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HYBRID F Safety Edition Ⅲ /1.3F Safety Edition Ⅲ /1.0F Safety Edition Ⅲ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　オープン時間365日9：00～18：00
所在地〒450 - 8711  名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。　（このカタログの内容は ’19年10月現在のもの）
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

NZ011508-1910

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヴィッツ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

特 別 仕 様 車



※「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート
詳しくはこちらをご覧ください。
https://toyota.jp/sapotoyo/

特別仕様車 HYBRID F“Safety EditionⅢ”・1.3F“Safety EditionⅢ”は
「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」、特別仕様車 1.0F“Safety Edition Ⅲ”は
「セーフティ・サポートカー」です。　　　

セーフティ・サポートカー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。

踏み間違えても
衝突回避を最優先にサポート。

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）］

※1.0F“Safety Edition Ⅲ”を除く。

8つのソナーで前後の壁やガラスを検知。コンビニの駐車場など
で万が一アクセルを踏み間違えた時に衝突回避をサポート
するシステムです。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／ハイブリッドシステム
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。

MORE SAFETY,
       MORE STYLISH.

 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）]   ※1.0F“Safety EditionⅢ”には設定なし。

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

 特別仕様車
“Safety EditionⅢ”
 の先進安全機能

■インテリジェントクリアランスソナーは自動（被害軽減）ブレーキが働く システムですが、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。

01.SAFETY特別装備   
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Photo：特別仕様車HYBRID F“Safety Edition Ⅲ”（ベース車両はHYBRID F）。ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。   ■写真・図はインテリジェントクリアランスソナーの作動イメージです。　■写真・図のソナーの検知範囲はイメージです。

TFTマルチイン
フォメーション
ディスプレイ表示

エンジン／ハイブリッドシステム出力抑制

自動（被害軽減）ブレーキ！

ブレーキ制御

＊初代ヴィッツ 1999年1月13日発売

8つのソナーが
静止物を検知し、
自動 （被害軽減）
ブレーキが作動。 安全に、スタイリッシュに。

先進のランプ類を特別装備。

A   Bi-Beam LEDヘッドランプ
      （オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾）
      ＋LEDクリアランスランプ

B   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）

C   フロントフォグランプ 
1灯でハイ・ロービームを切り替えられるBi-Beam LEDヘッドランプと
ライン発光のLEDを用いたクリアランスランプによって、高い視認性と
ともに個性的な表情を演出。また、車外の明るさに応じて自動でヘッド
ランプなどを点灯・消灯するコンライトやフロントフォグランプも装備。
デザイン性と安全性の両面で価値を高める装備を充実させました。

PiPiPi

［センサーイメージ図］

バック
センサー

フロント
センサー

リヤコーナーセンサー（右）

リヤコーナーセンサー（左）

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）

Pi-!

A

C

B

※ハイブリッド車は標準装備。

※リヤコンビネーションランプはベース車両と同じ仕様になります。

踏み間違え時に、
自動（被害軽減）ブレーキ！

ソナーで検知して　　　　　　
ブザーとディスプレイ表示でお知らせ！

20年の進化がもたらした、
頼れる安全と無二のスタイル。

誕生から20年＊。機能もデザインも 
常に進化を重ねてきたヴィッツに、

安全性を重視した特別仕様車が登場しました。
踏み間違い時のサポートブレーキから、

歩行者（昼間）も検知する衝突回避支援、
視認性を高めるランプ類まで、頼れる装備を充実。

今日よりも安全な明日を、
鋭い眼差しで見つめる、ヴィッツです。

■インテリジェントクリアランスソナーは自動（被害軽減）ブレーキが働く システムですが、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。

02.SAFETY特別装備   
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ぶつからないをサポートする
“自動（被害軽減）ブレーキ” 

はみ出さないをサポートする
“ 車線はみ出しアラート”

進路上の車両や歩行者（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。

レーンディパーチャーアラート＊1は、道路上の白線（黄線）を単眼カメラ
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。
＊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。

