のみ。

●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯した
  ものです。実際の走行状態を示すものではありません。

※Gは高遮音性ガラス、トップシェード付となります。

●オフロード走行やラリー走行などが目的ではなく、一般道での優れた走行安定性に寄与することを目的とした4WDです。

●寒冷地仕様とセットでメーカーオプションとなります。

交差点での安全確認をしっかりとスムーズに。

コンパクトな最小回転半径
■ 狭い路地での走行や、縦列
　駐車、車庫入れ、Uターンが
　スムーズに行えます。

取り回しがいいと、フットワークが軽やかに。
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花粉シーズンでも、
清々しさそのまま。

マニュアルエアコン
＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
■ 花粉除去タイプのフィルターを
　 採用しています。　　

スマートドライブ 走り出したらいつまでも爽快。燃費もベリーグッド。
運転を簡単にする、賢いサポート。

1.5L 2NR-FKE VVT-iEエンジン
■トヨタがハイブリッドカーで培ってきた、高圧縮比＆アト
キンソンサイクル、 クールドEGR＊1（排出ガス再循環）シス
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2WD全車

いつものように走るだけで、簡単にエコ運転。

アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）
■ 信号待ちや一時停止時に、エンジンのアイドリングを自動的にストップ＊3。ブレーキペダルから足を離す 
　だけで素早く再始動します。またアイドリングストップ状態でも、オーディオやナビの使用が可能です。

4WD全車

4WD全車

毎日どこかへ出かけたくなる、リーズナブルな燃費性能。

1.5L 1NZ-FE VVT-i＊4 エンジン
■ 燃費改善・低フリクション化を行い、出力とトルクを維持したまま、燃費向上を実現しています。

21.8km/L

14.8km/L

アイドリングストップ
機能をOFFにもできます。

キャンセルスイッチ キャンセル時は
センターメーター内

にランプが点灯。

5.0m

＊1.EGR：Exhaust Gas Recirculation
＊2.VVT-iE［電動連続可変バルブタイミング機構＜吸気側＞］：Variable 
Valve Timing-intelligent by Electric motor

＊3.シフトがDポジションの状態でブレーキを踏み、車両が停止するとエンジンが自動的に停止します（エンジン停止には、いくつかの条件があ
ります。詳しくは販売店におたずねください）。オートエアコン装着車の場合、一部条件では送風に切り替わったあと、送風を弱めたり、停止した
りすることもあります。また、快適性を考慮し、車内外の環境に応じて自動的にエンジンを再始動させ、エアコンを作動させる場合もあります。

※Gはオートエアコン＆プッシュ式ヒーターコン
トロールパネル。 ※F・Yはメッキリング付。

●写真は合成です。

●写真はF。

●写真はF。

●写真はF。

標準装備 メーカーオプション 設定なし ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

●数値はメーカー設計値であり、参考数値です。

ヒーター加温範囲

ブレーキを
離すだけ

スタート時

エンジンを停止させた直後でも、素早く再始動す
ることが可能です。

ブレーキを離すと、スムーズに発進。

ブレーキを
踏むだけ

停車時

停車すると、瞬時にエンジンをストップ。

坂道発進時

坂道でアイドリングストップ状態から再始動する時
は、坂道発進補助機能が車両の後退を抑制します。

もちろん、坂道発進もスムーズに。

アイドリングストップ機能 動作モードイメージ

※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。

※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。

燃料消費率（国土交通省審査値）

燃料消費率（国土交通省審査値）

19.0km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）

Gグレードの寒冷地仕様に、2つのぬくもり。

ステアリングヒーター
■ 寒い日の朝も快適ドライブ。ON/OFFは
　ステアリングスイッチで操作できます。

G F Y X

G F Y X

快適温熱シート（助手席）
■ 標準装備の運転席に加え、
　助手席も快適な温度に温めます。

メーター内表示

ヒータースイッチ

運転席シート上下アジャスター＆チルトステアリング
■ シートとステアリングの高さ調整が可能。スライド機能と合わせること

で、最適な運転姿勢がとれます。
■ 運転中、自然な動きで操作ができるように考慮して、ステアリングに近

いポジションにシフトレバーを配置しました。

日差しが気になる季節も快適に。

IR〈赤外線〉カット機能・UV カット機能付ウインドシールドグリーンガラス
■ 太陽の赤外線透過を抑えるIRカット機能を設定。炎天下での、インパネ上部やステアリングホイール

などの温度上昇を抑えます。また、UVカット機能も備え、直射日光による肌への刺激を軽減します。

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。

■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。＊4. VVT-i［連続可変バルブタイミング機構］：Variable Valve Timing-intelligent
＊5. CVT-i［自動無段変速機］：Continuously
Variable Transmission-intelligent

市街地モード ：  14.4 km/L

郊外モード ：  20.0 km/L

高速道路モード ：  21.2 km/L

市街地モード ：  11.0 km/L
郊外モード ：  16.0 km/L
高速道路モード ：  16.4 km/L T-Connectナビ（販売店装着オプション）

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 ■ 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。

トヨタ
スマートセンター通信

IR〈赤外線〉カット機能＋UVカット機能付
ウインドシールドグリーンガラス
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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。

“自動（被害軽減）ブレーキ”でぶつからないをサポート

プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼］検知機能付衝突回避
支援タイプ/レーザーレーダー+単眼カメラ方式）
■ 道路上の先行車や歩行者（昼間）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、警報ブザーとディスプレイ
表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合は強力な
ブレーキアシストが作動。ブレーキを踏めなかった場合は自動

（被害軽減）ブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減を
サポートします。

安心セーフティ① ドライバーの安全運転を多面的にサポートする、
頼もしい先進安全機能。

予防安全パッケージを全車に標準装備

●写真は Toyota Safety Sense のイメージです。 　●写真は合成です。

しっかりと前方の安全を見守る、高精度な「2種類の目」。

■ スペイドの“Toyota Safety Sense”は、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。 ■写真は作動イメージです。　■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

■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。
■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、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

＊2.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。

■プリクラッシュセーフティの警報は対車両の場合、自車速度約15km/h～140km/h＊1、対歩行者（昼間）の場合は自車速度約15km/h～
65km/h、自動（被害軽減）ブレーキは対車両の場合は自車速度約10km/h～80km/h、対歩行者（昼間）の場合は自車速度約10km/h～65km/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。

作動イメージ図

経過時間

衝突の
可能性あり

衝突の
可能性高

衝突
不可避 衝突

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

ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。

“車線はみ出しアラート”で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＊2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。

■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。

■［P］・［R］以外のシフトでブレーキペダルを踏んで停車している時に作動します。［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
び告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。

“自動ハイビーム”で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。

作動イメージ図

車線検知 警報

警報ブザー

作動イメージ図

!

［センサー技術を活用したその他の機能］

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）］
■ アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステム。車庫入れ

などの運転時、静止物への接近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を
緩和する機能を追加しました。ソナーはコンビニなどのガラスもしっかり検知。低速走行時（15km/h以下）
に進行方向にある静止物を検知している場合、エンジン出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動（被害
軽減）ブレーキが作動します。

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

＊1.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。

センサー部

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。

全車

全車

Toyota Safety Sense の3つの機能

車線検知 警報：ブザー+ディスプレイ表示（点滅）

作動イメージ図

レーザー
受光部

単眼カメラ

レーザー発光部

単眼
カメラ

レーザー
レーダー

Toyota Safety Sense スイッチ（運転席右側）

❶ ❷ ❸

❶プリクラッシュセーフティスイッチ
システムのOFFおよび警報タイミング（遠い･中間･近い）の変更が可能です。
❷オートマチックハイビームスイッチ
システムのON/OFFが可能です。
❸レーンディパーチャーアラートスイッチ
システムのON/OFFが可能です。

全 車

標準装備 メーカーオプション

■インテリジェントクリアランスソナーは自動（被害軽減）ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではあり
ません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合
もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。　■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてくだ
さい。　■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。　■運転者自身でイン
テリジェントクリアランスソナーの自動（被害軽減）ブレーキ制御を試すことはおやめください。　■インテリジェントクリアランスソナーの自動

（被害軽減）ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は 2 秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏ん
でもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。

マルチインフォメーション
ディスプレイ表示

点滅

点滅+ブザー音でお知らせ

マルチインフォメーション
ディスプレイ表示

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）、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（対歩行者）やペダル踏み間違い時加速抑制装置などの安全運転を支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。

＜スペイドの先進安全機能＞ ▶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］

スペイドは「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉、セーフティ・サポートカー」です。

※1. Toyota Safety Senseかつ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）]装着車。　※2. Toyota Safety Sense装着車。
■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。

※1 ※2

点滅

Pi ー！

自動（被害軽減）ブレーキ！
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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。

“自動（被害軽減）ブレーキ”でぶつからないをサポート

プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼］検知機能付衝突回避
支援タイプ/レーザーレーダー+単眼カメラ方式）
■ 道路上の先行車や歩行者（昼間）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、警報ブザーとディスプレイ
表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合は強力な
ブレーキアシストが作動。ブレーキを踏めなかった場合は自動

（被害軽減）ブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減を
サポートします。

安心セーフティ① ドライバーの安全運転を多面的にサポートする、
頼もしい先進安全機能。

予防安全パッケージを全車に標準装備

●写真は Toyota Safety Sense のイメージです。 　●写真は合成です。

しっかりと前方の安全を見守る、高精度な「2種類の目」。

■ スペイドの“Toyota Safety Sense”は、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。 ■写真は作動イメージです。　■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

■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。
■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、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

＊2.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。

■プリクラッシュセーフティの警報は対車両の場合、自車速度約15km/h～140km/h＊1、対歩行者（昼間）の場合は自車速度約15km/h～
65km/h、自動（被害軽減）ブレーキは対車両の場合は自車速度約10km/h～80km/h、対歩行者（昼間）の場合は自車速度約10km/h～65km/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。

作動イメージ図

経過時間

衝突の
可能性あり

衝突の
可能性高

衝突
不可避 衝突

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

ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。

“車線はみ出しアラート”で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＊2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。

■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。

■［P］・［R］以外のシフトでブレーキペダルを踏んで停車している時に作動します。［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
び告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。

“自動ハイビーム”で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。

作動イメージ図

車線検知 警報

警報ブザー

作動イメージ図

!

