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Photo（表紙-P9）：特別仕様車 G“Cozy Edition”（2WD）［ベース車両はG（2WD）］。
ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉はメーカーオプション。LEDヘッドランプはメーカーオプション。　■表紙の写真は合成です。　　

  うちの家族にちょうどいい。
 このクルマが居心地いい。

“Cozy”とは“居心地のいい”という意味らしい。

私や子どもに嬉しい、快適な機能がたくさんあったり、

主張しすぎないけれど、質感が高いデザインだったり。

あれもこれも、と思っていた装備がズラリと揃っている。

これならうちの家族にピッタリ、と思った通り。

家族みんな、この居心地をすっかり気に入ってしまったみたいだ。
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  Special Comfort
特別装備
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あれもこれも、と思っていた装備がズラリと揃っている。

これならうちの家族にピッタリ、と思った通り。

家族みんな、この居心地をすっかり気に入ってしまったみたいだ。

ぬくもりが包み込んでくれるから
肌寒い日もリラックスできる。

寒がりな私には欠かせないシートヒーター。
クルマに乗り込んですぐ、
からだを優しくあたためてくれる。
運転にしっかり集中できるから、
冬のドライブも充実しそうだ。

運転席・助手席シートヒーター

ヒーター加温箇所

COMFORT PACKAGE



2

Photo（表紙-P9）：特別仕様車 G“Cozy Edition”（2WD）［ベース車両はG（2WD）］。
ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉はメーカーオプション。LEDヘッドランプはメーカーオプション。　■表紙の写真は合成です。　　

  うちの家族にちょうどいい。
 このクルマが居心地いい。

“Cozy”とは“居心地のいい”という意味らしい。

私や子どもに嬉しい、快適な機能がたくさんあったり、

主張しすぎないけれど、質感が高いデザインだったり。

あれもこれも、と思っていた装備がズラリと揃っている。

これならうちの家族にピッタリ、と思った通り。

家族みんな、この居心地をすっかり気に入ってしまったみたいだ。

特別仕様車

3

  Special Comfort
特別装備

  うちの家族にちょうどいい。
 このクルマが居心地いい。

“Cozy”とは“居心地のいい”という意味らしい。

私や子どもに嬉しい、快適な機能がたくさんあったり、

主張しすぎないけれど、質感が高いデザインだったり。

あれもこれも、と思っていた装備がズラリと揃っている。

これならうちの家族にピッタリ、と思った通り。

家族みんな、この居心地をすっかり気に入ってしまったみたいだ。

ぬくもりが包み込んでくれるから
肌寒い日もリラックスできる。

寒がりな私には欠かせないシートヒーター。
クルマに乗り込んですぐ、
からだを優しくあたためてくれる。
運転にしっかり集中できるから、
冬のドライブも充実しそうだ。

運転席・助手席シートヒーター

ヒーター加温箇所

COMFORT PACKAGE



4 5

シートだって汚れにくいから
過ごし方も自由になる。

  Special Comfort
特別装備

専用シート表皮
（ファブリック/撥水機能付）

ランチを広げられるテーブルに、
豊富な収納。過ごしやすさは抜群だ。
シートに飲み物をこぼしてしまった！ 
というアクシデントだって、
さっと拭えば済むという安心が
心に余裕を持たせてくれる。

シートバックテーブル
  ［買い物フック・ドリンクホルダー2個付］ 

（運転席・助手席）

COMFORT PACKAGE

助手席シート　　　　
バックポケット

5

すみずみまで上質なインテリアだから
気分が明るくなる。

家のリビングみたいに
くつろげるのは、
ふと触れたところがきれいに
飾られているからだと思う。
毎日過ごす空間のインテリアは
やっぱり大事だな、と実感する。

■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。　■画面はハメ込み合成です。

1

3

1： センタークラスターパネル
　（ピアノブラック塗装/シルバー加飾付）
　 オートエアコン（プッシュ式／ピアノブラックパネル）
2： メッキレジスターノブ 

4： メッキフロントインサイドドアハンドル
3： ドアアームレスト（ブラック/シルバー加飾付）

2

2

4

  Special Decolation
特別装備
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車両周辺を直接確認してください車両周辺を直接確認してください進路消去 縦列ガイド
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後ろもしっかり見えるから
車庫入れがスマートになる。