Photo：特別仕様車HYBRID F“Safety Edition Ⅲ”           （ベース車両はHYBRID F）。　 ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。　 ■写真・図はToyota Safety Sense・先行車発進告知機能の作動イメージです。　■写真・図のカメラ、レーダーの検知範囲およびヘッドランプの照射範囲はイメージです。

PiPiPiPiPiPi

※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。

プリクラッシュセーフティについて

Toyota Safety Sense       

■ 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。

レーンディパーチャー
アラート

 プリクラッシュセーフティ
（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）

03.SAFETY特別装備   
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夜間の見やすさをサポートする
“ 自動ハイビーム”

前のクルマの発進をお知らせ。＋

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。

信号待ちや渋滞で先行車に続いて停止し、先行車の発進に気づかずその
ままでいる場合には、ブザーとディスプレイ表示でお知らせします。

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

■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイビーム・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。

ハイビーム

Photo：特別仕様車HYBRID F“Safety Edition Ⅲ”           （ベース車両はHYBRID F）。　 ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。　 ■写真・図はToyota Safety Sense・先行車発進告知機能の作動イメージです。　■写真・図のカメラ、レーダーの検知範囲およびヘッドランプの照射範囲はイメージです。

事故の起きやすい高速度域や夜間、車線逸脱など、さまざまなシーンをカバーする先進の予防安全パッケージ。
歩行者（昼間）検知にも対応し、より幅広くドライバーの安全運転をサポートします。

Pi

ロービーム
自動
切り替え

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。

歩行者（昼間）も検知して
衝突回避をサポート。

オートマチック
ハイビーム

先行車発進
告知機能

”

”
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先行車や対向車のランプなどを検出すると、
自動でハイビームからロービームへ切り替え。

前方にクルマがいない時は、
ハイビームで遠くまで見通せる。



COLOR VARIATION ■写真はすべて特別仕様車HYBRID F “Safety Edition Ⅲ”。

Photo：特別仕様車HYBRID F“Safety Edition Ⅲ”（ベース車両はHYBRID F）。内装色はブラック。フロアマット（特別仕様車用）は販売店装着オプション。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーション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。  

メーカーオプション＊

居心地のよい、上質な空間をコーディネート。

特別設定色 特別設定色 特別設定色

センシュアルレッドマイカ〈3T3〉 ジュエリーパープルマイカメタリック〈9AR〉 ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉ダークブルーマイカ〈8S6〉

室内にも、落ち着き
という安心感を。

”

”

INTERIOR特別装備   
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＊ ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、センシュアルレッド
マイカ〈3T3〉はメーカーオプション＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞と
なります。  ■「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。  ■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。  ■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。

　ボディカラー〈カラーコード〉 内装色

　センシュアルレッドマイカ〈3T3〉＊

ブラック

　ダークブルーマイカ〈8S6〉

　ジュエリーパープルマイカメタリック〈9AR〉

　ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊

　シルバーメタリック〈1F7〉

　ブラックマイカ〈209〉

内外配色一覧表
■ 特別設定　

■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。　■フロアマット（特別仕様車用）は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10％込み）’19年10月現在のもの〉
で参考価格です。　■トヨタ純正用品について保証を受けられる期間は、商品を取り付けた日から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。

シックなカラーの配色に、メッキや艶ありブラックの
アクセントが際立つコーディネート。
心落ち着く安心感や、デザイン面での上質さを、
インテリアでも大切にしています。

メーカーオプション＊

シフトレバーベゼル
（ブラックマイカ塗装）

専用ファブリックシート表皮
（グレー＆ブラック）

&専用ステッチ
（ライトグレー［前席のみ］）

フロントパワーウインドゥスイッチ
ベース（ブラックマイカ塗装）

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詳しくは
販売店にご相談ください。

マニュアルエアコンダイヤル部
（メッキ加飾） ※ガソリン車

センターレジスターノブ
（メッキ加飾）

アウトサイドドアハンドル（メッキ加飾）

スマートエントリー＆スタートシステム／
イルミネーテッドエントリーシステム

（パワーまたはエンジンスイッチ）

サイドスタイルに輝くメッキのアクセント。

クルマの乗り降り、始動をもっと快適に。

■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0.7～1.0m、室内検知エリア（エンジンの始動／ハイ
ブリッドシステムの起動）は前席・後席となります。