［センサー技術を活用したその他の機能］

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）］
■ アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステム。車庫入れ

などの運転時、静止物への接近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を
緩和する機能を追加しました。ソナーはコンビニなどのガラスもしっかり検知。低速走行時（15km/h以下）
に進行方向にある静止物を検知している場合、エンジン出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動（被害
軽減）ブレーキが作動します。

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

＊1.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。

センサー部

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。

全車

全車

Toyota Safety Sense の3つの機能

車線検知 警報：ブザー+ディスプレイ表示（点滅）

作動イメージ図

レーザー
受光部

単眼カメラ

レーザー発光部

単眼
カメラ

レーザー
レーダー

Toyota Safety Sense スイッチ（運転席右側）

❶ ❷ ❸

❶プリクラッシュセーフティスイッチ
システムのOFFおよび警報タイミング（遠い･中間･近い）の変更が可能です。
❷オートマチックハイビームスイッチ
システムのON/OFFが可能です。
❸レーンディパーチャーアラートスイッチ
システムのON/OFFが可能です。

全 車

標準装備 メーカーオプション

■インテリジェントクリアランスソナーは自動（被害軽減）ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではあり
ません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合
もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。　■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてくだ
さい。　■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。　■運転者自身でイン
テリジェントクリアランスソナーの自動（被害軽減）ブレーキ制御を試すことはおやめください。　■インテリジェントクリアランスソナーの自動

（被害軽減）ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は 2 秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏ん
でもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。

マルチインフォメーション
ディスプレイ表示

点滅

点滅+ブザー音でお知らせ

マルチインフォメーション
ディスプレイ表示

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）、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（対歩行者）やペダル踏み間違い時加速抑制装置などの安全運転を支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。

＜スペイドの先進安全機能＞ ▶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］

スペイドは「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉、セーフティ・サポートカー」です。

※1. Toyota Safety Senseかつ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）]装着車。　※2. Toyota Safety Sense装着車。
■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。

※1 ※2

点滅

Pi ー！

自動（被害軽減）ブレーキ！
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急なハンドル操作や
突然の横滑りにも、安定感を発揮。

衝突時の被害を最小限に。

歩行者のこともしっかり考慮。全方位からの衝突を想定して
安全性を追求。

後方からの衝突時に、衝撃を緩和。

すべての席に安心を。

急ブレーキ時でもクルマをコントロール。

後方にスライドドアオープンを知らせる。

全 車

全 車 全 車

全 車

全 車

全 車

全 車

全 車全 車

VSCの作動イメージ図

突然の飛び出しが
発生した状態

前輪の横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

後輪の横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

VSC＊1&TRC＊2

■VSCは急なハンドル操作や滑りやすい路面での横滑りが発生した時、ブレーキとエンジン
　 出力を自動的に制御して車両安定性を確保します。
■TRCは滑りやすい路面での発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易に
　します。

スライドドアリフレクター
■ 夜間に後方から近づいてくる

自転車などへ、リフレクターの
反射光でスライドドアオープン
状態を知らせます。

横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

VSCにより、
車両が外側に
ふくらむ現象の
抑制に寄与

VSCにより、
車両のスピンの
抑制に寄与

VSCにより、
車両の挙動を安定

ブレーキング
開始

EBD＊3付ABS＊4＆ブレーキアシスト
■ 制動時のタイヤロックを防ぐABSに加え、車両の走行状態に応じた
　適切な制動力を前後・左右輪に配分するEBD機能を採用しました。
■ブレーキアシストは、緊急時などに急速度でブレーキペダルが踏み
　込まれた場合、より強い制動力を発生させます。
＊3. EBD［電子制動力配分制御］：Electronic Brake force Distribution
＊4. ABS：Anti-lock Brake System
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チャイルドシートを確実に固定する。

＊5. 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
ベルトを補助する装置です。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各々のSRSエアバッグが作動し
た状態を再現したものです。なお、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは、実際の衝
突時には衝突側のみ膨らみます。 ●チャイルドシート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。

SRS＊5エアバッグ
■万一の衝突時に前方からの強い衝撃に対して作動します。
■シートベルトの働きと合わせて、頭や胸への衝撃を緩和します。

SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ
■車両側方からの衝突によって強い衝撃を受けた場合、SRSサイド
　エアバッグは乗員の胸部への衝撃、SRSカーテンシールドエアバッグは
　乗員の頭部への衝撃を緩和します。

全方位コンパティビリティボディ構造
■ 衝撃吸収ボディと高強度キャビンからなる衝突安全ボディ“GOA＊6”を進化
　させ、車重・車高の異なるクルマ同士の衝突時における共存を追求
　するコンパティビリティ＊7の概念を取り入れています。
■2トンクラスの車両との衝突を想定し、前面・側面・後面からの衝突
　安全性能を評価。同排気量クラストップレベルの衝突安全性能を
　追求しています。

汎用ISOFIX＊9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
■チャイルドシートの背もたれ上部を固定できるトップテザーアンカー
　も装備しています。

全席ヘッドレスト＆
ELR＊10付３点式シートベルト
■ 後席の中央席にもELR付3点式
　シートベルトとヘッドレストを採用
　しています。

歩行者傷害軽減ボディ　
■万一の対人事故に備えて、歩行者
　の頭部や脚部への衝撃を緩和する
　ボディ構造を採用しています。

むち打ち傷害軽減フロントシート
（WIL＊8コンセプトシート）
■ 後方から衝突された際に、背中がシートに
　沈み込み、頭と背中を同時に支えて頸部へ
　の衝撃を緩和します。
＊8. WIL［頸部傷害軽減］：Whiplash Injury Lessening

＊10. ELR：Emergency Locking Retractor

＊9. 国際標準化機構（ISO）規格のチャイルドシート固定方式。

●写真は F。

後面衝突
55km/h

側面衝突
55km/h

前面衝突前面衝突時のみ
55km/h55km/h

衝撃吸収フード・カウル構造

衝撃吸収フェンダー構造

衝撃吸収バンパー構造C

A

B

C

BB

坂道でもスムーズに発進。

全 車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落ちを緩和し、スムーズな
　発進を実現します。

シフト操作時の急発進・急加速を抑制し被害の軽減をサポート。

ドライブスタートコントロール
■シフト操作時における急発進・急加速を抑制し、衝突時の被害軽
　減をサポートします。
■たとえば、後退時に衝突して慌てたドライバーが、アクセルを踏み込ん
　だままシフトを「R」から「D」へ変更した際、表示で注意を促すとともに、
　エンジン出力を抑えます。

安心セーフティ② 大きな安心感が、もしものときの落ち着きになる。
様々な状況に対応するための、安全設計。

＊1. VSC：Vehicle Stability Control　＊2. TRC：Traction Control

＊6. GOA［クラス世界トップレベルを追求している安全性評価］：Global Outstanding Assessment
＊7. 軽いクルマの衝突安全性確保と、重いクルマの加害性低減によって双方の安全性を図るという考え方。

●道路状況および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

A

夜間でも素早く、存在を知らせる。

LEDストップランプ
■ ストップランプに、輝度が高く

点灯速度の速いLEDを採用。被
視認性を高めています。

全 車

急ブレーキを後続車に知らせる。

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。

右左折時の安全に貢献。

全 車

オート電動格納式リモコンカラード
ドアミラー（サイドターンランプ付）
■クルマの進行方向が、他のドラ

イバーや周囲の歩行者に伝わ
りやすく右左折時の安全性に
貢献します。

●汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ装着可能です。ご使用に関しては、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。また、汎用ISOFIX対応の認可を受けていない
　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。

ABS作動イメージ図

ABSあり ABSなし

ABS がタイヤ
のロックを防
ぐので、速度
を落としなが
らハンドル操
作で曲がるこ
とができます。

タイヤがロック
してしまうと、
ハンドルを切っ
てもタイヤが
滑るだけでク
ルマは曲がり
ません。

●急ブレーキは危
険を回避するため
の反 射 的 な 行為
です。それ以外は
通常のブレーキ操
作を行うようにし
てください。

標準装備 メーカーオプション ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

作動イメージ図

作動イメージ図

制御なし 制御あり

車両がずり落ちる
ことがあります。

発進時にブレーキの
制御でずり落ちを
緩和します。

1 2 制御なし 急発進

急発進を抑制制御あり

アクセルが
踏み込まれた
状態で「R」→「D」に
シフト変更

後退時に
衝突した時など…

（以下のようなシーンでエンジン出力抑制＋ドライバーへ警告を表示）

警告表示
（マルチインフォメーションディスプレイ）
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急なハンドル操作や
突然の横滑りにも、安定感を発揮。

衝突時の被害を最小限に。

歩行者のこともしっかり考慮。全方位からの衝突を想定して
安全性を追求。

後方からの衝突時に、衝撃を緩和。

すべての席に安心を。

急ブレーキ時でもクルマをコントロール。

後方にスライドドアオープンを知らせる。

全 車

全 車 全 車

全 車

全 車

全 車

全 車

全 車全 車

VSCの作動イメージ図

突然の飛び出しが
発生した状態

前輪の横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

後輪の横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

VSC＊1&TRC＊2

■VSCは急なハンドル操作や滑りやすい路面での横滑りが発生した時、ブレーキとエンジン
　 出力を自動的に制御して車両安定性を確保します。
■TRCは滑りやすい路面での発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易に
　します。

スライドドアリフレクター
■ 夜間に後方から近づいてくる

自転車などへ、リフレクターの
反射光でスライドドアオープン
状態を知らせます。

横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

VSCにより、
車両が外側に
ふくらむ現象の
抑制に寄与

VSCにより、
車両のスピンの
抑制に寄与

VSCにより、
車両の挙動を安定

ブレーキング
開始

EBD＊3付ABS＊4＆ブレーキアシスト
■ 制動時のタイヤロックを防ぐABSに加え、車両の走行状態に応じた
　適切な制動力を前後・左右輪に配分するEBD機能を採用しました。
■ブレーキアシストは、緊急時などに急速度でブレーキペダルが踏み
　込まれた場合、より強い制動力を発生させます。
＊3. EBD［電子制動力配分制御］：Electronic Brake force Distribution
＊4. ABS：Anti-lock Brake System

B
RA
K
IN
G

チャイルドシートを確実に固定する。

＊5. 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
ベルトを補助する装置です。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各々のSRSエアバッグが作動し
た状態を再現したものです。なお、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは、実際の衝
突時には衝突側のみ膨らみます。 ●チャイルドシート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。

SRS＊5エアバッグ
■万一の衝突時に前方からの強い衝撃に対して作動します。
■シートベルトの働きと合わせて、頭や胸への衝撃を緩和します。

SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ
■車両側方からの衝突によって強い衝撃を受けた場合、SRSサイド
　エアバッグは乗員の胸部への衝撃、SRSカーテンシールドエアバッグは
　乗員の頭部への衝撃を緩和します。
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55km/h55km/h
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A
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ABS作動イメージ図
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のロックを防
ぐので、速度
を落としなが
らハンドル操
作で曲がるこ
とができます。

タイヤがロック
してしまうと、
ハンドルを切っ
てもタイヤが
滑るだけでク
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険を回避するため
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標準装備 メーカーオプション ■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。

作動イメージ図

作動イメージ図

制御なし 制御あり

車両がずり落ちる
ことがあります。

発進時にブレーキの
制御でずり落ちを
緩和します。

1 2 制御なし 急発進

急発進を抑制制御あり

アクセルが
踏み込まれた
状態で「R」→「D」に
シフト変更

後退時に
衝突した時など…

（以下のようなシーンでエンジン出力抑制＋ドライバーへ警告を表示）

警告表示
（マルチインフォメーションディスプレイ）



30 31

  あ な た に
  ピッタリの 1 台 が

   カ ン タ ン に 完 成！

ボディカラー、シートタイプ、セレクトパッケージ。

3つのカテゴリーを、自由に楽しく選ぶだけで、

あなたの理想がすぐにかたちになります。

セパレートシート
（快適温熱シート［運転席］）

セパレートシート
（撥水タイプシート表皮）

ベンチシート

セパレートシート

さらに2 色のインテリアテイストから
お選びいただけます。

（Yを除く）

販 売 店 装 着 オ プ ションで 、もっともっと自 分らしい ス ペ イドへ 。
詳しくは 別 冊 の  A C C E S S O R I E S  &  C U S T O M I Z E  C A T A L O G U E  をご 覧ください 。

スーパーUVカットパッケージ＊2
女性にやさしい装備が充実

「ナノイー」パッケージ＊2
心地いい室内で快適ドライブ

ナビレディパッケージ
豊富な販売店装着オプションナビに対応

ドレスアップパッケージ
輝きのアクセントで上質感を演出

好 み に 合 わ せ て 選 ぶ 7色 の ボ ディカラ ー

＊1.メーカーオプション。 ＊2.Gは標準装備。

3 チョイ ス で
納 得 の 1 台を

ライフスタイ ル に 合 わ せ て 選 ぶ

4つ の
 シートタイプ（ グレード）

こだ わりに 合 わ せ て 追 加 できる

5つ の
 セレクトパッケ ー ジ

好 み に 合 わ せ て 選 ぶ

7色 の
 ボ ディカラ ー

HIDパッケージ
夜間の安全運転をサポート

■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、
ボディカラーの見え方は異なります。特にブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は、青、緑、黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。