ナビに映った目安線があるから
狭い駐車場だって、
臆せず駐められるようになった。
細やかなサポートが
ドライブの始まりから終わりまでを
気持ちよくしてくれている。　

■写真は合成です。

   Special Drivability
特別装備

■シフトポジション「D」時はフロント4箇所、シフトポジション「R」時は、フロント
外側2箇所＋リヤ4箇所のセンサーが作動します。　■センサーの感知範囲、
作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転
ください。詳しくは取扱書をご覧ください。

コーナーセンサー（フロント4個/リヤ4個、接近お知らせ表示付）
クルマの前後のセンサーで障害物を検知。
距離に応じて警告音を変えてお知らせします。

標準装備

■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。　■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装着した場合に操作可能となります。

画面イメージ

ステアリングスイッチ
［オーディオ操作］バックカメラ

NAVI  READY PACKAGE
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頼もしい安全性能があるから安心してドライブを楽しめる。

 ■写真は合成です。

   Standard Safety
標準装備

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）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置など、安全運転を
支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポート
します。 ■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。

＜特別仕様車G“Cozy Edition”の先進安全機能＞ 
■衝突回避支援システム（スマートアシストⅢ）［衝突警報機能（対車両・対歩行者）／
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）／誤発進抑制制御機能（前方・後方）
／車線逸脱警報機能／オートハイビーム／先行車発進お知らせ機能］

クルマだけでなく、
歩行者との衝突回避もサポート

駐車場でペダルを
踏み間違えた時に、急発進を抑制

衝突警報機能（対車両・対歩行者）／
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）

誤発進抑制制御機能
（前方・後方）

標準装備

衝突回避支援システム
（スマートアシストⅢ）

　　■スマートアシストⅢに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストⅢは、ドライバーの判断を補助 し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候
時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありませ ん。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏む
など距離を保ち、安全運転を心がけてください。　■スマートアシストⅢの認識性能・制御性能には限界があります。ド ライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動
が遅れる場合があります。　■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソ ナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。　■作動条件下であっても、シス
テムが作動しない場合があります。　■このほか、スマートアシストⅢについて重要な注意事項が記載されて おりますので、詳しくは取扱書をご覧ください。　■スマートアシストⅢの詳細は、販売店におたずねください。

特別仕様車G“Cozy Edition”は「セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞」です。
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→スマートアシストⅢの詳細は ベース車両カタログをご覧ください。

 ■写真は合成です。

   Standard Safety
標準装備

信号待ちでのうっかりを防止ハイ&ロービームを自動で切り替え
夜道の前方視界を確保

高速道路で起こりやすい
車線からのはみ出しを防ぐ

先行車発進お知らせ機能オートハイビーム車線逸脱警報機能

　　■スマートアシストⅢに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストⅢは、ドライバーの判断を補助 し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候
時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありませ ん。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏む
など距離を保ち、安全運転を心がけてください。　■スマートアシストⅢの認識性能・制御性能には限界があります。ド ライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動
が遅れる場合があります。　■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソ ナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。　■作動条件下であっても、シス
テムが作動しない場合があります。　■このほか、スマートアシストⅢについて重要な注意事項が記載されて おりますので、詳しくは取扱書をご覧ください。　■スマートアシストⅢの詳細は、販売店におたずねください。
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など距離を保ち、安全運転を心がけてください。　■スマートアシストⅢの認識性能・制御性能には限界があります。ド ライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動
が遅れる場合があります。　■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソ ナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。　■作動条件下であっても、シス
テムが作動しない場合があります。　■このほか、スマートアシストⅢについて重要な注意事項が記載されて おりますので、詳しくは取扱書をご覧ください。　■スマートアシストⅢの詳細は、販売店におたずねください。
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後ろ姿にこだわっているから
さりげない個性が出せる。

シンプルなスタイルが気に入っているけれど
華やかさもほしい。
クルマを降りて、ふと振り返った時に
バックドアのメッキが輝いている。
これくらいのさりげなさが
わが家らしいオシャレなのだと思う。

   Special Decolation
特別装備

メッキバックドアガーニッシュ



■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。　
■“Cozy Edition”はグレード名称ではありません。　■“キーフリーシステム” “スマートアシスト”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。　
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’18年11月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
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◆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）　
☆メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）　
□販売店装着オプション　
※金額の（　 ）内は消費税抜き価格