フロアマットを固定する工夫が施されています。
運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットをしっかり固定。
走行中のマットのずれを防止します。取り外しもスムーズにできます。

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

インテリアのアクセントカラーに合わ
せて、縁取りにグレーを採用しました。
色：ブラック
1台分 16,500円 
（消費税抜き 15,000円）〈A0GD〉
※写真は助手席側

フロアマット（特別仕様車用）

専用ファブリックフロントドアトリムオーナメント
（ブラック）&インサイドドアハンドル（メッキ加飾）

スタンダードフロントシート
（分離式ヘッドレスト）

インパネオーナメント（オーバルドットパターン）／
サイドレジスターノブ・ベゼル（メッキ加飾）　

ブラックマイカ〈209〉シルバーメタリック〈1F7〉ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉

EXTERIOR

COMFORT

特別装備   

特別装備   

ドアロック施錠

ドアロック解錠

エンジンスイッチ（ガソリン車）

スマートキー
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●スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス　●UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア・バックドア）　●ハイブリッドシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ）〈ハイブ
リッド車〉　●タイヤパンク応急修理キット＊1　●VSC＆TRC　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●緊急ブレーキシグナル　●ヒルスタートアシストコント
ロール　●車両接近通報装置〈ハイブリッド車〉　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）　●リヤワイパー　●電動パワーステアリング　●センターコンソールトレイ＆リヤカップホルダー
（2個）＊21　●カードホルダー ＊22　●回転式アシストグリップ（フロント1）＊9　●ボタン型コートフック（リヤ片側）＊10　●サンバイザー（運転席バニティミラー＋運転席チケット
ホルダー付＋フタ付）　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊23　●盗難防止システム（イモビライザーシステム）〔国土交通省認可品〕　など
＊1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装備されません。　＊2. ランプオートカットシステム付。　＊3. Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとな
ります。　＊4. Toyota Safety Senseを選択した場合、メーターサイドボックスは非装着となります。　＊5. 字光式ナンバープレートは装着できません。　＊6. インテリジェントクリアランスソナーはToyota Safety Sense
を選択した場合に装着できます。　＊7. 4WD車はインテリジェントクリアランスソナーとTFTマルチインフォメーションディスプレイ、ステアリングスイッチ（オーディオ・マルチインフォメーション操作）がセットでメー
カーオプションとなります。またアナログメーターがシルバー塗装メーターリング（タコメーター付）に変更となります。 ＊8. 1.3F（4WD）はインテリジェントクリアランスソナーとナビレディセットを同時装着した場合、
ステアリングスイッチ（ハンズフリー操作）は装着されず、合計価格から4,400円（消費税抜き4,000円）減額されます。　＊9. 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、回転式アシス
トグリップはフロント2・リヤ2となります。　＊10. 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、アシストグリップ一体型コートフック（リヤ片側）が装着されます。　＊11. 寒冷地仕様を
選択した場合、ヒーター付となります。　＊12. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。　＊13. オーディオ操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲー
ションシステムを装着した場合に操作可能となります。　＊14. 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。　＊15. ★C【スマートエントリーセット】を選
択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはパワースイッチ（ガソリン車はエンジンスイッチ）＋フロントパーソナルランプ＋インテリアランプとなり、コインポケットは装着されません。　＊16. ★D【スマイルシー
トセット】を選択した場合に選択できます。　＊17. 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。　＊18. 後退時にステアリング操作に
連動する予想進路線を画面表示するためには、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。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。　＊19. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE
をご覧いただくか販売店におたずねください。　＊20. 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います。また、熱線式ウインドシールドデアイサーなどが装着されます。
なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。　＊21. リヤカップホルダーは、2WD車と4WD車では形状が異なります。　＊22. 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
ホルダーは非装着となります。　＊23. 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。　
■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「メーカーセットオプション」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。　■“Safety Edition Ⅲ”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。
★A【LEDランプセット】ハイブリッド車＜88,000円（消費税抜き80,000円）＞/ガソリン車＜96,800円（消費税抜き88,000円）＞　★B【ナビレディセット】1.3F“Safety Edition Ⅲ”
（4WD）＜45,100円（消費税抜き41,000円）＞/ハイブリッド車、1.3L車（2WD）＜47,300円（消費税抜き43,000円）＞/1.0L車、1.3F（4WD）＊8＜49,500円（消費税抜き45,000円）＞　
★C【スマートエントリーセット】＜35,200円（消費税抜き32,000円）＞　★D【スマイルシートセット】＜11,000円（消費税抜き10,000円）＞　
※★A【LEDランプセット】、★D【スマイルシートセット】は特別仕様車“Safety Edition Ⅲ”には設定されません。