G

F

Y

X

●写真はすべてF。

ホワイトパールクリスタルシャイン 〈070〉＊1

シルバーメタリック 〈1F7〉

ブラック 〈202〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉＊1

スーパーレッドV 〈3P0〉

ボルドーマイカメタリック 〈3R9〉

フレッシュグリーンマイカメタリック〈58８〉 ROOF F I L M

BODY COLOR

洗練の輝きを、
よりいっそう都会的に

カーボン調ルーフフィルム
（ブラック）
　　×
ブラッキッシュアゲハ
ガラスフレーク 〈221〉
メーカーオプション

新緑の輝きが
ボディを包む

フレッシュグリーンマイカ
メタリック 〈588〉

深みのある
優雅な色合い

ボルドーマイカメタリック
〈3R9〉

存在感抜群の
鮮やかなレッド

スーパーレッドV 〈3P0〉

洗練されたダークカラーに潜む
優美な輝き

ブラッキッシュアゲハ
ガラスフレーク 〈221〉
メーカーオプション

優雅な色合いに、
モダンなルーフのアクセント

カーボン調ルーフフィルム
（ブラック）
　　×
ボルドーマイカ
メタリック 〈3R9〉
メーカーオプション

都会が似合う
大人のブラック

ブラック 〈202〉

強いハイライトで
クルマが際立つ

シルバーメタリック 〈1F7〉

真珠を思わせる
上品な輝き

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

こだわりのブラック2トーンで、
街中でも存在感

カーボン調ルーフフィルム
（ブラック）
　　×
ブラック 〈202〉
メーカーオプション

都会的でモダンな雰囲気を演出する
カーボン調フィルムによる2トーンコーデ。
ルーフ部のカーボン調フィルムにはフッ素加工を
コーティングしています。
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セパレートシート
＋快適温熱シート［運転席］
（運転席アームレスト付）

セパレートシート
＋撥水タイプシート表皮
（運転席アームレスト付）

ベンチシート
（フロントシートアームレスト付）

セパレートシート

G F Y X

フロマージュ

トリコット
（起毛タイプ）

プラム

フロマージュ

プラム プラム

フロマージュ

プラム

寒い冬でもぬくぬく
気持ちよくドライブしたい！

子どもが飲み物をこぼしても
安心できるシートがいい！

クルマの中でも
ソファみたいにくつろぎたい！

シートはベーシックな
タイプがいいな

●X（2WD車）のリヤシートは一体可倒式

ライフスタイルに合わせて選ぶ　4 つのシートタイプ（グレード）

■オーディオレスカバーは販売店装着オプション。装備の内容など、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。
■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。　■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。

撥水イメージ

2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD

トリコット
（起毛タイプ）

トリコット
トリコット
（撥水タイプ）

ジャージ

ジャージ

トリコット
（撥水タイプ）

モード設定：Hi・Lo

シックなプラムと明るいフロマージュの
インテリアから選べます

シックなプラムと明るいフロマージュの
インテリアから選べますインテリアテイストは落ちつきあるプラムシックなプラムと明るいフロマージュの

インテリアから選べます
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34 35■セレクトパッケージの詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。標準装備 メーカーセレクトパッケージ

標 準 装 備との 比 較

「ナノイー」＊1

「ナノイー」スイッチON状態で
エアコンのファンを作動させる
と、お肌や髪にやさしい水に包
まれた弱酸性の「ナノイー」が、
運転席側のエアコン吹き出し
口から自動的に発生します。

＊1.ナノイー（nanoe）=nano-technology＋electric
最先端のテクノロジーから生まれた“水につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。
●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック（株）の商標です。

オートエアコン（花粉除去モード付）＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル

設定温度をキープして、い
つでも快適な室温に。見や
すい液晶画面でお好みの温
度を簡単に設定できます。

スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付ガラス
（フロントドア＊2）

スーパーUVカットガラスが日焼けの原因となる紫外線を約
99％＊3カット。紫外線の多い季節や時間帯でも、日焼けを気
にせず気軽にドライブを楽しめます。また、IR〈赤外線〉カット
機能により、赤外線を効果的に遮断し、じりじりとしたお肌へ
の刺激を低減。車内の温度上昇も抑えるため、エアコン効率
が向上します。

撥水機能付ガラス（フロントドア・助手席側フロントクォーター）

フロントドアガラスと助手席側フロントクォーターガラスに撥
水膜をコーティング。水をはじき、雨天時の視界を確保します。

タイマー付リヤウインドゥ
デフォッガー
スイッチONから約15分で自動的にOFFになるため切り忘れ
を防げます。

（内装色フロマージュ）（内装色プラム）

（内装色フロマージュ）（内装色プラム）

「ナノイー」スイッチ

●寒冷地仕様を選択した場合もタイマー付となります。

●運転席ドア固定ガラスは撥水機能付ではありません。

＊2.運転席ドアガラスとスライドドアガラス。運転席ドア固定ガラスはUVカット機能付
　　となります。
＊3.トヨタ自動車（株）調べ

G F Y X

美 容には 人 並 み 以 上にこだわりアリ！

気 付くと車 内 が 暑 す ぎ たり、寒 す ぎ たりする…

［こん な 人にオススメ！］

雨 の 日でも 広 い 視 界 で 運 転した い

日 焼 け 対 策 は 1 年 中 欠 か せ な い！

［こん な 人にオススメ！］

こだ わりに 合 わ せ て 追 加 できる　5 つ の セレクトパッケ ー ジ

標 準 装 備との 比 較

標準装備（除くG）はIR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能付
ウインドシールドグリーンガラス。UVカット機能付フロント
ドアガラス＊4です。
＊4.紫外線を89％カット（トヨタ自動車（株）調べ）

スーパーUVカット
パッケージ

G F Y X

「ナノイー」
パッケージ

「ナノイー」イメージ図

専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）

シルバー塗装を施すことで、セ
ンタークラスターにシャープ
な質感をプラス。室内全体の
印象にも洗練さが加わります。

標準装備（除くG）のエアコ
ンはマニュアルエアコン＆ダ
イヤル式ヒーターコントロー
ルパネルです。また、リヤウ
インドゥデフォッガーはタイ
マー機能なしになります。

G

F

Y

X

グレード別  主 な 標 準 装 備 比 較

マニュアルエアコン＆
ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

6：4分割可倒式リヤシート
（リクライニング、
クッションチップアップ機構付）
●2WD 車のみ

運転席シートバック
ティッシュポケット＆買い物フック

運転席アームレスト

6：4分割可倒式リヤシート
（リクライニング、
クッションチップアップ機構付）
●2WD 車のみ

運転席シートバック
ティッシュポケット＆買い物フック

ベンチシートクッショントレイ
（カップホルダー付）

スーパーUVカット＋
IR〈赤外線〉カット機能付ガラス

（フロントドア）

オートエアコン（花粉除去モード付）＆
プッシュ式ヒーターコントロールパネル＆
｢ナノイー｣

本革巻きステアリングホイール＆
シフトレバーノブ

［その他の装備］

●IR〈赤外線〉カット機能付ウインドシールドグリーンガラス
  （UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付）
●撥水機能付ガラス
  （フロントドア・助手席側フロントクォーター）

●専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）

マニュアルエアコン＆ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル

（メッキリング付）

「ナノイー」 パッケージ

スーパーUVカットパッケージ

マニュアルエアコン＆ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル

（メッキリング付）

一体可倒式リヤシート
●2WD 車のみ

全車

■装備類の詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。　

IR〈赤外線〉カット機能付ウインドシールドグリーンガラス
（UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付）

●写真はF。 ●写真はF。

●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本）＆スタートシステム

●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］

●オート電動格納式
リモコンカラード
ドアミラー
（サイドターンランプ付）

IR〈赤外線〉カット機能＋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＋IR〈赤外線〉カット機能付ガラス

紫外線
約99%＊3

カット
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メッキ加飾

シルバー塗装

標 準 装 備との 比 較 標 準 装 備との 比 較

バックカメラ

車庫入れなどの後退時に、後方の視界をナビ画面に表示
するカメラです。駐車の目安となる車幅延長線、距離目安
線（固定）も表示します。

ステアリングスイッチ（オーディオ操作）

ナビに視線を移さず、ステアリングから手を離さず、運転に
集中したまま手元でオーディオを操作できます。

プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ
（オートレベリング機能付）

太陽光に近い色と大光量で、夜間の運転をアシスト。
照射軸を一定に保つオートレベリング機能付です。

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）

車 外 の 明るさをセンサ ー が 感 知してヘッドランプと
スモールランプの点灯・消灯を自動的に行います。夕暮れ時
やトンネルの続く山道などを走っている時に役立ちます。

標準装備は
プロジェクター式
ハロゲン
ヘッドランプです。

標準装備はオーディオレスです。
ステアリングスイッチは
装着されません。

［こん な 人にオススメ！］

アクセサリー やインテリアには ちょっとうるさ い

さりげ なくスタイ ルに差 をつ けた い

フロントグリル ドアミラー アウトサイドドアハンドル 

バックドアガーニッシュ 運転席インサイドドアハンドル 助手席インサイド
ドアハンドル

シフトレバーベゼルリング＆
レジスターリング（サテン調）

点灯

トンネルの例

消灯

音量調整

選局/選曲

モード選択

※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。
●後退時にステアリング操作に連動するガイド線をモニター表示するためには、販売店
装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。
●カメラが映しだす範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。

●ステアリングスイッチは、
販売店装着オプションのナビ
ゲーションシステムを選択した
場合に操作可能となります。

メッキ加飾

内外装に散りばめたシルバーの輝きが、高級感をさりげなく漂わせます。

［こん な 人にオススメ！］

トンネ ル を 抜 けた 後 、よくライトを 消し忘 れる

夜 の 運 転 も 安 心して 楽しみ た い

［こん な 人にオススメ！］

バックで の 駐 車 が 少しだけ 苦 手 …

せっかくならナビ の 機 能 をフル 活 用した い！

こだわりに合わせて追加できる　5 つのセレクトパッケージ

■セレクトパッケージの詳しい設定につきましては、P40～41の主要装備一覧表をご覧ください。メーカーセレクトパッケージ

●内装の装着イメージはP10～11の写真をご覧ください。

●アウトサイドドアハンドルのメイン部のみメッキ加飾となります
（台座はシルバー塗装）。

＊1.内装色プラムの場合ブラック、内装色フロマージュの場合プラムとなります。
＊2.内装色プラムの場合ブラック、内装色フロマージュの場合フロマージュとなります。

G F Y X

ドレスアップ
パッケージ

G F Y X

ナビレディ
パッケージ

G F Y X

HID
パッケージ

標 準 装 備との 比 較

ドアミラー（ボディ同色） アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装） フロントグリル（シルバー塗装） 

バックドアガーニッシュ（ボディ同色） 運転席インサイドドアハンドル
（プラム色）

助手席インサイドドアハンドル
（プラム色）

シフトレバーベゼルリング＊1＆
レジスターリング＊2

●写真は合成です。●写真は合成です。
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W i d e  S e l e c t i o n