特別仕様車 ベース車両

G“Cozy 
Edition” G

2WD / 4WD

外装・メカニズム
165/65R14タイヤ＆14×5Jアルミホイール
（センターオーナメント付） △ 43,200円（40,000円）

165/65R14タイヤ＆14×5Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ） ● ●

タイヤパンク応急修理キット ＊1 ● ●

スペアタイヤ（応急用） ＊1 △ 10,800円（10,000円）

メッキバックドアガーニッシュ ◆ ー

ドアサッシュブラックアウト
（フロント・センターピラー） ＊2 ● ●

UVカット・IRカット機能付ウインドシールド
グリーンガラス ＊3 ● ●

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・フロントクォーター） ● ●

アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）　 ● ●

クルーズコントロール ● ●

安全装備
LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付） △ 64,800円（60,000円）

LEDフロントフォグランプ＋LEDイルミネーションランプ △ 21,600円（20,000円）

LEDリヤランプ（テール&ストップランプ） ● ●

リヤフォグランプ（バンパー中央） ＊4 □ □

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（サイドアンダーミラー＊5付） ● ●

ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（ミスト機能付） ● 車速感応式

衝突回避支援システム（スマートアシストⅢ）＊6
〈衝突警報機能（対車両・対歩行者）、
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）、
誤発進抑制制御機能（前方・後方）、車線逸脱警報機能、
オートハイビーム、先行車発進お知らせ機能〉

● ●

コーナーセンサー
（フロント4個/リヤ4個、接近お知らせ表示付） ● ●

EBD（電子制動力配分制御）付ABS&ブレーキアシスト　 ● ●

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） ＊7 △

49,680円（46,000円）

操作性
ステアリングスイッチ（TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ操作） ● ●

インパネセンターシフト（シフトイルミネーション付） ● 6ポジション

パノラミックビュー
（ステアリングスイッチ［オーディオ操作］付） ー

△ 45,360円
（42,000円）
＊5＊6

＊8＊9＊10

パワースライドドア（ワンタッチオープン・
予約ロック・挟み込み防止機能付）［運転席側/助手席側］ ● ●

キーフリーシステム
〈イモビライザー［国土交通省認可品］機能・
リクエストスイッチ（運転席/助手席/バックドア）・
アンサーバック機能付・電子カードキー2本〉

＊11 ● ●

オプティトロンメーター（2眼） ● ●

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ＊10 ● ●

特別仕様車 ベース車両

G“Cozy 
Edition” G

2WD / 4WD

内装

シート表皮（ファブリック）
◆

カスタム専用
（撥水機能付）

●

メッキフロントインサイドドアハンドル ◆ ー

メッキレジスターノブ ◆ ー

センタークラスターパネル
◆

ピアノブラック
塗装（シルバー
加飾付）

●
ピアノ

ブラック調

ドアアームレスト ◆ブラック
（シルバー加飾付）

●
ブラウン

助手席シートバックポケット ◆ ー

多機能デッキボード（防汚シート付） ＊1 ● ●

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊12 ● フロント

オートエアコン（プッシュ式）
◆

ピアノブラック
パネル

● 
シルバー
パネル

フロアマット □
特別仕様車用 □

エンターテインメント・その他
オーディオレス（カバーレス） ● 4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　　　　　  　＊10＊13 □ □

寒冷地仕様（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・ウインドシールドデアイ
サー・PTCヒーター＊14 など）

