特別仕様車
トヨタ シエンタ 特別仕様車 HYBRID G“Safety EditionⅡ”/
3列シート車
2列シート車
G“Safety Edition Ⅱ”/HYBRID FUNBASE G“Safety EditionⅡ”/
FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ”
ハイブリッド車
（7人乗り・2WD）
ハイブリッド車
主要装備一覧表

ベース車両
3列シート車

2列シート車

ハイブリッド車
（7人乗り・2WD）
／ガソリン車
ガソリン車
（5人乗り・2WD） （7人乗り・2WD／
6人乗り・4WD）

ガソリン車
（7人乗り・2WD／
■特別装備 ■標準装備 ■メーカーオプション（ご注文時に
6人乗り・4WD）
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
FUNBASE
G“Safety Edition Ⅱ”
受けます） ■販売店装着オプション
G“Safety EditionⅡ”
185/60R15タイヤ＆15×5½Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ）
185/60R15タイヤ＆15×5½Jアルミホイール
外 （センターオーナメント付）
装
スペアタイヤ
（応急用）
T105/70D16 ＊1

ハイブリッド車
／ガソリン車
（5人乗り・2WD）

G

FUNBASE G

ブラック加飾
55,000円
（消費税抜き50,000円）

55,000円
（消費税抜き50,000円）

ガソリン車 2WD 11,000円
（消費税抜き10,000円）

ガソリン車 2WD 11,000円
（消費税抜き10,000円）

＊2

＊2

UVカットグリーンガラス
（フロントドア）
Toyota Safety Sense ＊3
・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
先行車発進告知機能
インテリジェントクリアランスソナー
（静止物）
］＊20
安 ［パーキングサポートブレーキ
全 アクティブトルクコントロール4WD
装 SRSサイドエアバッグ
（運転席・助手席）
＋SRSカーテン
備 シールドエアバッグ
（フロント・セカンド・サードシート）＊4

28,600円
（消費税抜き26,000円）
4WD

4WD

49,500円
（消費税抜き45,000円）

49,500円
（消費税抜き45,000円）

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）
LEDフロントフォグランプ ＊5
リヤフォグランプ（バンパー中央部取付）＊6
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 ＊7
オプティトロンメーター
（メーター照度コントロール付）

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

ブラック加飾

ボディ同色 ＊21

ハイブリッド車は専用メーター
（アンビエント照明付）

ハイブリッド車は専用メーター
（アンビエント照明付）

オーディオ操作 ＊8

クルーズコントロール

ハイブリッド車

ハイブリッド車

インパネアクセントカラー

ブラック

オレンジ

フロントドアアームレスト

ファブリック巻き

ファブリック巻き

ハイブリッド車：パワースイッチ
ガソリン車：エンジンスイッチ

ハイブリッド車：パワースイッチ
ガソリン車：エンジンスイッチ

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）
イルミネーテッドエントリーシステム
（フロントパーソナルランプ＋ルームランプ）
アクセサリーソケット
（DC12V・120W）＊9

内
装

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/2個）＊10
デッキアンダートレイ

フロント：1

フロント：1
リヤデッキサイド：1

ハイブリッド車
44,000円
（消費税抜き40,000円）
＊1

大型 ＊1＊11

5:5分割（ハイデッキ
/ローデッキ
［両面］）

デッキボード

フロント：1

フロント：1
リヤデッキサイド：1

ハイブリッド車
44,000円
（消費税抜き40,000円）
＊1

大型 ＊1＊11

5:5分割（ハイデッキ
/ローデッキ
［両面］）

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 ガソリン車
（2WD）
は蓄冷エバポレーター付 ガソリン車（2WD）
は蓄冷エバポレーター付

シート表皮

セカンドシートアームレスト

フロントシート
（シートスライド＋リクライニング＋
運転席シート上下アジャスター付）

セカンドシート
（シートスライド＋リクライニング付）

5：5分割サードシート
（リクライニング＋ダイブイン格納機構付）

上級ファブリック

4WD

上級ファブリック

4WD

5：5分割
6：4分割
5：5分割
6：4分割
（タンブル機構付）（チルトダウン機構付）（タンブル機構付）（チルトダウン機構付）

バックカメラ ＊12
その他

オーディオレス
（カバーレス）

トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊13

6スピーカー

4スピーカー

オーディオレスカバー

寒冷地仕様
（ウインドシールドデアイサー
＋ヒーターリヤダクト＋PTCヒーター ＊14など）＊15

2WD車 23,100円（消費税抜き21,000円） 2WD車 23,100円（消費税抜き21,000円）
4WD車 29,700円（消費税抜き27,000円） 4WD車 29,700円（消費税抜き27,000円）