Photo：Y（2WD）。
ボディカラーはスーパーレッド V〈3P0〉。
内装色はプラム。

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

Y （2WD）
Y （4WD）

1,925,000円
2,079,000円

1,750,000円
1,890,000円

1,940,400円
2,101,000円

1,764,000円
1,910,000円

メーカー希望小売価格＊1
消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格＊2
消費税抜き

G （2WD）
G （4WD）

2,014,100円
2,168,100円

1,831,000円
1,971,000円

2,060,300円
2,220,900円

1,873,000円
2,019,000円

Photo：G（2WD）。
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＜33,000 円＞。
内装色はプラム。

G

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

F （2WD）
F （4WD）

1,914,000円
2,068,000円

1,740,000円
1,880,000円

1,929,400円
2,090,000円

1,754,000円
1,900,000円

Photo：F（2WD)。
ボディカラーはブラック〈202〉。
内装色はプラム。

F

Y

Photo：X（2WD）。
ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は
メーカーオプション＜33,000 円＞。
内装色はプラム。

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

X （2WD）
X （4WD）

1,862,300円
2,025,100円

1,693,000円
1,841,000円

1,877,700円
2,047,100円

1,707,000円
1,861,000円

X

＊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月時点のもの＞で参考価格です。 車両の登録時期が'19年10月以降の
場合、消費税率10％が適用され、'19年9月以前の場合、消費税率8％が適用されます。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、P41記載のリサイクル料金が別途必要となります。

フロマージュ
ジャージ

X
トリコット

Y
トリコット（撥水タイプ）

F
トリコット（起毛タイプ）

G

プラムプラム
プラム
プラム

ブラック
ブラック

フロマージュ
フロマージュ

プラム
プラム

プラム
ブラックブラック

ブラック
ブラック

フロマージュ

プラム
プラム

プラム

ブラック
ブラック

プラム
プラム

プラムブラック
ブラック

シート色
インパネ上部
ドアトリムオーナメント色（フロント）
リヤオーナメント色（右リヤドア・左トリム）

グレード
シート表皮
内装色

内外配色一覧表

標準設定
設定あり

※1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉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。　※2. カーボン調ルーフ
フィルムはメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き50,000円）＞となります。　※3. メーカーオプションのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉とカーボン調ルーフフィルムを同時
装着した場合＜77,000円（消費税抜き70,000円）＞となります。　■「設定あり」「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。　■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディ
カラーの見え方は異なります。特にブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は、青、緑、黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉※1

シルバーメタリック〈1F7〉

スーパーレッドＶ〈3P0〉
ボルドーマイカメタリック〈3R9〉

フレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉

ブラック〈202〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉※1
カーボン調ルーフフィルム（ブラック）※2

カーボン調ルーフフィルム（ブラック）※3

カーボン調ルーフフィルム（ブラック）※2
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Photo：Y（2WD）。
ボディカラーはスーパーレッド V〈3P0〉。
内装色はプラム。

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

Y （2WD）
Y （4WD）

1,925,000円
2,079,000円

1,750,000円
1,890,000円

1,940,400円
2,101,000円

1,764,000円
1,910,000円

メーカー希望小売価格＊1
消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格＊2
消費税抜き

G （2WD）
G （4WD）

2,014,100円
2,168,100円

1,831,000円
1,971,000円

2,060,300円
2,220,900円

1,873,000円
2,019,000円

Photo：G（2WD）。
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＜33,000 円＞。
内装色はプラム。

G

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

F （2WD）
F （4WD）

1,914,000円
2,068,000円

1,740,000円
1,880,000円

1,929,400円
2,090,000円

1,754,000円
1,900,000円

Photo：F（2WD)。
ボディカラーはブラック〈202〉。
内装色はプラム。

F

Y

Photo：X（2WD）。
ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は
メーカーオプション＜33,000 円＞。
内装色はプラム。

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

X （2WD）
X （4WD）

1,862,300円
2,025,100円

1,693,000円
1,841,000円

1,877,700円
2,047,100円

1,707,000円
1,861,000円

X

＊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月時点のもの＞で参考価格です。 車両の登録時期が'19年10月以降の
場合、消費税率10％が適用され、'19年9月以前の場合、消費税率8％が適用されます。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、P41記載のリサイクル料金が別途必要となります。

フロマージュ
ジャージ

X
トリコット

Y
トリコット（撥水タイプ）

F
トリコット（起毛タイプ）

G

プラムプラム
プラム
プラム

ブラック
ブラック

フロマージュ
フロマージュ

プラム
プラム

プラム
ブラックブラック

ブラック
ブラック

フロマージュ

プラム
プラム

プラム

ブラック
ブラック

プラム
プラム

プラムブラック
ブラック

シート色
インパネ上部
ドアトリムオーナメント色（フロント）
リヤオーナメント色（右リヤドア・左トリム）

グレード
シート表皮
内装色

内外配色一覧表

標準設定
設定あり

※1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉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。　※2. カーボン調ルーフ
フィルムはメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き50,000円）＞となります。　※3. メーカーオプションのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉とカーボン調ルーフフィルムを同時
装着した場合＜77,000円（消費税抜き70,000円）＞となります。　■「設定あり」「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。　■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディ
カラーの見え方は異なります。特にブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は、青、緑、黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉※1

シルバーメタリック〈1F7〉

スーパーレッドＶ〈3P0〉
ボルドーマイカメタリック〈3R9〉

フレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉

ブラック〈202〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉※1
カーボン調ルーフフィルム（ブラック）※2

カーボン調ルーフフィルム（ブラック）※3

カーボン調ルーフフィルム（ブラック）※2



標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） メーカーセレクトパッケージ（ご注文時に申し受けます） 販売店装着オプション

スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。
スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、デッキアンダートレイは装着されません。
ボディカラーのブラック〈202〉を選択した場合、ドアサッシュ（運転席側）はボディ同色となります。
寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付）ではありません。UVカット機能付となります。
寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイー」パッケージを選択した場合、リヤウインドゥデフォッガーはタイマー付となります。
字光式ナンバープレートは同時装着できません。
SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アシストグリップ（運転席・助手席回転式）とアシストグリップ（リヤ左右席回転式）が装着されます。
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。
ステアリングヒーター、助手席快適温熱シート、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。
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販売店にご相談ください。
SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アンブレラホルダーは小物入れになります。
2WD車と4WD車ではデッキアンダートレイの形状が異なります。
販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは装着されません。なお、ETC車載器は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。
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ので、詳しくは販売店におたずねください。
販売店装着オプションとしてナビ・オーディオをご用意しています。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。
PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient
寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
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選択した場合に操作可能となります。
ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット（販売店装着オプション）が必要です。

＊1.
＊2.
＊3.
＊4.
＊5.
＊6.
＊7.
＊8.
＊9.
＊10.
＊11.

＊12.
＊13.
＊14.
＊15.
＊16.
＊17.
＊18.
＊19.
＊20.
＊21.
＊22.
■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’19年10月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期が'19年10月以降の場合、消費税率10％が適用され、'19年9月以前の場合、消費税率8％が適用されます。
　価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

■外装

175/65R15 タイヤ＆15×5Ｊ

スペアタイヤ（応急用 Ｔ125/70Ｄ16）
アイドリングストップ機能（Stop&Start System）
アクティブトルクコントロール4WD
エアスパッツ（フロント）
アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装）
ドアサッシュブラックアウト（運転席側）
●タイヤパンク応急修理キット＊1　●スタビライザー（フロント）　●バックドアガーニッシュ（ボディ同色）　●エンジンアンダーカバー　など

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）

フォグランプ

オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（サイドターンランプ付）
LEDストップランプ
ウインドシールド
グリーンガラス（合わせ）

フロントドアガラス

フロントクォーター
ガラス（助手席側）
リヤドアガラス・リヤクォーターガラス・バックドアガラス
リヤウインドゥデフォッガー

Toyota Safety Sense

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）］
EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト
VSC（ビークル・スタビリティ・コントロール）＆TRC（トラクション・コントロール）
ドライブスタートコントロール
ヒルスタートアシストコントロール
スライドドアリフレクター
緊急ブレーキシグナル
SRSエアバッグ（運転席・助手席）
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（前後席）
汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー（リヤ左右席）
●LEDハイマウントストップランプ　●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト機能付）　●リヤワイパー　●防眩インナーミラー　●全席ELR付3点式シートベルト　
●プリテンショナー＆フォースリミッター機構付フロントシートベルト　●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（ランプ＋ブザー）　●チャイルドプロテクター（リヤ右席のみ）　など

2本スポークステアリングホイール
ステアリングヒーター（ステアリングスイッチ付）
シフトレバーノブ
大開口ワイヤレス電動スライドドア（イージークローザー、挟み込み防止機能付）［助手席側］
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本）＆スタートシステム
デジタル式センターメーター（メーター照度コントロール機能付）
マルチインフォメーションディスプレイ
●電動パワーステアリング　●チルトステアリング　●パワーウインドゥ（運転席ワンタッチ式/挟み込み防止機能、キーOFF後作動機能付）　●ドアキー連動パワードアロック（バックドア連動）
●キー忘れ防止ウォーニング（ブザー）　●半ドアウォーニング　●足踏み式パーキングブレーキ　●フューエルリッドオープナー　●デジタルクロック　●エコドライブインジケーターランプ
●ランプ消し忘れウォーニング（ブザー）　●パーキングブレーキ戻し忘れブザー　●ブレーキウォーニング　●フューエル残量ウォーニング（警告灯）　●エンジンモニターウォーニング　など

シート表皮（ファブリック）

フロントシート

リヤシート

リヤヘッドレスト

「ナノイー」
オートエアコン（花粉除去モード付）＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル
マニュアルエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
運転席アッパートレイ＆小物入れ＆ポストカードホルダー
助手席アッパートレイ
助手席グローブボックス

カップホルダー

アンブレラホルダー
センターマルチボックス（カップホルダー1個）
センタークラスター小物入れ
デッキアンダートレイ
専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）

アシストグリップ

ラゲージルームランプ
サンバイザー（運転席・助手席バニティミラー＋運転席チケットホルダー付）

スチールホイール（樹脂フルキャップ付）
アルミホイール（センターオーナメント付）

タイマー付

本革巻き
＊10

本革巻き

トリコット（起毛タイプ）

＊10

44,000円（消費税抜き40,000円）

トリコット（撥水タイプ）

2WD車
4WD車（リクライニング機構付）

天井照明付

スーパーUVカットパッケージ

スーパーUVカットパッケージ

スーパーUVカットパッケージ

＊6

ウレタン

トリコット

「ナノイー」パッケージ
「ナノイー」パッケージ

「ナノイー」パッケージ

44,000円（消費税抜き40,000円）＊8

ジャージ

4WD車
2WD車
4WD車
2WD車

＊8
＊8

＊1＊2

＊3

＊4

＊5

＊7

　＊9

　

＊11

 

＊12

＊2

フロント（ハロゲン）
リヤ（右側のみ）

IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付
IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能付
スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付）
UVカット機能付
UVカット機能、撥水機能付
UVカット機能付

セパレートシート（運転席：アームレスト付）
ベンチシート（運転席：クッショントレイ&アームレスト付）
セパレートシート
運転席6ウェイ（前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター）＆
助手席4ウェイ（前後ロングスライド+リクライニング）

快適温熱シート

運転席シートバックティッシュポケット＆買い物フック
運転席クッションサイドポケット
6：4分割可倒式（リクライニング、クッションチップアップ機構付）
6：4分割可倒式
一体可倒式
上下調整式
シートバック一体式（左右席）、上下調整式（中央席）

