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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
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 ’18年1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。

NZ011501-1904

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
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。



　　　　　

質感もカラーも、私の好みの、
シックで上品なインテリア。

落ち着いたブラックの内装に、
さりげなく輝くカッパーのアクセント。
見るほどに、こだわり光る特別な空間。

Special Interior

-
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Photo：特別仕様車1.3F“Amie”（2WD）［ベース車両は1.3F（2WD）］。内装色はブラック。LEDランプセットはメーカーセットオプション。Amie ロゴ アクセサリーセット（専用フロアマット・Amie ロゴ リヤエンブレム）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。



　　　　　

Amie（アミ—）とは、フランス語で「友人」を意味する言葉です。

選びたいのは、気の合うクルマ。
私らしくいられる心地よさ。

自分と同じセンスに、共感できること。
うれしい気配りに、心から信頼できること。

まるで友だちのように。私はこのクルマと、仲がいい。

“Amie” is

-

クルマの乗り降り、始動をもっと快適に。

スマートキーをポケットやバッグに携帯していれば、
キーを取り出すことなくドアハンドルを軽く握るだけでドアを解錠、
ドアハンドルのセンサーに触れるだけで、ドアを施錠します。
エンジン始動（ハイブリッドシステム起動）も
ブレーキを踏みながらスイッチを押すだけです。
また、ドアの施錠・解錠/ドアの開閉時に、
フロントパーソナルランプとインテリアランプに加え、
エンジン（パワー）スイッチも自動的に点灯・消灯します。

Utility for 

いつでも心地よい空間を。

使いやすさを追求し、スイッチ類を機能的にレイアウトしたオートエアコン。
きめ細かな空調で、室内を快適にキープします。
■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。
■画面はハメ込み合成です。

Comfort ｜特別装備（1.3L 車）｜オートエアコン｜
for 

特別装備
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）
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Photo：特別仕様車1.3F“Amie”（2WD）［ベース車両は1.3F（2WD）］。ボディカラーのダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉は特別設定色。
185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイールはメーカーオプション。LEDランプセットはメーカーセットオプション。

見た目も質感も、特別に。

肌ざわりのよいスエード調×合成皮革のシート表皮を採用し、
質感高く仕上げた“Amie”だけの特別なシート。
ブラウンステッチの差し色が、上質な印象を際立たせます。

Quality ｜特別装備｜専用シート｜
for 

ライト操作はクルマにおまかせ。

周囲の明るさをセンサーが感知して、
ヘッドランプとクリアランスランプを自動的に点灯・消灯。
急な暗闇も安心で、ライトの消し忘れの心配もありません。
■ハイブリッド車は標準装備。1.0L車はメーカーセットオプション。
■写真のAmie ロゴ アクセサリーセット（専用フロアマット・Amie ロゴ リヤエンブレム）は販売店装着オプション。
■写真は合成です。

Convenience ｜特別装備（1.3L 車）｜コンライト｜
for 



COLOR VARIATION

ダークレッド
マイカメタリック

〈3Q3〉
特別設定色

ボルドー
マイカメタリック

〈3R9〉
特別設定色

ダークブルーマイカ
〈8S6〉
特別設定色

ホワイトパール
クリスタルシャイン＊2

〈070〉

ブラックマイカ
〈209〉

アバンギャルド
ブロンズメタリック

〈4V8〉

　　　　　

＊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。

レーンディパーチャーアラート＊1

はみ出さないをサポートする“車線はみ出しアラート”

■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。

オートマチックハイビーム
夜間の見やすさをサポートする“自動ハイビーム”

ADVANCED SAFETY

＊2.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＜32,400円（消費税抜き30,000円）＞となります。　■写真はすべて特別仕様車1.3F“Amie”（2WD）。　■「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8％込み）’18年5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。

TOYOTA
SAFETY
SENSE
歩行者（昼間）検知機能を備えた
自動（被害軽減）ブレーキをはじめ、
3つの先進安全機能が
毎日のドライブをサポート。

｜特別装備｜

セーフティ・サポートカー（サポカー）は、政府が
交通事故防止対策の一環として普及啓発

しているものです。自動（被害軽減）ブレーキなどの安全運転を
支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。■安全
運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。
本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。
※インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポート
ブレーキ（静止物）］オプション装着車は「セーフティ・サポート
カーS〈ワイド〉」となります。

特別仕様車“Amie”は
「セーフティ・サポートカー」です。

※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。

■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。

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）
ぶつからないをサポートする“自動（被害軽減）ブレーキ”

Maker Option 

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）］
踏み間違えても衝突回避を最優先にサポート

8つのソナーでコンビニなどのガラスや壁を検知して、アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる不意の衝突を緩和します。
■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。　■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。　■写真は合成です。　■写真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。　■写真のソナーの検知範囲はイメージです。

（HYBRID F“Amie”、1.3F“Amie”）

Pi-!