トヨタ ヴィッツ 特別仕様車 HYBRID F“Safety Edition Ⅲ”/1.3F“Safety Edition Ⅲ”/1.0F“Safety Edition Ⅲ” 主要装備一覧表 ベース車両 トヨタ ヴィッツ 主要諸元表

トヨタ ヴィッツ 特別仕様車
HYBRID F “Safety Edition Ⅲ”/1.3F “Safety EditionⅢ”/1.0F “Safety Edition Ⅲ” 価格表

■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）
■メーカーセットオプション（ご注文時に申し受けます）
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両
HYBRID F

“Safety Edition Ⅲ”
F

“Safety Edition Ⅲ” HYBRID F F
ハイブリッド
1.5L（2WD）

1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・4WD）

ハイブリッド
1.5L（2WD）

1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・4WD）

■外装・メカニズム
アウトサイドドアハンドル メッキ加飾 カラード

エアスパッツ
フロント・センター・リヤ 2WD車   2WD車
フロント・リヤ
リヤ 4WD車 4WD車

185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイール（センターオーナメント付） ハイブリッド車/1.3L（2WD）車 59,400円（消費税抜き54,000円）
4WD車 63,800円（消費税抜き58,000円）

175/70R14 タイヤ＆5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 1.3L（2WD）車 1.3L（2WD）車
165/70R14 タイヤ＆5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 1.0L車/4WD車 1.0L車/4WD車
スペアタイヤ（応急用）T125/70D16 11,000円（消費税抜き10,000円）＊1
アイドリングストップ機能（Stop&Start System） 1.3L（2WD）車 1.3L（2WD）車
ECB（電子制御ブレーキシステム）
モードスイッチ（エコドライブモード＋EVドライブモード）
■安全装備
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

＊2 44,000円（消費税抜き40,000円）
＊3＊4

先行車発進告知機能 ＊3

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）］ ※除く1.0L車 ＊5 1.3L車 28,600円

（消費税抜き26,000円）＊6
1.3L（2WD）車28,600円（消費税
抜き26,000円）4WD車61,600円
（消費税抜き56,000円）＊6＊7＊8 

ドライブスタートコントロール 1.3L車 1.3L車
アクティブトルクコントロール4WD 4WD車 4WD車
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） ＊9＊10 44,000円（消費税抜き40,000円）

ヘッドランプ

Bi-Beam LED（オートレベリング機能付・
スモークメッキ加飾）＋LEDクリアランスランプ ★A

プロジェクター式ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾）
マルチリフレクター式ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾）

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） ★A
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 ＊11
フロントフォグランプ 11,000円（消費税抜き10,000円）
リヤフォグランプ（バンパー中央） ＊12
リヤコンビ
ネーションランプ

LEDライン発光テールランプ＆6灯LEDストップランプ ★A
LEDテール＆ストップランプ

■操作性

アナログメーター シルバー塗装メーターリング （タコメーター付） ハイブリッド専用 1.3L（2WD）車 4WD車 ハイブリッド専用 1.3L（2WD）車 4WD車＊7
ブラック塗装メーターリング 1.0L車 1.0L車/4WD車

TFTマルチインフォメーションディスプレイ 1.3L（2WD）車 4WD車 1.3L（2WD）車 4WD車＊7
マルチインフォメーションディスプレイ 1.0L車 1.0L車/4WD車
ハイブリッドシステムインジケーター
3本スポークステアリングホイール ブラックマイカ塗装・ウレタン