助手席（1個）
ベンチシートクッショントレイ（1個）
クォータートリム（リヤ左席1個）

助手席ピラー固定式
リヤ左右席回転式（リヤ右席：コートフック一体型）
運転席・助手席回転式

運転席
助手席

■安全装備

視界

予防安全

衝突安全

■操作性

■内装

シート

空調

収納

インテリア

操作系

計器盤

全車標準装備

全車
標準装備

全車
標準装備

足回り・
メカニズム

エクステリア

25
　
̶
24
25
̶
36
̶

37
̶
̶

15・28・34
28

34・35
25

34・35
̶

34・35
̶
̶
35

26～27

27
26
28
28
29
28
28
28
29
29
29

34
25

25・34
14

15・34
̶
25

32～33

20～21
32～33

18・25

25・32
25

23・34
21

18・19・34

̶
̶
35

34・35
25・34・35

21
20
20
20

21・34
22
22
20
20
22
35
̶
̶
̶
23
23

2WD/4WD

49,500円（消費税抜き45,000円）
11,000円（消費税抜き10,000円）

2WD車
4WD車
2WD車

UVカット機能付プライバシー

28,600円（消費税抜き26,000円）

メッキリング付

中敷きトレイ＋ゴムマット付

＊13

■エンターテインメント

■内装
フードサイレンサー/ダッシュアウターサイレンサー
●助手席シートバックテーブル（買い物フック付）　●フロントシートヘッドレスト（上下調整式）　●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）　●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）
●フロントパーソナルランプ　●ルームランプ　●ドアポケット（運転席・リヤ右席）＆クォータートリムポケット（リヤ左席）　●ボトルホルダー（フロントドア2個・リヤドア1個）　●インパネロアポケット
●カードホルダー ＊14　●助手席買い物フック（1個）　●ドアアームレスト（運転席・リヤ右席）　●ドアスカッフプレート　●アクセサリーソケット（DC12V 120W）＊15　など

オーディオレス（カバーレス）

スピーカー

オーディオレスカバー
トヨタ純正ナビ・オーディオ
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］
ETC車載器

寒冷地仕様［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/補助ヒーター（PTCヒーター＊17）/リヤヒーターダクト など］

●ルーフアンテナ（可倒式）　●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）　など

　

2WD車 46,200円
（消費税抜き42,000円）＊10

4WD車 52,800円
（消費税抜き48,000円）＊10

2WD車 15,400円（消費税抜き14,000円）＊6

4WD車 22,000円（消費税抜き20,000円）＊6

＊16

＊14

＊18

4スピーカー
天井スピーカー（2個）

全車標準装備

全車
標準装備

オーディオ＆
ナビ

その他

吸・遮音 17

̶

17
　
̶
̶

15・34
21

̶

2WD/4WD

メーカーセレクトパッケージ一覧表 ＆ 標準装備との比較

31,000円
（消費税抜き28,182円）

「ナノイー」
オートエアコン（花粉除去モード付）＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル
タイマー付リヤウインドゥデフォッガー
専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）
ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）：
IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付
フロントドアガラス：スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付）
フロントクォーターガラス（助手席側）：UVカット機能、撥水機能付

メッキ加飾

プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ（オートレベリング機能付）
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）
ステアリングスイッチ（オーディオ操作）
バックカメラ
工場装着バックカメラ用ガイドキット

フロントグリル
ドアミラー
アウトサイドドアハンドル
バックドアガーニッシュ
インサイドドアハンドル
シフトレバーベゼルリング
レジスターリング（サテン調）

マニュアルエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（F・Yはメッキリング付）［除くG］
リヤウインドゥデフォッガー［除くG］
センタークラスターパネル（標準仕様）［除くG］
ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）：
IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能付［除くG］
フロントドアガラス：UVカット機能付［除くG］
フロントクォーターガラス（助手席側）：UVカット機能付［除くG］
フロントグリル（シルバー塗装）
ドアミラー（ボディ同色）
アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装）
バックドアガーニッシュ（ボディ同色）
インサイドドアハンドル（プラム色）
シフトレバーベゼルリング（内装色プラム：ブラック、内装色フロマージュ：プラム）
レジスターリング（内装色プラム：ブラック、内装色フロマージュ：フロマージュ）
プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）

̶

　

̶
̶
̶
̶

＊5

　

＊21
＊22
＊22

G F Y X掲載
ページ

パッケージ内容 メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備［G・F・Y・X］

17,600円
（消費税抜き
 16,000円）

34・35
スーパー
UVカット
パッケージ

62,857円
（消費税抜き
 57,143円）

＊6

34・35「ナノイー」
パッケージ

37
ナビレディ
パッケージ
　　＊19

23,000円
（消費税抜き20,909円）

36ドレスアップ
パッケージ

57,619円
（消費税抜き52,381円）

37HID
パッケージ

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。

リサイクル料金表
（単位：円）

リサイクル預託金
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

資金管理料金

5,630全車 1,6501,930 130 290

合 計

9,630

※リサイクル料金は '19年10月時点の金額

＊20

トヨタ スペイド 主要装備一覧表

・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

G F Y X掲載
ページ

G F Y X掲載
ページ

40 41



標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） メーカーセレクトパッケージ（ご注文時に申し受けます） 販売店装着オプション

スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。
スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、デッキアンダートレイは装着されません。
ボディカラーのブラック〈202〉を選択した場合、ドアサッシュ（運転席側）はボディ同色となります。
寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付）ではありません。UVカット機能付となります。
寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイー」パッケージを選択した場合、リヤウインドゥデフォッガーはタイマー付となります。
字光式ナンバープレートは同時装着できません。
SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アシストグリップ（運転席・助手席回転式）とアシストグリップ（リヤ左右席回転式）が装着されます。
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。
ステアリングヒーター、助手席快適温熱シート、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。
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販売店にご相談ください。
SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アンブレラホルダーは小物入れになります。
2WD車と4WD車ではデッキアンダートレイの形状が異なります。
販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは装着されません。なお、ETC車載器は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。
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ので、詳しくは販売店におたずねください。
販売店装着オプションとしてナビ・オーディオをご用意しています。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。
PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient
寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
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選択した場合に操作可能となります。
ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット（販売店装着オプション）が必要です。

＊1.
＊2.
＊3.
＊4.
＊5.
＊6.
＊7.
＊8.
＊9.
＊10.
＊11.

＊12.
＊13.
＊14.
＊15.
＊16.
＊17.
＊18.
＊19.
＊20.
＊21.
＊22.
■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’19年10月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期が'19年10月以降の場合、消費税率10％が適用され、'19年9月以前の場合、消費税率8％が適用されます。
　価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

■外装

175/65R15 タイヤ＆15×5Ｊ

スペアタイヤ（応急用 Ｔ125/70Ｄ16）
アイドリングストップ機能（Stop&Start System）
アクティブトルクコントロール4WD
エアスパッツ（フロント）
アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装）
ドアサッシュブラックアウト（運転席側）
●タイヤパンク応急修理キット＊1　●スタビライザー（フロント）　●バックドアガーニッシュ（ボディ同色）　●エンジンアンダーカバー　など

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）

フォグランプ

オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（サイドターンランプ付）
LEDストップランプ
ウインドシールド
グリーンガラス（合わせ）

フロントドアガラス

フロントクォーター
ガラス（助手席側）
リヤドアガラス・リヤクォーターガラス・バックドアガラス
リヤウインドゥデフォッガー

Toyota Safety Sense

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）］
EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト
VSC（ビークル・スタビリティ・コントロール）＆TRC（トラクション・コントロール）
ドライブスタートコントロール
ヒルスタートアシストコントロール
スライドドアリフレクター
緊急ブレーキシグナル
SRSエアバッグ（運転席・助手席）
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（前後席）
汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー（リヤ左右席）
●LEDハイマウントストップランプ　●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト機能付）　●リヤワイパー　●防眩インナーミラー　●全席ELR付3点式シートベルト　
●プリテンショナー＆フォースリミッター機構付フロントシートベルト　●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（ランプ＋ブザー）　●チャイルドプロテクター（リヤ右席のみ）　など

2本スポークステアリングホイール
ステアリングヒーター（ステアリングスイッチ付）
シフトレバーノブ
大開口ワイヤレス電動スライドドア（イージークローザー、挟み込み防止機能付）［助手席側］
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本）＆スタートシステム
デジタル式センターメーター（メーター照度コントロール機能付）
マルチインフォメーションディスプレイ
●電動パワーステアリング　●チルトステアリング　●パワーウインドゥ（運転席ワンタッチ式/挟み込み防止機能、キーOFF後作動機能付）　●ドアキー連動パワードアロック（バックドア連動）
●キー忘れ防止ウォーニング（ブザー）　●半ドアウォーニング　●足踏み式パーキングブレーキ　●フューエルリッドオープナー　●デジタルクロック　●エコドライブインジケーターランプ
●ランプ消し忘れウォーニング（ブザー）　●パーキングブレーキ戻し忘れブザー　●ブレーキウォーニング　●フューエル残量ウォーニング（警告灯）　●エンジンモニターウォーニング　など

シート表皮（ファブリック）

フロントシート

リヤシート

リヤヘッドレスト

「ナノイー」
オートエアコン（花粉除去モード付）＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル
マニュアルエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
運転席アッパートレイ＆小物入れ＆ポストカードホルダー
助手席アッパートレイ
助手席グローブボックス

カップホルダー

アンブレラホルダー
センターマルチボックス（カップホルダー1個）
センタークラスター小物入れ
デッキアンダートレイ
専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）

アシストグリップ

ラゲージルームランプ
サンバイザー（運転席・助手席バニティミラー＋運転席チケットホルダー付）

スチールホイール（樹脂フルキャップ付）
アルミホイール（センターオーナメント付）

タイマー付

本革巻き
＊10

本革巻き

トリコット（起毛タイプ）

＊10

44,000円（消費税抜き40,000円）

トリコット（撥水タイプ）

2WD車
4WD車（リクライニング機構付）

天井照明付

スーパーUVカットパッケージ

スーパーUVカットパッケージ

スーパーUVカットパッケージ

＊6

ウレタン

トリコット

「ナノイー」パッケージ
「ナノイー」パッケージ

「ナノイー」パッケージ

44,000円（消費税抜き40,000円）＊8

ジャージ

4WD車
2WD車
4WD車
2WD車

＊8
＊8

＊1＊2

＊3

＊4

＊5

＊7

　＊9

　

＊11

 

＊12

＊2

フロント（ハロゲン）
リヤ（右側のみ）

IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付
IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能付
スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付）
UVカット機能付
UVカット機能、撥水機能付
UVカット機能付

セパレートシート（運転席：アームレスト付）
ベンチシート（運転席：クッショントレイ&アームレスト付）
セパレートシート
運転席6ウェイ（前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター）＆
助手席4ウェイ（前後ロングスライド+リクライニング）

快適温熱シート

運転席シートバックティッシュポケット＆買い物フック
運転席クッションサイドポケット
6：4分割可倒式（リクライニング、クッションチップアップ機構付）
6：4分割可倒式
一体可倒式
上下調整式
シートバック一体式（左右席）、上下調整式（中央席）