PiPiPi

■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。　■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
前のクルマの発進をお知らせする“先行車発進アラーム”

■写真は合成です。
■写真はToyota Safety Senseの作動イメージです。
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Copper Decoration  1.センターレジスターモール＆ノブ｜2.サイドレジスターベゼル｜3.インパネアッパーモール｜4.メーターリング｜5.フロントドアスピーカーリング 
Interior  6.スタンダードフロントシート（分離式ヘッドレスト）｜7.専用シート表皮（メイン：スエード調／サイド：合成皮革）｜8.専用ステッチ（ブラウン

［前席のみ］）｜9.専用ドアトリムオーナメント（ブラック）｜10.インサイドドアハンドル（メッキ加飾）｜11.インパネオーナメント（ブラックストライプ）｜12.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）｜13.マニュアルエアコン ダイヤル部（メッキ加飾）※1.0L車｜14.シフトレバーベゼル（ブラックマイカ塗装）

Exterior  15.アウトサイドドアハンドル（メッキ加飾）　 Comfort  16.オートエアコン※1.3L車｜17.スマートエントリー＆スタートシステム＊1/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）
＊1.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。　 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。

1
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トヨタ ヴィッツ 特別仕様車｜HYBRID F“Amie”/1.3F“Amie”/1.0F“Amie” 価格表

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

HYBRID F“Amie”（2WD） 2,007,720円 (消費税抜き1,859,000円) 2,022,840円 (消費税抜き1,873,000円)

1.3F“Amie”（2WD） 1,726,920円 (消費税抜き1,599,000円) 1,742,040円 (消費税抜き1,613,000円)

1.3F“Amie”（4WD） 1,834,920円 (消費税抜き1,699,000円) 1,856,520円 (消費税抜き1,719,000円)

1.0F“Amie”（2WD） 1,513,080円 (消費税抜き1,401,000円) 1,534,680円 (消費税抜き1,421,000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8%込み）’18年5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＜'18年5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。

SPECIAL EQUIPMENT

LEDランプセット
（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／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］／
コンライト）※コンライトは1.0L車のみ

Maker Set Option

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

Dealer Option

■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。　
■専用フロアマット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8％込み）’18年5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。

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。

フロアマットを固定する工夫が施されています。

“Amie”をもっと上質に、個性的に。
Amie ロゴ アクセサリーセット
インテリアのカッパー色のアクセントとコーディネートした、
“Amie”専用のアクセサリーセット。ブラウンのステッチと刺繍
ネームをあしらったフロアマットと、カッパー色のリヤエンブレム
が、上質さと個性をプラスします。
1台分 24,408円（消費税抜き22,600円）0.2H〈EADU〉
※専用フロアマット・Amie ロゴ リヤエンブレムは、それぞれ単品でもご購入いただけます。

ロゴアップ

Amie ロゴ リヤエンブレム

17■写真はガソリン車。



トヨタ ヴィッツ 特別仕様車 HYBRID F“Amie”/1.3F“Amie”/1.0F“Amie” 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 “Amie” F “Amie” 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 58,320円（消費税抜き54,000円）　4WD車 62,640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 10,800円（消費税抜き10,000円）＊1
リヤエンブレム 特別仕様車用（Amie）
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 43,200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 28,080円

（消費税抜き26,000円）

1.3L（2WD）車28,080円
（消費税抜き26,000円）

4WD車60,480円
（消費税抜き56,000円）＊6＊23

28,080円
（消費税抜き26,000円）＊7

1.3L（2WD）車28,080円
（消費税抜き26,000円）

4WD車60,480円
（消費税抜き56,000円）＊6＊7＊23

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） ＊8＊9 43,200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 ★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） 1.3L車 1.0L車 ★A ★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 ＊10
フロントフォグランプ 10,800円（消費税抜き10,000円）
リヤフォグランプ（バンパー中央） ＊11
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 ★A
LEDテール＆ストップランプ