ステアリング
スイッチ

オーディオ＋ハンズフリー操作 ＊13 1.0L車 ★B 1.0L車/4WD車 ★B

オーディオ操作 ＊13 ★B 1.3L（2WD）車 
★B 4WD車 ★B 1.3L（2WD）車 

★B 4WD車＊7

マルチインフォメーション操作 1.3L（2WD）車 4WD車 1.3L（2WD）車 4WD車＊7
チルトステアリング テレスコピック機能付 テレスコピック機能付
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）＆スタートシステム ＊14 スマートキー2本 スマートキー2本 ★C＊15

ワイヤレスドアロックリモートコントロール（アンサーバック機能付） ワイヤレスキー1本
■内装
シート表皮 専用ファブリック（グレー＆ブラック）/

専用ステッチ（ライトグレー［前席のみ］）
ファブリック

（ブラック/アイボリー×ブラック）

フロントシート スタンダード（分離式ヘッドレスト） ★D
ハイバック（一体式ヘッドレスト）

快適温熱シート（運転席） 8,250円
（消費税抜き7,500円）＊16

買い物アシストシート（助手席） ★D

リヤシート 6：4分割可倒式 1.3L車 1.3L車
一体可倒式 1.0L車 1.0L車

インパネオーナメント オーバルドットパターン 革シボ調
フロントドアトリムオーナメント表皮 専用ファブリック（ブラック） ファブリック（ブラック/アイボリー）

ブラック
マイカ塗装

フロントパワーウインドゥスイッチベース
オーディオクラスター
シフトレバーベゼル

メッキ加飾（レジスターノブ、サイドレジスターベゼル、
インサイドドアハンドル、マニュアルエアコン ダイヤル部〈ガソリン車〉）
フロアマット 特別仕様車用
助手席シートアンダートレイ ★D
メーターサイドボックス ＊4
コインポケット（運転席側） ＊15
アジャスタブルデッキボード 2WD車 2WD車
デッキボード 4WD車 4WD車
オートエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
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

イルミネーテッド
エントリーシステム

パワースイッチ ★C＊15
エンジンスイッチ ★C＊15
フロントパーソナルランプ＋インテリアランプ

■エンターテイメント・その他
オーディオレス
（カバーレス）

6スピーカー＆バックカメラ ＊5＊17＊18 ★B ★B
2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 ＊19

寒冷地仕様 ＊12＊20 1.0L車/4WD車 22,000円（消費税抜き20,000円）
ハイブリッド車/1.3L（2WD）車 15,400円（消費税抜き14,000円）

ハイブリッド車 ガソリン車

HYBRID  F F

1.5L 1.3L 1.0L
■車両型式・重量・性能

車両型式
2WD DAA-NHP130-

AHXNB★※1
DBA-NSP130-
AHXNB●※1

DBA-KSP130-
AHXNK※1

4WD - DBA-NSP135-AHXNK
※1 -

車両重量　※3 kg 1,100※4 1,000［1,080］
※2※4※5※6 970※2※5※6

車両総重量※3 kg 1,375※4 1,275［1,355］
※2※4※5※6 1,245※2※5※6

最小回転半径 m 4.7 4.7［4.5※7］ 4.5
燃料消費率 
　　　　　（国土交通省審査値） km/L 34.4 25.0［18.0※8］ 21.6※9

主要燃費改善対策

ハイブリッドシステム、
アイドリングストップ装置、
電気式無段変速機、
可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、

充電制御

〈全車〉自動無段変速機、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、充電制御、〈1.3L（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 3,945
全幅 mm 1,695
全高 mm 1,500 1,500［1,530］ 1,500
ホイールベース mm 2,510