助手席（1個）
ベンチシートクッショントレイ（1個）
クォータートリム（リヤ左席1個）

助手席ピラー固定式
リヤ左右席回転式（リヤ右席：コートフック一体型）
運転席・助手席回転式

運転席
助手席

■安全装備

視界

予防安全

衝突安全

■操作性

■内装

シート

空調

収納

インテリア

操作系

計器盤

全車標準装備

全車
標準装備

全車
標準装備

足回り・
メカニズム

エクステリア

25
　
̶
24
25
̶
36
̶

37
̶
̶

15・28・34
28

34・35
25

34・35
̶

34・35
̶
̶
35

26～27

27
26
28
28
29
28
28
28
29
29
29

34
25

25・34
14

15・34
̶
25

32～33

20～21
32～33

18・25

25・32
25

23・34
21

18・19・34

̶
̶
35

34・35
25・34・35

21
20
20
20

21・34
22
22
20
20
22
35
̶
̶
̶
23
23

2WD/4WD

49,500円（消費税抜き45,000円）
11,000円（消費税抜き10,000円）

2WD車
4WD車
2WD車

UVカット機能付プライバシー

28,600円（消費税抜き26,000円）

メッキリング付

中敷きトレイ＋ゴムマット付

＊13

■エンターテインメント

■内装
フードサイレンサー/ダッシュアウターサイレンサー
●助手席シートバックテーブル（買い物フック付）　●フロントシートヘッドレスト（上下調整式）　●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）　●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）
●フロントパーソナルランプ　●ルームランプ　●ドアポケット（運転席・リヤ右席）＆クォータートリムポケット（リヤ左席）　●ボトルホルダー（フロントドア2個・リヤドア1個）　●インパネロアポケット
●カードホルダー ＊14　●助手席買い物フック（1個）　●ドアアームレスト（運転席・リヤ右席）　●ドアスカッフプレート　●アクセサリーソケット（DC12V 120W）＊15　など

オーディオレス（カバーレス）

スピーカー

オーディオレスカバー
トヨタ純正ナビ・オーディオ
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］
ETC車載器

寒冷地仕様［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/補助ヒーター（PTCヒーター＊17）/リヤヒーターダクト など］

●ルーフアンテナ（可倒式）　●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）　など

　

2WD車 46,200円
（消費税抜き42,000円）＊10

4WD車 52,800円
（消費税抜き48,000円）＊10

2WD車 15,400円（消費税抜き14,000円）＊6

4WD車 22,000円（消費税抜き20,000円）＊6

＊16

＊14

＊18

4スピーカー
天井スピーカー（2個）

全車標準装備

全車
標準装備

オーディオ＆
ナビ

その他

吸・遮音 17

̶

17
　
̶
̶

15・34
21

̶

2WD/4WD

メーカーセレクトパッケージ一覧表 ＆ 標準装備との比較

31,000円
（消費税抜き28,182円）

「ナノイー」
オートエアコン（花粉除去モード付）＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル
タイマー付リヤウインドゥデフォッガー
専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）
ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）：
IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付
フロントドアガラス：スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付）
フロントクォーターガラス（助手席側）：UVカット機能、撥水機能付

メッキ加飾

プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ（オートレベリング機能付）
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）
ステアリングスイッチ（オーディオ操作）
バックカメラ
工場装着バックカメラ用ガイドキット

フロントグリル
ドアミラー
アウトサイドドアハンドル
バックドアガーニッシュ
インサイドドアハンドル
シフトレバーベゼルリング
レジスターリング（サテン調）

マニュアルエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（F・Yはメッキリング付）［除くG］
リヤウインドゥデフォッガー［除くG］
センタークラスターパネル（標準仕様）［除くG］
ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）：
IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能付［除くG］
フロントドアガラス：UVカット機能付［除くG］
フロントクォーターガラス（助手席側）：UVカット機能付［除くG］
フロントグリル（シルバー塗装）
ドアミラー（ボディ同色）
アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装）
バックドアガーニッシュ（ボディ同色）
インサイドドアハンドル（プラム色）
シフトレバーベゼルリング（内装色プラム：ブラック、内装色フロマージュ：プラム）
レジスターリング（内装色プラム：ブラック、内装色フロマージュ：フロマージュ）
プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）

̶

　

̶
̶
̶
̶

＊5

　

＊21
＊22
＊22

G F Y X掲載
ページ

パッケージ内容 メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備［G・F・Y・X］

17,600円
（消費税抜き
 16,000円）

34・35
スーパー
UVカット
パッケージ

62,857円
（消費税抜き
 57,143円）

＊6

34・35「ナノイー」
パッケージ

37
ナビレディ
パッケージ
　　＊19

23,000円
（消費税抜き20,909円）

36ドレスアップ
パッケージ

57,619円
（消費税抜き52,381円）

37HID
パッケージ

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。

リサイクル料金表
（単位：円）

リサイクル預託金
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

資金管理料金

5,630全車 1,6501,930 130 290

合 計

9,630

※リサイクル料金は '19年10月時点の金額

＊20

トヨタ スペイド 主要装備一覧表

・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

G F Y X掲載
ページ

G F Y X掲載
ページ
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トヨタ スペイド 寸法図　F（2WD）　単位：mm

●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）。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す。
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。

●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。
＊1.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。
■“SPADE” “EFI” “VVT-i” “T-Connect” “TOYOTA SAFETY SENSE” “VSC” “TRC” “GOA” “TSOP” “Welcab” “FRIENDMATIC” “TECS”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      

4WD

3BA-NCP145-
BEXXK

1,230＊1
1,505＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

X
2WD

5BA-NSP141-
BEXXB●
1,160＊1
1,435＊1

19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

4WD

3BA-NCP145-
BEXYK

1,240＊1
1,515＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

Y
2WD

5BA-NSP141-
BEXYB●
1,180＊1
1,455＊1

　
19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

　

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

　　

5.0

（全車）可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御、（2WD車）アイドリングストップ装置、ミラーサイクル

3,995
1,695

2,600
1,485
1,475

2,160
1,420
1,380

5

1.496
直列4気筒DOHC

無鉛レギュラーガソリン

電子制御式燃料噴射装置（EFI）
42

ラック＆ピニオン
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
ベンチレーテッドディスク

リーディングトレーリング式ドラム

自動無段変速機（Super CVT-i）

4WD

3BA-NCP145-
BEXFK

1,230＊1
1,505＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

F
2WD

5BA-NSP141-
BEXFB●
1,170＊1
1,445＊1

19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

4WD

3BA-NCP145-
BEXGK

1,230＊1
1,505＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

G
2WD

5BA-NSP141-
BEXGB●
1,170＊1
1,445＊1

19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

■車両型式・重量・性能

車両型式

車両重量
車両総重量
最小回転半径

燃料消費率
（国土交通省
審査値）

主要燃費改善対策
■寸法・定員
全長
全幅
全高
ホイールベース

トレッド

最低地上高

室内

乗車定員
■エンジン
型式
総排気量
種類
使用燃料
内径×行程
圧縮比
最高出力〈ネット〉
最大トルク〈ネット〉
燃料供給装置
燃料タンク容量
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式
ステアリング

サスペンション

ブレーキ

駆動方式
■トランスミッション
トランスミッション
前進
後退
減速比

kg
kg
m

km/L
km/L
km/L
km/L
km/L

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

名

L

mm

kW（PS）/r.p.m.
N・m（kgf・m）/r.p.m.

L

フロント
リヤ

長
幅
高

フロント
リヤ
フロント
リヤ

■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。

2,600
3,995

2,160

1,
69

0

1,485 1,475

1,
69

5

1,
42

0

43

トヨタ スペイド 主要諸元表

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

安心して運転できるように。
いつまでも快適に移動できるように。

安全運転をサポートする

『先進装備』
快適なお出かけをお手伝いする用品

『サポトヨプラス』
誰もが快適に移動できるように

『ウェルキャブ』
▶ P26-27 ▶ P44-46

https://toyota.jp/sapotoyo/
「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

どんなに気をつけていても、人はミスをするもの。

しかし 100％事故を防げるクルマは、まだありません。

安全安心な社会は、やはり人がつくるもの。トヨタはそう考えています。

安全運転をサポートする技術を進化させ、普及させていくこと。

ドライバーや歩行者など、人の意識を高めていくこと。

地域のみなさまといっしょに、より安全な交通社会をつくっていくこと。

年齢も体力も障がいもこえて、誰もがカーライフを楽しめる商品やサービスを追求すること。

交通事故による死傷者ゼロ。

この究極の願いを、いつの日か実現するために。トヨタの挑戦はつづきます。

市街地モード
郊外モード
高速道路モード

バンパーの角に配置した超音波センサーで、障害物との距離を検知。音声とインジケーターの表示
ランプ、アラーム音でドライバーに知らせます。専用インジケーターを設置。

コーナーセンサー
（ボイス４センサー）

スモールランプに連動してポールの先端がブルー
に点灯。運転席から見やすい高さに無段階で調整

（手動）できます。

フェンダーランプ
（デザインタイプ）

車両後方の映像をナビ画面に表示し、
駐車などの後退操作をサポートします。
さらに、縦列駐車時は音声でも案内
するので、駐車が苦手な方も安心です。

バックガイドモニター

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。

運 転 サ ポ ート 便利なアイテムで日々の運転を快適に。

車幅延長線
距離目安線約0.5m先
予想進路線

予想進路がわかるから、
ラクラク駐車できます。

シフトレバーをリバースにして、
予想進路線が駐車スペースの中
に入るようにステアリングを操作
しながら、ゆっくり後退します。

カメラによる視野範囲

※画面はイメージです。カメラが映し出す映像は当該車両とは異なります。　
※後方距離および車幅の補助ラインは、あくまでも目安です。　※音声案内は縦列駐車のみとなります。

※アラーム音は距離に応じて変わります。
※検知エリアは周囲の環境により異なります。 ※写真はイメージです。

サポトヨプラス
快適なお出かけをお手伝いする用品

約20cmで ピー（連続音）

約20～50cmで ピッピッピッ（断続音）「左後ろです」

無
段
階
調
整
可
能

無
段
階
調
整
可
能

収縮時 伸長時インジケーター部（インパネ上）

   20～
50cm 

2
0 cm  

   2
0～

50
cm

 

2 0 cm
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トヨタ スペイド 寸法図　F（2WD）　単位：mm

●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）。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す。
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。

●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。
＊1.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。
■“SPADE” “EFI” “VVT-i” “T-Connect” “TOYOTA SAFETY SENSE” “VSC” “TRC” “GOA” “TSOP” “Welcab” “FRIENDMATIC” “TECS”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      

4WD

3BA-NCP145-
BEXXK

1,230＊1
1,505＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

X
2WD

5BA-NSP141-
BEXXB●
1,160＊1
1,435＊1

19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

4WD

3BA-NCP145-
BEXYK

1,240＊1
1,515＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

Y
2WD

5BA-NSP141-
BEXYB●
1,180＊1
1,455＊1

　
19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

　

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

　　

5.0

（全車）可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御、（2WD車）アイドリングストップ装置、ミラーサイクル

3,995
1,695

2,600
1,485
1,475

2,160
1,420
1,380

5

1.496
直列4気筒DOHC

無鉛レギュラーガソリン

電子制御式燃料噴射装置（EFI）
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ラック＆ピニオン
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
ベンチレーテッドディスク

リーディングトレーリング式ドラム

自動無段変速機（Super CVT-i）

4WD

3BA-NCP145-
BEXFK

1,230＊1
1,505＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

F
2WD

5BA-NSP141-
BEXFB●
1,170＊1
1,445＊1

19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

4WD

3BA-NCP145-
BEXGK

1,230＊1
1,505＊1

14.8
11.0
16.0
16.4

̶

1,720

130

1NZ-FE

75.0×84.7
10.5

76（103）/6,000
132（13.5）/4,400

4輪駆動方式

2.386～0.411
2.505～1.680

5.698

G
2WD

5BA-NSP141-
BEXGB●
1,170＊1
1,445＊1

19.0
14.4
20.0
21.2
21.8

1,690

135

2NR-FKE

72.5×90.6
13.5

80（109）/6,000
136（13.9）/4,400

前輪駆動方式

2.480～0.396
2.604～1.680

5.356

■車両型式・重量・性能

車両型式

車両重量
車両総重量
最小回転半径

燃料消費率
（国土交通省
審査値）

主要燃費改善対策
■寸法・定員
全長
全幅
全高
ホイールベース

トレッド

最低地上高

室内

乗車定員
■エンジン
型式
総排気量
種類
使用燃料
内径×行程
圧縮比
最高出力〈ネット〉
最大トルク〈ネット〉
燃料供給装置
燃料タンク容量
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式
ステアリング

サスペンション

ブレーキ

駆動方式
■トランスミッション
トランスミッション
前進
後退
減速比

kg
kg
m

km/L
km/L
km/L
km/L
km/L

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

名

L

mm

kW（PS）/r.p.m.
N・m（kgf・m）/r.p.m.

