特 別 仕 様 車

F “Noble collection”

COOL but NOBLE

クー ル な 佇まい に 漂う、上 質 の 香り。

個 性 際 立 つ ル ー ムフィル ム 、華 や か なメッキ パ ーツ 、
手 の ひらに 馴 染 むレ ザ ー の 質 感 、
そして家 族 のドライブ を 快 適 に する 充 実 の 装 備 。
広 々とした ス ペ ー ス に 、たくさん の「 特 別 」を 散りば めて
クー ルと上 質 を 兼 ね 備 え た ス ペ イドが 誕 生しました 。

Photo：特別仕様車 F “Noble collection”（2WD）
［ベース車両はF（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＞。
内装色は特別設定色ブラック。
ナビレディパッケージはメーカーセレクトパッケージ＜31,000円＞。 ■写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は合成です。

Special Exterior

ど
 こから見ても個性が光る、凛としたスタイル。

Special Interior

ブラック［標準］
スーパークロームメタリック塗装
樹脂フルキャップ

アウトサイドドアハンドル
（メッキ加飾）

■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）。

バックドアガーニッシュ
（メッキ加飾）

専用シート表皮
（メイン部：ツイード調ファブリック／

しつらえは、すみずみまで心地よく、上品に。

コハク［設定あり］
サイド部・ヘッドレスト：合成皮革）

運転席
インサイドドアハンドル
（メッキ加飾／運転席・助手席）

助手席
本革巻きシフトレバーノブ
シフトレバーベゼルリング
（メッキ加飾）

レジスターリング
（サテン調／運転席・センター・
助手席）

Special Equipment

いつでも快適・安心なカーライフを。

夜のお迎えにも、安心感が違う。

HIDパッケージ

■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］

もう、日差しも雨も怖くない。

スーパーUVカットパッケージ

■ウインドシールドグリーンガラス［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］
＊運転席ドアガラス、
スライドドアガラス。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。

Color Variation

2トーンカラーがシックな出立ちを演出。

BROWN
ROOF
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

ブラック
〈202〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
〈221〉
メーカーオプション

ブロンズマイカメタリック
〈4T3〉
特別設定色

BLACK
ROOF

特別装備

革調シボ付ルーフフィルム（ブラウン／ブラック）

しなやかな革の風合いと、きめ細かな質感を再現。
素材感のあるルーフフィルムが、特別な一台をさらに引き立てます。
■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色と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。

内外配色一覧表
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）

ボディカラー〈カラーコード〉

ルーフフィルム

ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
※1

ブラウン

内装色

ブラック
〈202〉

ブラウン

ブラック

コハク

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
〈221〉
※1

ブラック

ブロンズマイカメタリック
〈4T3〉

ブラック

＜標準＞

＜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。 ■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」
「 設定あり」はご注文時に申し受けます。
メーカーの工場で装着するため、
ご注文後
はお受けできませんのでご了承ください。 ★ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックとなります。

価格表

特別仕様車 F“Noble collection”

ブラックインテリア（インストルメントパネル・ドアトリム・ピラー・ルーフ）
本革巻き2本スポークステアリングホイール

メーカー希望小売価格※2（消費税抜き）

北海道地区メーカー希望小売価格※3（消費税抜き）

2WD

2,044,900円 （1,859,000円）

2,060,300円 （1,873,000円）

4WD

2,198,900円 （1,999,000円）

2,220,900円 （2,019,000円）

※2.沖縄地区は価格が異なります。 ※3.北海道地区の価格には寒冷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。価格は販売店が独自に定めていますので、
詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、
タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、
税金
（除く消費税）
、
登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、
リサイクル料金（9,630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。

Safety Drive
特別仕様車F“Noble collection”は、毎日のセーフティドライブをサポートする先進の安全機能を多数搭載しています。

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。
特別装備

作動イメージ図

センサーイメージ図

低速走行時（15km/h以下）
に静止物へ接近した場合
フロントセンサー

1 エンジン出力抑制

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）］

PiPiPi!

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。

フロント
コーナー
センサー
（右）

フロント
コーナー
センサー
（左）

リヤ
コーナー
センサー
（右）

リヤ
コーナー
センサー
（左）

2 ブレーキ制御
自動（被害軽減）
ブレーキ！

Pi－!

