シエンタ グレード別主な標準装備比較差
GRADE CHART

GRADE CHART
HYBRID/GASOLINE

G Cuero

G

X

メーカーオプション

（樹脂フルキャップ［ブラック×シルバー塗装］
）

EXTERIOR

HYBRID/GASOLINE

（樹脂フルキャップ）

195/50R16タイヤ＆16×6Jアルミホイール
（センターオーナメント付）

※メーカーオプション

※メーカーオプション

FUNBASE X

（センターオーナメント付）

※メーカーオプション

（センターオーナメント付）

※メーカーオプション

※メーカーオプション

LED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

LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー

LED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

LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー

ワンタッチスイッチ付デュアル［両側］パワースライドドア
（挟み込み防止機能付）

ワンタッチスイッチ付助手席側パワースライドドア
（挟み込み防止機能付）

ワンタッチスイッチ付デュアル
［両側］
パワースライドドア
（挟み込み防止機能付）

ワンタッチスイッチ付助手席側パワースライドドア
（挟み込み防止機能付）

ガソリン車
トヨタエンブレム
（フロント・リヤ/ブルー）
HYBRID SYNERGY DRIVEエンブレム
（リヤ）

SAFETY

195/50R16タイヤ＆16×6Jアルミホイール
（センターオーナメント付）

（センターオーナメント付）

ハイブリッド車

LEDフロントフォグランプ
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＆ストップランプ）
Toyota Safety Sense／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）
］

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ
（マニュアルレベリング機能+バルブ式クリアランスラン
プ）
リヤコンビネーションランプ
（LEDテールランプ＆ストップランプ）

−

Toyota Safety Sense

ガソリン車

スマートエントリー
（ウェルカムパワースライドドア＆
予約ロック機能付）
＋
プッシュスタートシステム

ハイブリッド車

トヨタエンブレム
（フロント・リヤ/ブルー）
HYBRID SYNERGY DRIVEエンブレム
（リヤ）

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）

ハイブリッド車

オートエアコン
（2WD車は蓄冷エバポレーター付）
&
ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

ガソリン車
マルチインフォメーションディスプレイ
（ 4.2インチカラーTFT液晶＋リヤシートリマインダー機能付）
オプティトロンメーター

Bi-Beam LEDヘッドランプ
［ハイ・ロービー
ム］
（オートレベリング機能＋LEDクリアランスランプ）
LEDフロントフォグランプ

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

ハイブリッド車
マルチインフォメーションディスプレイ
（ 4.2インチカラーTFT液晶＋リヤシートリマインダー機能付）
ハイブリッド専用オプティトロンメーター（アンビエント照明付）

ガソリン車

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

ガソリン車
（セグメント液晶）
ドライブモニター
アナログメーター

シフトノブ+
ピアノブラックシフトベゼル
■写真はハイブリッド車。

本革巻きシフトノブ+
サテンメッキシフトベゼル
■写真はハイブリッド車。

ハイブリッド車

スマートエントリー
（ウェルカムパワースライドドア＆
予約ロック機能付）
＋
プッシュスタートシステム

トヨタエンブレム
（フロント・リヤ）

Bi-Beam LEDヘッドランプ
［ハイ・ロービーム］
（マニュアルレベリング機能
＋バルブ式クリアランスランプ）
リヤコンビネーションランプ
（LEDテールランプ＆ストップランプ）

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＆ストップランプ）
Toyota Safety Sense／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）
］

ハイブリッド車

スマートエントリー
（ウェルカムパワースライドドア＆
予約ロック機能付）
＋
プッシュスタートシステム

ガソリン車

ハイブリッド車
マルチインフォメーションディスプレイ
（ 4.2インチカラーTFT液晶＋リヤシートリマインダー機能付）
ハイブリッド専用オプティトロンメーター
（アンビエント照明付）

ガソリン車

ハイブリッド車
トヨタエンブレム
（フロント・リヤ）

Bi-Beam LEDヘッドランプ
［ハイ・ロービーム］
（マニュアルレベリング機能＋
バルブ式クリアランスランプ）
リヤコンビネーションランプ
（LED
テールランプ＆ストップランプ）

Bi-Beam LEDヘッドランプ
［ハイ・ロービーム］
（オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ）