L

フロント
リヤ

長
幅
高

フロント
リヤ
フロント
リヤ

■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。

2,600
3,995

2,160

1,
69

0

1,485 1,475

1,
69

5

1,
42

0
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トヨタ スペイド 主要諸元表

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

安心して運転できるように。
いつまでも快適に移動できるように。

安全運転をサポートする

『先進装備』
快適なお出かけをお手伝いする用品

『サポトヨプラス』
誰もが快適に移動できるように

『ウェルキャブ』
▶ P26-27 ▶ P44-46

https://toyota.jp/sapotoyo/
「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

どんなに気をつけていても、人はミスをするもの。

しかし 100％事故を防げるクルマは、まだありません。

安全安心な社会は、やはり人がつくるもの。トヨタはそう考えています。

安全運転をサポートする技術を進化させ、普及させていくこと。

ドライバーや歩行者など、人の意識を高めていくこと。

地域のみなさまといっしょに、より安全な交通社会をつくっていくこと。

年齢も体力も障がいもこえて、誰もがカーライフを楽しめる商品やサービスを追求すること。

交通事故による死傷者ゼロ。

この究極の願いを、いつの日か実現するために。トヨタの挑戦はつづきます。

市街地モード
郊外モード
高速道路モード

バンパーの角に配置した超音波センサーで、障害物との距離を検知。音声とインジケーターの表示
ランプ、アラーム音でドライバーに知らせます。専用インジケーターを設置。

コーナーセンサー
（ボイス４センサー）

スモールランプに連動してポールの先端がブルー
に点灯。運転席から見やすい高さに無段階で調整

（手動）できます。

フェンダーランプ
（デザインタイプ）

車両後方の映像をナビ画面に表示し、
駐車などの後退操作をサポートします。
さらに、縦列駐車時は音声でも案内
するので、駐車が苦手な方も安心です。

バックガイドモニター

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。

運 転 サ ポ ート 便利なアイテムで日々の運転を快適に。

車幅延長線
距離目安線約0.5m先
予想進路線

予想進路がわかるから、
ラクラク駐車できます。

シフトレバーをリバースにして、
予想進路線が駐車スペースの中
に入るようにステアリングを操作
しながら、ゆっくり後退します。

カメラによる視野範囲

※画面はイメージです。カメラが映し出す映像は当該車両とは異なります。　
※後方距離および車幅の補助ラインは、あくまでも目安です。　※音声案内は縦列駐車のみとなります。

※アラーム音は距離に応じて変わります。
※検知エリアは周囲の環境により異なります。 ※写真はイメージです。

サポトヨプラス
快適なお出かけをお手伝いする用品

約20cmで ピー（連続音）

約20～50cmで ピッピッピッ（断続音）「左後ろです」

無
段
階
調
整
可
能

無
段
階
調
整
可
能

収縮時 伸長時インジケーター部（インパネ上）

   20～
50cm 

2
0 cm  

   2
0～

50
cm

 

2 0 cm
  



専用フットレスト（折りたたみ式）
シート回転時に使用することで、
スムーズな乗降が可能です。

販売店装着オプション

助手席から立ち上がるとき、
助手席に座るとき、やさしくサポートします。

助手席回転チルトシート車“Aタイプ”

助手席回転チルトシート車“Bタイプ”

誰もが快適に移動できるように。様々な車両でお応えします。ウェルキャブ
すべての方に快適な移動を

シートが車外へ回転し座面と背もたれがチルト。
降車時の立ち上がりや乗車時の着座をサポートします。

詳しい内容については、ウェルキャブ専用カタログをご覧ください。

ウェルキャブシリーズ

助手席回転チルトシート車 標準装備

Photo： F （2WD） 助手席回転チルトシート車“A タイプ”。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。
内装色のフロマージュは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はプラムになります）。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo： F （2WD） 助手席回転チルトシート車“B タイプ”。
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。
内装色のフロマージュは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はプラムになります）。
オーディオレスカバー、専用車いすは販売店装着オプション。

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、
足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、
チルトおよび乗降が困難になります。
ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

助手席回転チルトシート車について

●体勢保持のため、アームレストをご使用ください。
●助手席回転チルトシートは、ベース車のシートとは異なります。
　フルリクライニングはできません。
　シートスライド量、シートバック角度もベース車とは異なります。
●後部座席への乗降は、運転席側のリヤドアから行ってください。
●走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。
●助手席回転チルトシートにチャイルドシートは装着できません。

助手席シート左側 助手席シート右側
回転スライドレバー

運転席側からも前後スライド操作が可能です。

チルトボタン＆グリップ 車いす固定装置

Aタイプ
（ガードマット付）

Bタイプ
アームレスト（可倒式）

スライドレバー

助手席回転チルトシートに加えて、
車いす収納装置（電動スライド式・35kgタイプ）も標準装備。

助手席回転チルトシートの特長Point
省スペース

●シートがチルトすることによりお尻の位置を高く保て①、
地面に両足が着くため＊②、立ち上がりやすい。

●着座時も膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が
少ない。
●手動式のためスピーディーな操作が可能。
●シートの振り出し量が少ないため、省スペースでの
乗降が可能。

＊身長により異なります。

①

②

①
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専用フットレスト（折りたたみ式）
シート回転時に使用することで、
スムーズな乗降が可能です。

販売店装着オプション

助手席から立ち上がるとき、
助手席に座るとき、やさしくサポートします。

助手席回転チルトシート車“Aタイプ”

助手席回転チルトシート車“Bタイプ”

誰もが快適に移動できるように。様々な車両でお応えします。ウェルキャブ
すべての方に快適な移動を

シートが車外へ回転し座面と背もたれがチルト。
降車時の立ち上がりや乗車時の着座をサポートします。

詳しい内容については、ウェルキャブ専用カタログをご覧ください。

ウェルキャブシリーズ

助手席回転チルトシート車 標準装備

Photo： F （2WD） 助手席回転チルトシート車“A タイプ”。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。
内装色のフロマージュは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はプラムになります）。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo： F （2WD） 助手席回転チルトシート車“B タイプ”。
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。
内装色のフロマージュは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はプラムになります）。
オーディオレスカバー、専用車いすは販売店装着オプション。

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、
足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、
チルトおよび乗降が困難になります。
ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

助手席回転チルトシート車について

●体勢保持のため、アームレストをご使用ください。
●助手席回転チルトシートは、ベース車のシートとは異なります。
　フルリクライニングはできません。
　シートスライド量、シートバック角度もベース車とは異なります。
●後部座席への乗降は、運転席側のリヤドアから行ってください。
●走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。
●助手席回転チルトシートにチャイルドシートは装着できません。

助手席シート左側 助手席シート右側
回転スライドレバー

運転席側からも前後スライド操作が可能です。

チルトボタン＆グリップ 車いす固定装置

Aタイプ
（ガードマット付）

Bタイプ
アームレスト（可倒式）

スライドレバー

助手席回転チルトシートに加えて、
車いす収納装置（電動スライド式・35kgタイプ）も標準装備。

助手席回転チルトシートの特長Point
省スペース

●シートがチルトすることによりお尻の位置を高く保て①、
地面に両足が着くため＊②、立ち上がりやすい。

●着座時も膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が
少ない。
●手動式のためスピーディーな操作が可能。
●シートの振り出し量が少ないため、省スペースでの
乗降が可能。

＊身長により異なります。

①

②

①
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助手席シートが電動で回転し、スライドダウン。シートのスライド、リクライニング操作も電動です。Bタイプは車いす収納装置を標準装備。

助手席に座ったまま、電動で乗り降りでき、車外で車いすとしてもご利用いただけます。
長距離移動は脱着シート仕様。近距離移動は専用車いす仕様。用途にあわせて両方選べる仕様もご用意しています。

助手席リフトアップシート車 Aタイプ/Bタイプ

サイドアクセス車 脱着シート仕様Aタイプ/Bタイプ、専用車いす仕様、脱着シート＋専用車いす仕様

Photo：F（2WD）助手席リフトアップシート車 Bタイプ。ボディカラーはボルドーマイカメタリック〈3R9〉。内装色のフロマージュは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合は
プラムになります）。オーディオレスカバー、専用車いすは販売店装着オプション。

Photo：X（2WD）サイドアクセス車 脱着シート＋専用車いす仕様。ボディカラーはフレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉。内装色はプラム。

E c o l o g y

地球への、人への負担を減らすために。

トヨタは、トータルクリーンをめざしています。

「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一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。　＊2. 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。　＊3. VOC：Volatile Organic Compounds　＊4. 厚生労働省が2002年
1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値　＊5. TSOP:Toyota Super Olefin Polymer　

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で評

価するLCA（ライフサイクルアセスメント）＊2

を実施しています。NOx、NMHCなどの大気

汚染物質について、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。 

■温室効果ガスであるCO2排出量の低減を
めざして、軽量・高効率なエンジンを搭載して
います。さらにVVT-iEをはじめとする数々の
先進技術を投入しています。
■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を採用しています。

地球温暖化対策を実施しています。

■三元触媒、空燃比補償装置などの採用に
より排出ガスのクリーン化を推進。2WD車は

「平成30年基準排出ガス50%低減レベル」の
認定を国土交通省より取得しています。

都市環境のクリーン化に配慮しています。

■鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを削減し、
業界自主目標を達成しています。

環境負荷物質を削減しています。

■内装部品の素材、加工法、接着剤の見直し
により、VOC＊3の発生量を抑制。厚生労働省
が定めている「室内濃度指針値」＊4を下回る
レベルとし、業界自主目標を達成しています。

車室内の臭いや刺激臭を軽減しています。 
■リサイクル性に優れた素材TSOP＊5を積極
的に採用しています。
■解体性向上マークを大物部品に設定し、取り
外し性の向上を図っています。

積極的にリサイクルを行っています。

＊1

車両型式
エンジン

駆動装置

燃料消費率

排出ガス

車外騒音（加速/定常/近接）
冷媒の種類（GWP値※4）/使用量
環境負荷物質削減

車室内VOC
リサイクル
関係

車両仕様

環境情報

型式
総排気量
燃料
駆動方式
変速機

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)

リサイクルしやすい
材料を使用した部品
樹脂、ゴム部品への材料表示
リサイクル材の使用

CO
NMHC
NOX

鉛
水銀
カドミウム
六価クロム

TSOP
TPO※9

再生PETフェルト
再生綿フェルト
リサイクルPP

L

km/L
g/km
km/L

g/km

dB
g

2NR-FKE

2WD（前輪駆動方式）

19.0
122
21.8
106

「2020年度燃費基準※2」をクリアしています。
可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、

充電制御、ミラーサイクル、アイドリングストップ装置
平成30年基準排出ガス50%低減レベル※3

0.05
0.025

1NZ-FE

4WD（四輪駆動方式）

14.8
157
ー
ー
ー

可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、
自動無段変速機、充電制御

平成30年排出ガス規制適合※3

0.1
0.05

5BA-NSP141 3BA-NCP145

1.496
無鉛レギュラーガソリン

CVT（自動無段変速機）

1.15

73/70/89
HFC-134a（1,430※5）/370

自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下※6）
自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止※7）

