トヨタ ルーミー 主要装備一覧表
（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
■標準装備 ■メーカーオプション
X

G

2WD/4WD

2WD/4WD

165/65R14タイヤ＆14×5Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ）
外装・メカニズム

タイヤ＆ホイール

タイヤパンク応急修理キット

＊1

スペアタイヤ
（応急用）

＊1

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

エクステリア

Aタイプのみ 10,000円
ボディ同色

ドアサッシュ
（フロント・センターピラー）

ブラックアウト＊2

＊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）

16,000円

UV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）

エンジン・足回り・制御

スタビライザー

フロント

LEDヘッドランプ
（マニュアルレベリング機能付）

60,000円

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）
LEDフロントフォグランプ＋LEDイルミネーションランプ

20,000円
＊4

リヤフォグランプ
（バンパー中央）

視界
安全装備

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付）

サイドターンランプ付＊5

サイドターンランプ
（フェンダー）
ウォッシャー連動間欠フロントワイパー
（ミスト機能付）

スマートアシスト＊6

予防安全

車速感応式

衝突回避支援ブレーキ機能
（対車両・対歩行者
［昼夜］
）
/衝突警報機能
（対車両・対歩行者
［昼夜］
）
/
車線逸脱警報機能/路側逸脱警報/ふらつき警報/ブレーキ制御付誤発進抑制機能
（前方・後方）
/
先行車発進お知らせ機能/オートハイビーム/コーナーセンサー
（フロント2個/リヤ2個）
標識認識機能
（進入禁止/最高速度/一時停止）
パノラミックビューモニター

衝突安全

SRSエアバッグ
（運転席・助手席）

操作系

ステアリングスイッチ

C＊7

＊8

＊9

3本スポークステアリングホイール

B
ウレタン

D

ウレタン
（シルバー加飾付）

パワー走行モード操作
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

操作性

運転席側
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） 助手席側
ドア・キー

ウェルカムパワースライドドア
（運転席・助手席側）
アンサーバックブザー付

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〉＊10

＊11

ウェルカムドアロック解除

オプティトロンメーター
（2眼）
計器盤

アナログメーター
（単眼）
マルチインフォメーションディスプレイ

LCD

TFTカラー

ブラック× アッシュブラウン

シート表皮
（ファブリック）
運転席シート上下アジャスター
シート
フロントセンターアームレスト

運転席アームレスト
（左側）

＊12

助手席アームレスト
（右側）

＊12

助手席アームレスト
（右側）
無

−2,000円

メッキ加飾
（シフトレバーボタン）
内装

インテリア

ピアノブラック調

センタークラスターパネル
シルバー加飾
（エアコンサイドレジスター）

収納

大型助手席オープントレイ

ブラック
＊1

多機能デッキボード
（防汚シート付＊13）
快適装備

＊14＊15

充電用USB端子
（フロント1個）
後席ステップランプ
（ドア連動）

空調

エアコン

左右
ブラックパネル

オート
（プッシュ式）

エンターテイン
メント・その他

マニュアル
（ダイヤル式）
2スピーカー

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

その他

フロント
助手席側

オーディオレス
（カバーレス）
ナビ・オーディオ

C

＊16

アクセサリーソケット
（DC12V・120W）
照明

Aタイプのみ

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＊18など）

＊9＊17
22,000円

＊19

その他全車標準装備 【外装・メカニズム】●フロントカラードバンパー ●メッキフロントフードガーニッシュ ●フロントグリル（ブラック） ●リヤスポイラー（バックドア一体） ●リヤバンパー ●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） ●グリップ式アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装） ●足踏み式パーキングブレーキ ●エアスパッツ
（フロント・センター・リヤ） ●エンジンアンダーカバー ●不織式フロントフェンダー
ライナー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ 【安全装備】●LEDリヤランプ
（テール＆ストップランプ） ●EBD
（電子制動力配分制御）
付ABS&ブレーキアシスト ●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 ●ヒルスタートアシストコントロール ●ドライブスタートコントロール ●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 ●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）
＊20 ●ランプ消し忘れ防止機能 【操作性】●フューエルリッドオープナー
●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●プッシュボタンスタート ●パワードアロック
（全ドア連動） ●パワーウインドゥ
（運転席ワンタッチ式･運転席挟み込み防止機能・
運転席/助手席/リヤ左右席スイッチ照明付） ●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） ●シフトポジションインジケーター ●フューエル残量ウォーニング ●キー忘れ防止
ウォーニング
（ブザー） ●イージークローザー
（スライドドア左右） 【内装】●フロントシートウォークスルー ●フロントセパレートシート ●6：4分割可倒式リヤシート ●ヘッドレスト
（全席） ●回転式カップホルダー
（運転席・助手席）
●助手席グローブボックス ●買い物フック
（助手席側・デッキサイド左右） ●センタークラスターポケット
（左右） ●脱着式大型センターダストボックス ●フロントドアプルハンドルポケット
（運転席・助手席） ●フロントドアポケット＆
ボトルホルダー
（運転席・助手席） ●センターフロアトレイ ●デッキボックス＊1 ●トレイ式デッキサイドトリムポケット
（ボトルホルダー付） ●運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー
（運転席チケットホルダー付） ●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） ●格納式リヤドアサンシェード ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ラゲージルームランプ ●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 ●リヤヒーターダクト 【エンターテインメント・その他】●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）