トレッド フロント mm 1,485※10 1,485
リヤ mm 1,470※10 1,470

最低地上高 ※11 mm 145 135［140］ 140

室内
長※11 mm 1,920
幅※11 mm 1,390
高※11 mm 1,240 1,250

乗車定員 名 5
■エンジン
型式 1NZ-FXE 1NR-FKE

［1NR-FE］ 1KR-FE

総排気量 L 1.496 1.329 0.996
種類 直列4気筒 直列4気筒 直列3気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 54（74）/4,800 73（99）/6,000

［70（95）/6,000］ 51（69）/6,000

最大トルク
〈ネット〉 N･m（kgf・m）/r.p.m. 111（11.3）/

3,600～4,400
121（12.3）/4,400
［119（12.1）/4,000］ 92（9.4）/4,300

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 36 42
■走行装置・駆動方式・トランスミッション
サスペン
ション

フロント 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

ブレーキ
フロント ベンチレーテッドディスク
リヤ リーディングトレーリング式ドラム
作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

駆動方式 前輪駆動方式 前輪駆動方式
［4輪駆動方式］ 前輪駆動方式

トランスミッション 電気式無段変速機 自動無段変速機（Super CVT-i）
■モーター
型式 1LM

-種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 45（61）
最大トルク N･m（kgf・m） 169（17.2）
■動力用主電池
種類 ニッケル水素電池 -容量 Ah 6.5

■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。
■“Vitz”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“ECB”“EFI”“VSC”“TRC”“TOYOTA SAFETY SENSE”はトヨタ自動車
（株）の商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

HYBRID   F 
“Safety EditionⅢ”  

（2WD）

1.3   F 
“Safety EditionⅢ”  

（4WD）

1.0   F 
“Safety EditionⅢ”  

（2WD）

■［　　］は4WD車です。
※1. 特別仕様車 HYBRID F“Safety EditionⅢ”/1.3F“Safety EditionⅢ”/1.0F“Safety EditionⅢ”の車両型式の末尾には
（V）が付きます。　※2. 特別仕様車 1.3F“Safety EditionⅢ”/1.0F“Safety EditionⅢ”は、10kg増加します。　※3.SRS
サイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。　※4. 185/60R15 タイヤ＆5½J
アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。　※5. LEDランプセットを装着した場合、10kg増加します。　※6. 寒冷
地仕様とフロントフォグランプを同時に装着した場合、10kg増加します。特別仕様車 1.3F“Safety EditionⅢ”/1.0F“Safety 
EditionⅢ”は寒冷地仕様を装着した場合、10kg増加します。　※7. 185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイールを装着
した場合、4.7mとなります。　※8. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が1,090kg以上
の場合、17.4km/Lとなります。特別仕様車 1.3F“Safety EditionⅢ”（4WD）は17.4km/Lとなります。　※9. メーカーオプ
ションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、20.8km/Lとなります。特別仕様車 
1.0F“Safety EditionⅢ”は20.8km/Lとなります。　※10. 185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイールを装着した場合、フロント
は1,475mm、リヤは1,460mmとなります。　※11. 社内測定値。
■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。

＊1. 沖縄地区は価格が異なります。　＊2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’19年10月現在のもの＞で参考価格です。
    価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。　
■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。　
■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。　
■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。　　
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（9,290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。

★●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）。また、★印の車両はご購入時の翌年度の
自動車税について軽減措置が受けられます（ 2 0 2 1年 3月3 1日までの新車登録車を対象）。
2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から
2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

メーカー希望小売価格＊1 北海道地区
メーカー希望小売価格＊2

　　　 1,936,000円
（消費税抜き 1,760,000円）

1,951,400円
（消費税抜き 1,774,000円）

1,599,400円
（消費税抜き 1,454,000円）

1,614,800円
（消費税抜き 1,468,000円）

1,742,400円
（消費税抜き 1,584,000円）

1,764,400円
（消費税抜き 1,604,000円）

　 1,411,300円
（消費税抜き 1,283,000円）

1,433,300円
（消費税抜き 1,303,000円）

1.3   F 
“Safety EditionⅢ”  

（2WD）

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　オープン時間365日9：00～18：00
所在地〒450 - 8711  名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。　（このカタログの内容は ’19年10月現在のもの）
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

NZ011508-1910

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヴィッツ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ