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）

自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下※8）
バンパー、インストルメントパネル、カウルルーバー

カーテンシールドエアバッグ
あり

ダッシュサイレンサー
フロアカーペット、ドアトリム、デッキマット

バッテリーケース

※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. WLTCモード走行　※4. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）　※5. 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。　※6. 1996年乗用車の業界平均1,850g（バッテリーを除く）。　※7. 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、ディスチャージランプ、室内蛍光灯）を除く。　※8. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値　※9. TPO：Thermo Plastic Olefin

トヨタ スペイド 環境仕様

燃料消費率※1（国土交通省審査値） 
CO2排出量
燃料消費率※1（国土交通省審査値） 
CO2排出量
参考

●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、実施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レベルで排出されるので、指数を別に示しています。

トヨタ が 乗 用 車 を 対 象 に
実施しているLCAの手法は、
ドイツの 第 三 者 認 証 機 関
テュフラインランドによる

ISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。

■スペイド ウェルキャブはメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

LCA実施結果
A：当社1.5L ガソリン車
B：スペイド（アイドリングストップ装置装着車）

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

素材製造 車両製造 走行 メンテナンス 廃棄

A

B

CO2［二酸化炭素］: Carbon Dioxide

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。

国や地方自治体の主な助成措置
身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような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。

■税制度　　  
■貸付・助成　

参考資料

●消費税の非課税※　●自動車税の減免　●自動車取得税の減免
●自動車購入資金の貸付　●自動車改造費の助成　●有料道路通行料金の割引　●自動車運転の技能習得費の助成　●駐車禁止規制の適用除外　●補装具の交付・修理

※仕様により一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

・助手席回転スライドシート車 ・助手席回転シート車 ・助手席回転チルトシート車 ・助手席リフトアップシート車
・フレンドマチック取付用専用車・サイドリフトアップチルトシート車・サイドリフトアップシート車
・サイドアクセス車

・車いす仕様車 ・ウェルジョイン

トヨタは、お体の不自由
な方や高齢の方が、より
快適に移動できるよう
運転や乗り降りを助ける
機能を装備したクルマを
ウェル キャブシリーズ
としてラインアップして
います。

ウェルキャブを見て、さわって、体感していただける販売店店舗です。 ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが
常駐しております。店舗はバリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店いただけます。ウェルキャブステーションの詳細はホームページをご覧ください。

●トヨタハートフルプラザ札幌
●トヨタハートフルプラザ千葉
●トヨタハートフルプラザ名古屋

TEL.011-611-8739
TEL.043-241-1488
TEL.052-400-8739

TEL.011-375-7730
TEL.043-302-8111
TEL.078-366-1616

●トヨタハートフルプラザ北広島
●トヨタハートフルプラザ千葉中央
●トヨタハートフルプラザ神戸

TEL.022-776-8739
TEL.045-662-9691
TEL.092-477-6187

●トヨタハートフルプラザ仙台
●トヨタハートフルプラザ横浜
●トヨタハートフルプラザ福岡

営業時間 10:00～18:00　
定 休 日 ■札幌・仙台・名古屋・神戸・福岡：月曜日および第2週火曜日（祝日の場合は、翌日）　■北広島：火曜日　■千葉：月曜日（祝日を含む）、第2・第3火曜日　
　　　　 ■千葉中央：月曜日（祝日の場合は、翌日）　■横浜：不定休（月1回程度）

トヨタハートフルプラザではウェルキャブの展示に加え、個別架装（カスタマイズ）のご相談にもお応えしております。
展示車両は随時入れ替わりますのでお電話でお問い合わせください。

トヨタウェルキャブ 総合展示場 ＜トヨタハートフルプラザ＞
https ://toyota . jp/heart fu l

販売店ウェルキャブ常設店舗 ＜ウェルキャブステーション＞
https ://toyota . jp/welcab/welcabstat ion

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。
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助手席シートが電動で回転し、スライドダウン。シートのスライド、リクライニング操作も電動です。Bタイプは車いす収納装置を標準装備。

助手席に座ったまま、電動で乗り降りでき、車外で車いすとしてもご利用いただけます。
長距離移動は脱着シート仕様。近距離移動は専用車いす仕様。用途にあわせて両方選べる仕様もご用意しています。

助手席リフトアップシート車 Aタイプ/Bタイプ

サイドアクセス車 脱着シート仕様Aタイプ/Bタイプ、専用車いす仕様、脱着シート＋専用車いす仕様

Photo：F（2WD）助手席リフトアップシート車 Bタイプ。ボディカラーはボルドーマイカメタリック〈3R9〉。内装色のフロマージュは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合は
プラムになります）。オーディオレスカバー、専用車いすは販売店装着オプション。

Photo：X（2WD）サイドアクセス車 脱着シート＋専用車いす仕様。ボディカラーはフレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉。内装色はプラム。

E c o l o g y

地球への、人への負担を減らすために。

トヨタは、トータルクリーンをめざしています。

「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一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。　＊2. 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。　＊3. VOC：Volatile Organic Compounds　＊4. 厚生労働省が2002年
1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値　＊5. TSOP:Toyota Super Olefin Polymer　

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で評

価するLCA（ライフサイクルアセスメント）＊2

を実施しています。NOx、NMHCなどの大気

汚染物質について、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。 

■温室効果ガスであるCO2排出量の低減を
めざして、軽量・高効率なエンジンを搭載して
います。さらにVVT-iEをはじめとする数々の
先進技術を投入しています。
■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を採用しています。

地球温暖化対策を実施しています。

■三元触媒、空燃比補償装置などの採用に
より排出ガスのクリーン化を推進。2WD車は

「平成30年基準排出ガス50%低減レベル」の
認定を国土交通省より取得しています。

都市環境のクリーン化に配慮しています。

■鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを削減し、
業界自主目標を達成しています。

環境負荷物質を削減しています。

■内装部品の素材、加工法、接着剤の見直し
により、VOC＊3の発生量を抑制。厚生労働省
が定めている「室内濃度指針値」＊4を下回る
レベルとし、業界自主目標を達成しています。

車室内の臭いや刺激臭を軽減しています。 
■リサイクル性に優れた素材TSOP＊5を積極
的に採用しています。
■解体性向上マークを大物部品に設定し、取り
外し性の向上を図っています。

積極的にリサイクルを行っています。
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エンジン

駆動装置

燃料消費率

排出ガス

車外騒音（加速/定常/近接）
冷媒の種類（GWP値※4）/使用量
環境負荷物質削減

車室内VOC
リサイクル
関係

車両仕様

環境情報

型式
総排気量
燃料
駆動方式
変速機

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)

リサイクルしやすい
材料を使用した部品
樹脂、ゴム部品への材料表示
リサイクル材の使用

CO
NMHC
NOX

鉛
水銀
カドミウム
六価クロム

TSOP
TPO※9

再生PETフェルト
再生綿フェルト
リサイクルPP
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2NR-FKE

2WD（前輪駆動方式）
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21.8
106

「2020年度燃費基準※2」をクリアしています。
可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、

充電制御、ミラーサイクル、アイドリングストップ装置
平成30年基準排出ガス50%低減レベル※3

0.05
0.025

1NZ-FE

4WD（四輪駆動方式）

14.8
157
ー
ー
ー

可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、
自動無段変速機、充電制御

平成30年排出ガス規制適合※3

0.1
0.05

5BA-NSP141 3BA-NCP145

1.496
無鉛レギュラーガソリン

CVT（自動無段変速機）

1.15

73/70/89
HFC-134a（1,430※5）/370

自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下※6）
自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止※7）

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）

自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下※8）
バンパー、インストルメントパネル、カウルルーバー

カーテンシールドエアバッグ
あり

ダッシュサイレンサー
フロアカーペット、ドアトリム、デッキマット

バッテリーケース

※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. WLTCモード走行　※4. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）　※5. 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。　※6. 1996年乗用車の業界平均1,850g（バッテリーを除く）。　※7. 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、ディスチャージランプ、室内蛍光灯）を除く。　※8. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値　※9. TPO：Thermo Plastic Olefin

トヨタ スペイド 環境仕様

燃料消費率※1（国土交通省審査値） 
CO2排出量
燃料消費率※1（国土交通省審査値） 
CO2排出量
参考

●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、実施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レベルで排出されるので、指数を別に示しています。

トヨタ が 乗 用 車 を 対 象 に
実施しているLCAの手法は、
ドイツの 第 三 者 認 証 機 関
テュフラインランドによる

ISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。

■スペイド ウェルキャブはメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

LCA実施結果
A：当社1.5L ガソリン車
B：スペイド（アイドリングストップ装置装着車）
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素材製造 車両製造 走行 メンテナンス 廃棄
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B

CO2［二酸化炭素］: Carbon Dioxide

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。

国や地方自治体の主な助成措置
身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような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。

■税制度　　  
■貸付・助成　

参考資料

●消費税の非課税※　●自動車税の減免　●自動車取得税の減免
●自動車購入資金の貸付　●自動車改造費の助成　●有料道路通行料金の割引　●自動車運転の技能習得費の助成　●駐車禁止規制の適用除外　●補装具の交付・修理

※仕様により一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

・助手席回転スライドシート車 ・助手席回転シート車 ・助手席回転チルトシート車 ・助手席リフトアップシート車
・フレンドマチック取付用専用車・サイドリフトアップチルトシート車・サイドリフトアップシート車
・サイドアクセス車

・車いす仕様車 ・ウェルジョイン

トヨタは、お体の不自由
な方や高齢の方が、より
快適に移動できるよう
運転や乗り降りを助ける
機能を装備したクルマを
ウェル キャブシリーズ
としてラインアップして
います。

ウェルキャブを見て、さわって、体感していただける販売店店舗です。 ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが
常駐しております。店舗はバリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店いただけます。ウェルキャブステーションの詳細はホームページをご覧ください。

●トヨタハートフルプラザ札幌
●トヨタハートフルプラザ千葉
●トヨタハートフルプラザ名古屋

TEL.011-611-8739
TEL.043-241-1488
TEL.052-400-8739

TEL.011-375-7730
TEL.043-302-8111
TEL.078-366-1616

●トヨタハートフルプラザ北広島
●トヨタハートフルプラザ千葉中央
●トヨタハートフルプラザ神戸

TEL.022-776-8739
TEL.045-662-9691
TEL.092-477-6187

●トヨタハートフルプラザ仙台
●トヨタハートフルプラザ横浜
●トヨタハートフルプラザ福岡

営業時間 10:00～18:00　
定 休 日 ■札幌・仙台・名古屋・神戸・福岡：月曜日および第2週火曜日（祝日の場合は、翌日）　■北広島：火曜日　■千葉：月曜日（祝日を含む）、第2・第3火曜日　
　　　　 ■千葉中央：月曜日（祝日の場合は、翌日）　■横浜：不定休（月1回程度）

トヨタハートフルプラザではウェルキャブの展示に加え、個別架装（カスタマイズ）のご相談にもお応えしております。
展示車両は随時入れ替わりますのでお電話でお問い合わせください。

トヨタウェルキャブ 総合展示場 ＜トヨタハートフルプラザ＞
https ://toyota . jp/heart fu l

販売店ウェルキャブ常設店舗 ＜ウェルキャブステーション＞
https ://toyota . jp/welcab/welcabstat ion

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのスペイ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9月現在のもの）　ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
HAH12100-1909

https://toyota.jp