＊15 △
23,760円（22,000円）

全車標準装備　●スタビライザー（フロント）　●UVカット機能付プライバシーガラス
（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）　●ヒルスタートアシストコントロール　
●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）　●大型
導光式LEDハイマウントストップランプ　●コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）　
●防眩インナーミラー　●リバース連動間欠リヤワイパー　●リヤウインドゥデ
フォッガー　●VSC&TRC　●緊急ブレーキシグナル　●ELR付3点式フロントシート
ベルト（プリテンショナー&フォースリミッター機構付）　●ELR付3点式リヤシート
ベルト＊7　●全席シートベルト締め忘れ警告灯＋ブザー　●衝撃感知式フューエル
カットシステム　●衝突安全ボディ　●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー　
●チャイルドプロテクター（スライドドア）　●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）＊16　●ランプ消し忘れ防止機能　
●ウレタン3本スポークステアリングホイール（シルバー加飾付）　●デジタルクロック　
●イージークローザー（スライドドア左右）　●フロントシートウォークスルー　●運転
席シート上下アジャスター　●フロントセンターアームレスト　●メッキシフトレバー
ボタン　●脱着式大型センターダストボックス　●助手席オープントレイ（オレンジ）　
●助手席シートアンダートレイ　●デッキボックス＊1　●格納式リヤドアサンシェード　
●乗降用大型アシストグリップ（大人用グリップ＋子ども用グリップ）　●アシストグリップ
（助手席・リヤ左右席）＊7　●後席ステップランプ（左右）　●デッキサイドランプ（左側
［ドア連動］）　●クリーンエアフィルター　●ルーフアンテナ（可倒式）　など

メーカーパッケージオプション

イルミネーション
パッケージ

運転席・助手席足元照明
＋助手席オープントレイ照明
＋センターフロアトレイ照明

☆
16,200円（15,000円）

ナビレディ
パッケージ ＊6 

バックカメラ ＊17

◆

☆
29,160円

（27,000円）
＊8

ステアリングスイッチ
［オーディオ操作］ ＊9

コンフォート
パッケージ

運転席・助手席シートヒーター

◆
☆

22,680円
（21,000円）

シートバックテーブル
［買い物フック・ドリンクホルダー
2個付］（運転席・助手席）

トヨタ タンク 特別仕様車 G“Cozy Edition” 主要装備一覧表



■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。　
■“Cozy Edition”はグレード名称ではありません。　■“キーフリーシステム” “スマートアシスト”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。　
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’18年11月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
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◆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）　
☆メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）　
□販売店装着オプション　
※金額の（　 ）内は消費税抜き価格

特別仕様車 ベース車両

G“Cozy 
Edition” G

2WD / 4WD

外装・メカニズム
165/65R14タイヤ＆14×5Jアルミホイール
（センターオーナメント付） △ 43,200円（40,000円）

165/65R14タイヤ＆14×5Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ） ● ●

タイヤパンク応急修理キット ＊1 ● ●

スペアタイヤ（応急用） ＊1 △ 10,800円（10,000円）

メッキバックドアガーニッシュ ◆ ー

ドアサッシュブラックアウト
（フロント・センターピラー） ＊2 ● ●

UVカット・IRカット機能付ウインドシールド
グリーンガラス ＊3 ● ●

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・フロントクォーター） ● ●

アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）　 ● ●

クルーズコントロール ● ●

安全装備
LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付） △ 64,800円（60,000円）

LEDフロントフォグランプ＋LEDイルミネーションランプ △ 21,600円（20,000円）

LEDリヤランプ（テール&ストップランプ） ● ●

リヤフォグランプ（バンパー中央） ＊4 □ □

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（サイドアンダーミラー＊5付） ● ●

ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（ミスト機能付） ● 車速感応式

衝突回避支援システム（スマートアシストⅢ）＊6
〈衝突警報機能（対車両・対歩行者）、
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）、
誤発進抑制制御機能（前方・後方）、車線逸脱警報機能、
オートハイビーム、先行車発進お知らせ機能〉