リヤセンサー

■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。

歩行者
（昼間）
との衝突回避支援も含む、
3つの先進安全機能。
標準装備

Toyota Safety Sense
ぶつからないをサポート。
プリクラッシュセーフティ
（歩行者［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）

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。

作動イメージ図

衝突の
可能性あり

衝突の
可能性高

衝突
不可避

衝突

経 過時間

警報ブザーとディスプレイ表示で危険をお知らせ
Ａ

マルチインフォメーション
ディスプレイ表示

Ａ：ブレーキ踏力を強力にアシスト
B

Ｂ：ブレーキを踏めなくても自動減速

■警報は対車両の場合は自車速度約15km/h ～140km/h※、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。
※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。

はみ出さないをサポート。

夜間の見やすさをサポート。

レーンディパーチャーアラート＊1

オートマチックハイビーム

＊1. 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。

■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイ・ロービームの切替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。

前のクルマの発進をお知らせ 。 ■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します。シフトポジションが［ P ］・［ R ］の時は作動しません。「 N 」の時はブレーキペダルを踏んでいなくても作動します。 ■先行車が
先行車発進告知機能

約 4 m 以上進んでも自車が止まったままだとシステムが判断した場合に作動します。なお、機能の ON/OFF および通知タイミングの変更が可能です。詳しくは取扱書を
ご覧ください。■先行車発進告知機能は、Toyota Safety Sense のセンサー技術を活用したその他の機能です。

■「インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］」
「Toyota Safety Sense」について、詳しくはベース車両カタログP26-27をご覧ください。

特別仕様車 F "Noble collection"は「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」です。
セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉
（サポカーS〈ワイド〉）は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。
自動（被害軽減）
ブレーキ
（対歩行者）やペダル踏み間違い時加速抑制装置などの安全運転を支援する装置を搭載し、
ドライバーの安全をサポートします。
特別仕様車
F "Noble collection"の
先進安全機能

特別装備 インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］
標準装備

Toyota Safety Sense ・プリクラッシュセーフティ

・レーンディパーチャーアラート ・オートマチックハイビーム

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

トヨタ スペイド 特別仕様車 F“Noble collection” 主要装備一覧表
特別装備

標準装備

メーカーオプション

（ご注文時に申し受けます）

メーカーセレクトパッケージ一覧表
メーカーセレクトパッケージ

（ご注文時に申し受けます）

特別仕様車
F“Noble collection”（2WD/4WD）

販売店装着オプション

特別装備

ベース車両
F（2WD/4WD）

足回り・外装
樹脂フルキャップ付
スーパークロームメタリック塗装樹脂フルキャップ付
175/65R15 タイヤ＆15×5J スチールホイール
アルミホイール（センターオーナメント付）
49,500円（消費税抜き45,000円）
スペアタイヤ
（応急用 Ｔ125/70Ｄ16）
11,000円
（消費税抜き10,000円）
＊1＊2
アウトサイドドアハンドル
メッキ加飾
シルバー塗装
バックドアガーニッシュ
メッキ加飾
ボディ同色
革調シボ付ルーフフィルム
ブラウン／ブラック＊3
安全装備
ディスチャージ（オートレベリング機能付）
HIDパッケージ
プロジェクター式
ヘッドランプ
ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付）
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）
HIDパッケージ
フォグランプ
フロント
（ハロゲン）
リヤ
（右側のみ）
＊4
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）
ウインドシールドグリーンガラス
（合わせ）
：
スーパーUVカットパッケージ
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カットパッケージ
スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉
カット機能付（撥水機能付）
＊5
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
スーパーUVカットパッケージ
Toyota Safety Sense ・プリクラッシュセーフティ
（歩行者
［昼］
検知機能付衝突回避支援タイプ/
レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
・レーンディパーチャーアラート
・オートマチックハイビーム

先行車発進告知機能
インテリジェントクリアランスソナー
28,600円（消費税抜き26,000円）
［パーキングサポートブレーキ
（静止物）］
＊6
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）
44,000円
（消費税抜き40,000円）
操作性
2本スポークステアリングホイール
本革巻き
ウレタン
シフトレバーノブ
本革巻き
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
＊7
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）
内装
ブラックインテリア（インストルメントパネル・ドアトリム・ピラー・ルーフ）
シート表皮
専用（メイン部：ツイード調ファブリック/
ファブリック
（トリコット・撥水タイプ）
サイド部・ヘッドレスト：合成皮革）
「ナノイー」
「ナノイー」
パッケージ
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」
パッケージ
専用加飾センタークラスターパネル
「ナノイー」
パッケージ
「ナノイー」
パッケージ
（パネル色：ピアノブラック塗装）
（パネル色：シルバー塗装）
インサイドドアハンドル
メッキ加飾
プラム色
シフトレバーベゼルリング
メッキ加飾
ブラック＊8
レジスターリング
サテン調
ブラック＊8
エンターテインメント・その他
スピーカー
4スピーカー
天井スピーカー（2個）
オーディオレスカバー
トヨタ純正ナビ・オーディオ
＊9
ETC車載器
＊10
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］
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
2WD車 15,400円
（消費税抜き14,000円）
＊13
4WD車 22,000円
（消費税抜き20,000円）
カラードドアミラー/補助ヒーター（PTCヒーター＊11）/リヤヒーターダクト など］＊12
＊13
【全車標準装備】 ⃝タイヤパンク応急修理キット＊1 ●ドアサッシュブラックアウト
（運転席側）
＊14 ●リヤウインドゥデフォッガー＊13
●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） ●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）＊15 ●スライドドアリフレクター ●緊急ブレーキシグナル ●ドアキー連動パワードアロック
（バックドア連動）
●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
（中敷きトレイ＋ゴムマット
付） ●アンブレラホルダー＊16 ●デッキアンダートレイ＊2＊17 ●運転席クッションサイドポケット ●助手席シートバックテーブル
（買い物フック付） ●センターマルチボックス（カップホルダー1個） ●カードホルダー＊10 ●アシストグリップ（助手席ピラー固定式、
運転席・助手席・リヤ左右席回転式［リヤ右席：コートフック一体型］） ●アクセサリーソケット
（DC12V 120W）
＊18 など
＊1.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。 ＊2.スペアタイヤを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。 ＊3.ボディカラーによってルーフフィルム色が異なります。詳しくは内外配色一覧表を
ご覧ください。 ＊4.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。 ＊5.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。 ＊6.字光式ナンバープレートは同時装着できません。
＊7.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。 ＊8.内装色フロマージュの場合、シフトレバーベゼルリングはプラム、
レジスターリングはフロマージュとなります。
＊9.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。 ＊10.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。 ＊11.PTC[自己温度制御システム]：
Positive Temperature Coefficient ＊12.寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。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。 ＊13.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。 ＊14.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。 ＊15.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。 ＊16.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。 ＊17.2WD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。 ＊18.120W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。 ＊19.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。 ＊20.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。 ＊21.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。 ＊22.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。
■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。 ■「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。 ■“Noble collection”は
グレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格＜
（消費税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。 ■「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。