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

INTERIOR

FUNBASE G

（樹脂フルキャップ［ブラック×シルバー塗装］
）

（センターオーナメント付）

※2WD車にメーカーオプション

ハイブリッド車

FUNBASE G Cuero

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ
（マニュアルレベリング機能+バルブ式クリアランスランプ）
リヤコンビネーションランプ
（LEDテールランプ＆ストップランプ）

−

Toyota Safety Sense

ガソリン車

ハイブリッド車
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

スマートエントリー
（ウェルカムパワースライドドア＆
予約ロック機能付）
＋
プッシュスタートシステム

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）

ハイブリッド車

ガソリン車
オートエアコン
（蓄冷エバポレーター付）
&
ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

ガソリン車
ハイブリッド車
マルチインフォメーションディスプレイ
マルチインフォメーションディスプレイ
（ 4.2インチカラーTFT液晶＋リヤシートリマインダー機能付） （ 4.2インチカラーTFT液晶＋リヤシートリマインダー機能付）
ハイブリッド専用オプティトロンメーター
（アンビエント照明付） オプティトロンメーター

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

ハイブリッド車
マルチインフォメーションディスプレイ
（ 4.2インチカラーTFT液晶＋リヤシートリマインダー機能付）
ハイブリッド専用オプティトロンメーター（アンビエント照明付）

ハイブリッド車

SEAT
LUGGAGE

運転席アームレスト
（左側）
助手席シートバックポケット

メッキインサイドドアハンドル
（フロント）
ファブリック巻きフロントドアトリム
+ファブリック巻きフロントドア
アームレスト

ファブリック巻きフロントドアトリム+
フロントドアアームレスト

運転席アームレスト
（左側）
助手席シートバックポケット

ガソリン車

ウレタン3本スポークステアリングホイール
ウレタン3本スポーク
（ピアノブラック+サテンメッキ加飾付）
ステアリングホイール
+ステアリングスイッチ（マルチインフォメーション操作） （ピアノブラック加飾付）

メッキインサイドドアハンドル
（フロント）
上級ファブリック巻きフロントドアトリム
+上級ファブリック巻きフロントドア
アームレスト

運転席アームレスト
（左側）
助手席シートバックポケット

ハイブリッド車

ガソリン車

ガソリン車

デッキアンダートレイ

＊2
デッキアンダートレイ
（2WD）

デッキアンダートレイ
（4WD）

＊1.車いす仕様車は運転席・助手席のみとなります。 ＊2.スペアタイヤを選択した場合、
形状が変更となります。
また、
車いす仕様車には設定がありません。
■写真の計器盤と画面表示は、
機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。
実際の走行状態を示すものではありません。
■内装色の詳しい設定につきましては、内外配色一覧表をご覧ください。 ■装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表をご覧ください。

ガソリン車
ドライブモニター
（セグメント液晶）
アナログメーター

本革巻き3本スポークステアリングホイール
（ピアノブラック+サテンメッキ加飾付）
+ステアリングスイッチ
（マルチインフォメーション操作）
ウレタン3本スポークステアリングホイール
ウレタン3本スポーク
（ピアノブラック+サテンメッキ加飾付）
ステアリングホイール
+ステアリングスイッチ（マルチインフォメーション操作） （ピアノブラック加飾付）

（フロント）
メッキインサイドドアハンドル
上級ファブリック巻きフロントドアトリム
+上級ファブリック巻きフロントドア
アームレスト

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

シフトノブ+
ピアノブラックシフトベゼル
■写真はハイブリッド車。

本革巻きシフトノブ+
サテンメッキシフトベゼル
■写真はハイブリッド車。

ガソリン車

本革巻き3本スポークステアリングホイール
（ピアノブラック+サテンメッキ加飾付）
+ステアリングスイッチ
（マルチインフォメーション操作）

ガソリン車

ユーティリティホール
（ラゲージデッキサイド両側 / 各 9 個）

メッキインサイドドアハンドル
（フロント）
ファブリック巻きフロントドアトリム
+ファブリック巻きフロントドアアームレスト

ファブリック巻きフロントドアトリム+
フロントドアアームレスト

運転席アームレスト
（左側）
助手席シートバックポケット

ハイブリッド車

ガソリン車

大型デッキアンダートレイ

大型デッキアンダートレイ＊2