【その他の標準装備】 ●タイヤパンク応急修理キット＊1 ●UVカット機能付高遮音性ウインドシールドグリーンガラス
（合わせ） ●ハイブリッド
シンボルマーク
（フロント・リヤ）
※ハイブリッド車 ●グリップ式カラードアウトサイドドアハンドル ●ドライブスタートコントロール ●車両接近
通報装置※ハイブリッド車 ●緊急ブレーキシグナル
（ハザードランプ点滅式） ●ECB
［電子制御ブレーキシステム］
※ハイブリッド車 ●ヒル
スタートアシストコントロール ●SRSエアバッグ
（運転席・助手席） ●全席ELR付3点式シートベルト
（前席プリテンショナー&フォースリミッター
機構付）
＊16 ●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
（セカンドシート左右席）
＊17 ●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） ●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） ●リヤウインドゥデ
フォッガー
（タイマー付） ●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
システムインジケーター※ハイブリッド車 ●エコドライブインジケーター
（ランプ＋ゾーン表示機能付）
※ガソリン車 ●モードスイッチ
（エコ
ドライブモード＋EVドライブモード）
※ハイブリッド車 ●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）
＊18
●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/ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能
［キーロック操作・スマート
ロック操作］
付/スマートキー2個）
＋プッシュスタートシステム＊18＊19 ●デュアルスライドドア
（イージークローザー付） ●ドアキー連動電気
式ドアロック
（バックドア連動） ●アシストグリップ
（助手席1・セカンドシート2）
＊4 ●デッキサイドトリムポケット
（両側）
※3列シート車 ●デッキ
サイドボトルホルダー＆スマホホルダー
（両側）
※3列シート車 ●マルチユーストレイ※4WD車 ●運転席小物入れ＊3 ●アイドリングストップ
機能
（Stop＆Start System）
※ガソリン車
（2WD） ●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. ガソリン車で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非装着となり、
デッキアンダートレイの形状が変更となります。 ＊2. スーパーUV
カット＆シートヒーターパッケージを選択した場合、
スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付グリーンガラスとなります。 ＊3. Toyota Safety Sense
を選択した場合、
運転席小物入れは非装着となります。 ＊4. 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
（フロント・セカンド・サー
ドシート）
を選択した場合、
運転席にアシストグリップが1個装着されます。 ＊5. LEDランプパッケージと同時装着できません。 ＊6. 寒冷地仕様を選択した
ヒーター付となります。 ＊8. オーディオ操作スイッチは、
販売店装着オプションのナビゲーション
場合のみ装着できます。 ＊7. 寒冷地仕様を選択した場合、
120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合
システムを装着した場合に操作可能となります。 ＊9. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、
1500W以下の電気製品でも正常に作動しな
があります。
詳しくは販売店におたずねください。 ＊10. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、
い場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ＊ 1 1. ハイブリッド車とガソリン車でデッキアンダートレイの形状が異なります。 ＊12. ナビ本体は含ま
［自己温度制御シ
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。 ＊13. 詳しくは販売店におたずねください。 ＊14. PTC
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
ステム］
：Positive Temperature Coefficient ＊15. 寒冷地仕様は、
北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。 ＊16. 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
図っています。なお、
グ
（フロント・セカンド・サードシート）
を選択した場合、
セカンドシート
（左右席）
にプリテンショナー＆フォースリミッター機構が装着されます。 ＊17. チャイルド
（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
シートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
電波によりそ
店におたずねください。 ＊18. スマートキーにスライドドア開閉スイッチが付きます。 ＊19. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、
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。 ＊20. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊21. TWO
ドアミラーはルーフと同色となります。 ■主要装備一覧表につきましてはベース車両ページをあわせてご参照ください。 ■“Safety Edition Ⅱ”は
TONE選択時、
ご注文
グレード名称ではありません。 ■
「メーカーオプション」
「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、
'21年6月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が
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）
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。