メーカーセレクトパッケージ（ご注文時に申し受けます）

特別仕様車

ベース車両

F“Noble
collection”

F

販売店装着オプション

パッケージ内容

62,857円
62,857円 「ナノイー」
（消費税抜き
（消費税抜き 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」
57,143円）
＊13 57,143円）＊13
パッケージ
タイマー付リヤウインドゥデフォッガー
パネル色：
パネル色：
ピアノブラック塗装 シルバー塗装 専用加飾センタークラスターパネル
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、
トップシェード付
17,600円 UVカット機能、高遮音性ガラス、
スーパー
UVカット
（消費税抜き フロントドアガラス：スーパーUVカット
パッケージ
16,000円） ＋IR〈赤外線〉
カット機能付（撥水機能付）
＊5
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
23,000円 メッキ加飾：フロントグリル、
ドアミラー、
アウトサイドドアハン
ドレスアップ
（消費税抜き 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
パッケージ
レジスターリング
（サテン調）
20,909円） レバーベゼルリング、
HID
パッケージ
ナビレディ
パッケージ
＊19

57,619円 プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ
（消費税抜き （オートレベリング機能付）
52,381円） コンライト
（ライト自動点灯・消灯システム、
ランプオートカットシステム）
ステアリングスイッチ
（オーディオ操作）
＊21
31,000円
（消費税抜き28,182円） バックカメラ＊22
工場装着バックカメラ用ガイドキット＊22
＊20

ベース車両 トヨタ スペイド 主要諸元表

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）

F

2WD

車 両 型 式・重 量・性 能
車両型式
kg
kg
m
km/L
市街地モード
km/L
郊外モード
km/L
高速道路モード km/L
km/L
主要燃費改善対策

5BA-NSP141BEXFB● ※1
1,170 ※2
1,445 ※2
19.0
14.4
20.0
21.2

5.0

21.8

4WD
3BA-NCP145BEXFK ※1
1,230 ※2
1,505 ※2
14.8
11.0
16.0
16.4
—

（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

寸 法・定 員
全長
mm
3,995
全幅
mm
1,695
全高
mm
1,690
1,720
ホイールベース
mm
2,600
フロント/リヤ
mm
1,485/1,475
トレッド
最低地上高
mm
135
130
室内
長/幅/高
mm
2,160/1,420/1,380
乗車定員
名
5
エンジン
型式
2NR-FKE
1NZ-FE
総排気量
L
1.496
種類
直列4気筒DOHC
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.
80（109）/6,000
76
（103）
/6,000
最大トルク
〈ネット〉
N･m（kgf・m）/r.p.m.
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
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
ステアリング
ラック＆ピニオン
ストラット式コイルスプリング/
サスペンション
フロント/リヤ
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/
フロント/リヤ
ブレーキ
リーディングトレーリング式ドラム
駆動方式
前輪駆動方式
4輪駆動方式
トランスミッション
自動無段変速機（Super CVT-i）

●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）。
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。
●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.特別仕様車F“Noble collection”の車両型式の末尾には
（W）
が付きます。 ※2.SRSサイドエアバッグ
＆SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。
■“SPADE” “T-Connect” “EFI” “TOYOTA SAFETY SENSE” “Noble collection” 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

技 術と人 で、安 全 安 心 をサ ポ ート
詳しくはこちらをご覧ください。

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

https://toyota.jp
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
0 8 0 0 -700 - 7 7 0 0
オープン時 間 3 6 5 日 9：0 0 ～1 8：0 0
所 在 地 〒4 5 0 - 8 7 11 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。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
HDH12101-1910