■操作性

アナログメーター

カッパー加飾メーターリング（タコメーター付） ハイブリッド専用 1.3L（2WD）車 4WD車＊6
カッパー加飾メーターリング 1.0L車/4WD車
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＊6
ブラック塗装メーターリング 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＊6 1.3L（2WD）車 4WD車＊6
マルチインフォメーションディスプレイ 1.0L車/4WD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
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

ステアリング
スイッチ

オーディオ＋ハンズフリー操作 ＊12 1.0L車/4WD車 ★B 1.0L車/4WD車 ★B
オーディオ操作 ＊12 ★B 1.3L（2WD）車 ★B 4WD車＊6 ★B 1.3L（2WD）車 ★B 4WD車＊6
マルチインフォメーション操作 1.3L（2WD）車 4WD車＊6 1.3L（2WD）車 4WD車＊6

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 ＊13 スマートキー2本 スマートキー2本 ★C＊14

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 専用表皮（メイン：スエード調／サイド：合成皮革）/
専用ステッチ（ブラウン［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） 8,100円（消費税抜き7,500円）＊15
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 ブラックストライプ 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

カッパー加飾（センターレジスターモール＆ノブ、サイドレジスター
ベゼル、インパネアッパーモール、フロントドアスピーカーリング）
メッキ加飾（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〈1.0L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） ＊14
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 1.3L車
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 1.0L車

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＊14
エンジンスイッチ ★C＊14
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＊16＊17 ★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 ＊18

寒冷地仕様 ＊11＊19 1.0L車/4WD車 21,600円（消費税抜き20,000円）
ハイブリッド車/1.3L（2WD）車 15,120円（消費税抜き14,000円）

●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）＊20　●カードホルダー＊21　●回転式アシストグリップ（フロント1）＊8　●ボタン型コートフック（リヤ片側）＊9　●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）＊22　●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. 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1.3F“Amie”（4WD）のアナログメーターがタコメーター付に、1.3F（4WD）の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。　＊7. 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。　＊8. 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。　＊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、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。　＊10. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。　＊11. 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。　＊12. 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。　＊13. 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。　＊14. ★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。　＊15. ★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。　＊16. 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。　
＊17. 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。　＊18. 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。　＊19. 寒冷地での使用を考慮して、装備の
充実を図っています。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。　＊20. 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。　＊21. 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。　＊22. 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。　＊23. 1.3L車（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4,320円（消費税抜き4,000円）減額されます。
■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。　■「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。　■“Amie”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
8％込み）’18年5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、1.3F“Amie”＜86,400円（消費税抜き80,000円）＞/1.0F“Amie”、F＜95,040円（消費税抜き88,000円）＞
★B【ナビレディセット】ハイブリッド車、1.3L車（2WD）＜46,440円（消費税抜き43,000円）＞/1.0L車、1.3L車（4WD）＊23＜48,600円（消費税抜き45,000円）＞
★C【スマートエントリーセット】＜34,560円（消費税抜き32,000円）＞　★D【スマイルシートセット】＜10,800円（消費税抜き10,000円）＞

ベース車両 トヨタ ヴィッツ 主要諸元表
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　※2 kg 1,100※3 1,000［1,080］
※3※4※5 970※4※5

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

最小回転半径 m 4.7 4.7［4.5※6］ 4.5
燃料
消費率 km/L 34.4 25.0［18.0※7］ 21.6※8

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※9 1,485
リヤ mm 1,470※9 1,470

最低地上高　    ※10 mm 145 135［140］ 140

室内
長※10 mm 1,920
幅※10 mm 1,390
高※10 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

■［　　］は4WD車です。
※1. 特別仕様車 HYBRID F“Amie”/1.3F“Amie”/1.0F“Amie”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装着した場合、10kg増加します。
※3. 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。
※4. LEDランプセットを装着した場合、10kg増加します。
※5. 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。
※6. 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。
※7. 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。
※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980kg以上の場合、
20.8km/Lとなります。
※9. 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。
※10. 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。

★●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）。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税に
ついて軽減措置が受けられます（2021年3月31日までの新車登録車を対象）。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。
■“Vitz”“AMIE”“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

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）

内装色 ブラック

ボディカラー
〈カラーコード〉

ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉

ボルドーマイカメタリック〈3R9〉

ダークブルーマイカ〈8S6〉

ホワイトパールクリスタルシャイン＊〈070〉

ブラックマイカ〈209〉

アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉

＊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＜32,400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8％込み）’18年5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。

（国土交通省審査値）

NZ011401-1801

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
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 ’18年1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。

NZ011501-1904

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
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。