A ナビレディパッケージ
＊6＊21＊22

バックカメラ
ステアリングスイッチ
（オーディオ・ハンズフリー操作）
＊23

29,000円

メーカーパッケージオプション

B パノラミックビュー対応ナビレディ パノラミックビューモニター
パッケージ ＊6＊9＊21＊22
ステアリングスイッチ
（オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作）
＊23
9インチディスプレイオーディオ＊24
【スマートフォン連携】SDL
（SmartDeviceLinkTM）
、Apple CarPlay、Android Auto™対応
【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー
（ワイドFM対応）
、TV
（フルセグ）
、Bluetooth 対応
（ハンズフリー/オーディオ）
、
C ディスプレイオーディオパッケージ USB端子
（外部入力/充電）
＊14＊25
＊6＊21
【その他】GPSアンテナ

29,000円
44,000円

89,000円＊7＊15

89,000円＊15

バックカメラ
ステアリングスイッチ
（オーディオ・ハンズフリー操作）
9インチディスプレイオーディオ＊24
、Apple CarPlay、Android Auto™対応
【スマートフォン連携】SDL
（SmartDeviceLinkTM）
【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー
（ワイドFM対応）
、TV
（フルセグ）
、Bluetooth 対応
（ハンズフリー/オーディオ）
、
D パノラミックビューパッケージ USB端子
（外部入力/充電）
＊14＊25
＊6＊9＊21
【その他】GPSアンテナ
パノラミックビューモニター
ステアリングスイッチ
（オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作）

◆
「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。
◆販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。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、ベース車のページをあわせてご参照ください。
◆ベース車のGに標準装備の助手席シートアンダートレイは装着されません。
◆ベース車にメーカーオプション設定されているSRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、
メーカーパッケージオプション設定されているコンフォートパッケージは選択できません。

104,000円＊15

（Aタイプのみ）
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。
＊1.
＊2.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。 ＊3.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。 ＊4.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。 ＊5.パノラミック
ビュー対応ナビレディパッケージまたはパノラミックビューパッケージを選択した場合、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付）
は、カメラ
（左右）付となります。 ＊6.字光式ナンバープレートは装着できません。
＊7.ディスプレイオーディオパッケージを選択した場合、標識認識機能が追加となり9インチディスプレイオーディオに表示されます。 ＊8.標識認識機能は、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。 ＊9.パノラミックビュー
モニターのカメラ画像は、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージを選択し、
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、
ナビゲーション画面に表示されます。また、
パノラミックビューパッケージを選択した場合は、
9インチディス
プレイオーディオに表示されます。 ＊10.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。 ＊11.工場出荷時はOFF設定となっています。 ＊12.助手席アームレストはウェルキャブ専用となり、Gグレードに標準装備されて
いる運転席アームレストとは可動域が異なります。 ＊13.リヤシートの両側ダイブインおよび多機能デッキボードの反転ができないため、多機能デッキボードの裏面にある防汚シートは使用できません。 ＊14.DC5V/2.1A
（消費電力10.5W）
の電源
としてご使用ください。 ＊15.9インチディスプレイオーディオを装着した場合、USB端子は充電用が1個、外部入力/充電用が1個の計2個となります。なお、Xにディスプレイオーディオパッケージを選択した場合、
スマホ連携用にスマートフォンを接続
される際は、脱着式大型センターダストボックス上部のスイッチパネル内のUSB端子
（上側）
をご使用ください。その他のグレードにディスプレイオーディオパッケージ、
またはパノラミックビューパッケージを選択した場合、スマホ連携用にスマート
フォンを接続される際は、センタークラスターパネル左下部のUSB端子
（右側）
をご使用ください。 ＊16.120W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。 ＊17.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。詳しくは販売店におたずねください。 ＊18.PTC
［自己温度制御システム］
：Positive Temperature Coefficient ＊19.寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考
慮して、装備の充実を図っています。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。 ＊20.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。 ＊21.ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、ディスプレイオーディオパッケージ、
パノラミックビューパッケージは同時装着できません。 ＊22.ナビレディパッケージ、
パノラミックビュー対応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装着が必要です。
＊23.ステアリングスイッチ
（オーディオ・ハンズフリー操作）
およびステアリングスイッチ
（オー
ディオ・ハンズフリー・パノラミックビュー操作）
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。 ＊24.DVD・CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。スマートフォ
ン連携により、ナビアプリが利用可能となります。 ＊25.スマートフォンなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル
（または市販のケーブル）
が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。

● 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。 ●SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLinkConsortiumの商標、
または登録商標です。 ●Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の
商標です。 ●Android Auto™ は、Google LLC の商標です。 ●Bluetooth®は Bluetooth SIG,Inc.の商標です。 ●価格はメーカー希望小売価格＜
（消費税非課税）20年9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。 ●全車消費税は非課税となり、
メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