● ●

コーナーセンサー
（フロント4個/リヤ4個、接近お知らせ表示付） ● ●

EBD（電子制動力配分制御）付ABS&ブレーキアシスト　 ● ●

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） ＊7 △

49,680円（46,000円）

操作性
ステアリングスイッチ（TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ操作） ● ●

インパネセンターシフト（シフトイルミネーション付） ● 6ポジション

パノラミックビュー
（ステアリングスイッチ［オーディオ操作］付） ー

△ 45,360円
（42,000円）
＊5＊6

＊8＊9＊10

パワースライドドア（ワンタッチオープン・
予約ロック・挟み込み防止機能付）［運転席側/助手席側］ ● ●

キーフリーシステム
〈イモビライザー［国土交通省認可品］機能・
リクエストスイッチ（運転席/助手席/バックドア）・
アンサーバック機能付・電子カードキー2本〉

＊11 ● ●

オプティトロンメーター（2眼） ● ●

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ＊10 ● ●

特別仕様車 ベース車両

G“Cozy 
Edition” G

2WD / 4WD

内装

シート表皮（ファブリック）
◆

カスタム専用
（撥水機能付）

●

メッキフロントインサイドドアハンドル ◆ ー

メッキレジスターノブ ◆ ー

センタークラスターパネル
◆

ピアノブラック
塗装（シルバー
加飾付）

●
ピアノ

ブラック調

ドアアームレスト ◆ブラック
（シルバー加飾付）

●
ブラウン

助手席シートバックポケット ◆ ー

多機能デッキボード（防汚シート付） ＊1 ● ●

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊12 ● フロント

オートエアコン（プッシュ式）
◆

ピアノブラック
パネル

● 
シルバー
パネル

フロアマット □
特別仕様車用 □

エンターテインメント・その他
オーディオレス（カバーレス） ● 4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　　　　　  　＊10＊13 □ □

寒冷地仕様（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・ウインドシールドデアイ
サー・PTCヒーター＊14 など）

＊15 △
23,760円（22,000円）

全車標準装備　●スタビライザー（フロント）　●UVカット機能付プライバシーガラス
（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）　●ヒルスタートアシストコントロール　
●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）　●大型
導光式LEDハイマウントストップランプ　●コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）　
●防眩インナーミラー　●リバース連動間欠リヤワイパー　●リヤウインドゥデ
フォッガー　●VSC&TRC　●緊急ブレーキシグナル　●ELR付3点式フロントシート
ベルト（プリテンショナー&フォースリミッター機構付）　●ELR付3点式リヤシート
ベルト＊7　●全席シートベルト締め忘れ警告灯＋ブザー　●衝撃感知式フューエル
カットシステム　●衝突安全ボディ　●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー　
●チャイルドプロテクター（スライドドア）　●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）＊16　●ランプ消し忘れ防止機能　
●ウレタン3本スポークステアリングホイール（シルバー加飾付）　●デジタルクロック　
●イージークローザー（スライドドア左右）　●フロントシートウォークスルー　●運転
席シート上下アジャスター　●フロントセンターアームレスト　●メッキシフトレバー
ボタン　●脱着式大型センターダストボックス　●助手席オープントレイ（オレンジ）　
●助手席シートアンダートレイ　●デッキボックス＊1　●格納式リヤドアサンシェード　
●乗降用大型アシストグリップ（大人用グリップ＋子ども用グリップ）　●アシストグリップ
（助手席・リヤ左右席）＊7　●後席ステップランプ（左右）　●デッキサイドランプ（左側
［ドア連動］）　●クリーンエアフィルター　●ルーフアンテナ（可倒式）　など

メーカーパッケージオプション

イルミネーション
パッケージ

運転席・助手席足元照明
＋助手席オープントレイ照明
＋センターフロアトレイ照明

☆
16,200円（15,000円）

ナビレディ
パッケージ ＊6 

バックカメラ ＊17

◆

☆
29,160円
（27,000円）

＊8
ステアリングスイッチ
［オーディオ操作］ ＊9

コンフォート
パッケージ

運転席・助手席シートヒーター

◆
☆

22,680円
（21,000円）

シートバックテーブル
［買い物フック・ドリンクホルダー
2個付］（運転席・助手席）

トヨタ タンク 特別仕様車 G“Cozy Edition” 主要装備一覧表
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G
2WD 4WD

車両型式・重量・性能 
車両型式 DBA-M900A-BGBGE●※1 DBA-M910A-BGBGE●※1
車両重量 kg 1,070 1,130
車両総重量 kg 1,345 1,405

燃料消費率（国土交通省審査値）  km/L 24.6 22.0

主要燃費改善対策 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、
自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御

最小回転半径 m 4.6

寸法・定員 
全長 mm 3,700
全幅 mm 1,670
全高 mm 1,735
ホイールベース mm 2,490

トレッド
フロント mm 1,465
リヤ mm 1,475 1,445

最低地上高 mm 130
室内 長/幅/高 mm 2,180/1,480/1,355
乗車定員  　　名 5

エンジン
型式 1KR-FE
種類 直列3気筒DOHC
総排気量       L  0.996
最高出力〈ネット〉 kW［PS］/r.p.m. 51［69］/6,000
最大トルク〈ネット〉 N・m［kgf・m］/r.p.m. 92［9.4］/4,400
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量     L    36 38
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

走行装置・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

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

トレーリングリンク車軸式
コイルスプリング

ブレーキ フロント/リヤ ベンチレーテッドディスク/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 四輪駆動方式
トランスミッション  CVT

＊1.

＊2.
＊3.
＊4.
＊5.
＊6.
＊7.

＊8.
＊9.
＊10 .

＊11 .

＊12.

＊13.

＊14.
＊15.
＊16.

＊17.

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、多機能デッキボードの防汚シートは非装着となり、床下のデッキボックスは小型となります。
また、多機能デッキボードを跳ね上げるとスペアタイヤが露出した状態となります。
ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉を選択した場合、ボディ同色となります。
寒冷地仕様を選択した場合、ウインドシールドデアイサーが追加されます。　
寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。　
パノラミックビュー（ステアリングスイッチ［オーディオ操作］付）を選択した場合、サイドアンダーミラーは非装着となり、カメラ（左右）付となります。
字光式ナンバープレートは装着できません。
SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、ELR付3点式リヤシートベルト（左右席）は
プリテンショナー&フォースリミッター機構付となり、アシストグリップは運転席にも装着されます。
パノラミックビュー（ステアリングスイッチ［オーディオ操作］付）とナビレディパッケージは同時装着できません。
ステアリングスイッチ［オーディオ操作］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。
パノラミックビュー（ステアリングスイッチ［オーディオ操作］付）を選択した場合、カメラ画像はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
販売店装着オプションのナビゲーションシステム（パノラミックビュー対応モデル）を装着した場合は、ナビゲーション画面への表示が可能です。
植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に
植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
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。
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 Coeffi cient
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。 
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。　
バックカメラ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装着が必要です。

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/

※「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

■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。

■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。

●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）。詳しくは販売店に
おたずねください。

※1.特別仕様車 G “Cozy Edition”の車両型式の末尾
には（A）がつきます。
■“TANK” “EFI” “VSC” “TRC” “OPTITRON” 
“T-Connect”はトヨタ自動車（株）の商標です。　
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　
■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

ベース車両 トヨタ タンク 主要諸元表



フロアマット（特別仕様車用）
1台分 20,520円（消費税抜き19,000円）〈A0UD〉

■トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準を
クリアしています。 ■他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’18年11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おりますので、詳しくは各販
売店におたずねください。 ■トヨタ純正用品について保証修理をうけられ
る期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に
取り付けた日（販売した日）から3年間となります。ただし、その期間内でも
走行距離が60,000kmまでとなります。

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。  

特別仕様車 G“Cozy Edit ion”

＊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8％込み）’18年11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（9,420円＜'18年11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。

2 W D

4 W D

1,730,160円（消費税抜き 1,602,000円）

1,753,920円（消費税抜き 1,624,000円） 

メーカー希望小売価格＊2

北海道地区メーカー希望小売価格＊3

1,902,960円（消費税抜き 1,762,000円） 

1,926,720円（消費税抜き 1,784,000円） 

メーカー希望小売価格＊2

北海道地区メーカー希望小売価格＊3

＊1.レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉、プラムブラウンクリス
タルマイカ〈R59〉、パールホワイトⅢ〈W24〉はメーカーオプション
＜32,400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8％込み）’18年11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。

ロゴアップ 縁取り部

インテリアのアクセントカラーである
シルバーに合わせて、縁取りにも
シルバーを採用しました。

色：グレー   材質：ポリプロピレン

C o l o r  Va r i a t i o n

P r i c e S p e c i a l  A c c e s s o r y

■写真は助手席。

レーザーブルークリスタル
シャイン〈B82〉＊1 ブライトシルバーメタリック〈S28〉プラムブラウンクリスタル

マイカ〈R59〉＊1

パールホワイトⅢ〈W24〉＊1

ファイアークォーツレッド
メタリック〈R67〉

ブラックマイカメタリック〈X07〉

PA011504-1902

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのタンク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 ’ 00年0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。

https://toyota.jp

PA011504-1904

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのタンク取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　オープン時間365日9：00～18：00 
所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。　（このカタログの内容は ’ 19年4月現在のもの）  ボディカラーおよび内装色は撮影、
印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

発進・加速はゆるやかに。
エコドライブに心がけよう。

https://toyota.jp


