
トヨタ シエンタ 車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

185/60R15タイヤ＆15×5½Jアルミホイール（切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付）
185/60R15タイヤ＆15×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ［ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装］）
185/60R15タイヤ＆ 15×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ）
185/65R15タイヤ＆15×5½Jアルミホイール（切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付）
185/65R15タイヤ＆15×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ［ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装］）
185/65R15タイヤ＆ 15×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ）

車いす仕様車

エアスパッツ

50,000円 55,000円

2WD

E-Four★
ブラック

＊2 ＊2

ヒーター付

＊2
＊2＊3

ヒーター付＊7

＊19

＊8

＊10＊12＊16＊17

＊11＊13 ＊11＊13

＊27
32,000円＊27

＊29＊32

＊9＊42＊45 ＊10＊11＊9＊42＊45

79,200円
（消費税抜き72,000円）

車いす仕様車：
70,000円
＊50

フレンドマチック
取付用専用車：
93,500円

（消費税抜き85,000円）

＊12＊13

31,000円

0円
（消費税抜き0円）

0円
（消費税抜き0円）

0円
（消費税抜き0円）

0円
（消費税抜き0円）

79,200円
（消費税抜き72,000円）

車いす仕様車：
70,000円
＊50

フレンドマチック
取付用専用車：
93,500円

（消費税抜き85,000円）

31,000円

24,000円＊14

＊10＊11 ① ＊10＊11 ② ＊10＊11 ③ ＊10＊11 ④
セットオプション組み合わせ

＊12＊13 ⑤ ＊12＊13 ⑥ ＊12＊13 ⑦ ＊12＊13 ⑧

238,000円 268,000円 168,000円 198,000円 209,000円 239,000円 139,000円 169,000円

＊12＊13
＊9＊42＊45 ＊10＊11＊9＊42＊45

44,000円（消費税抜き40,000円）★

41,800円（消費税抜き38,000円）＊45

20,900円（消費税抜き19,000円）

オートアラーム付

27,000円＊1424,200円（消費税抜き22,000円）

33,000円（消費税抜き30,000円） 33,000円（消費税抜き30,000円）

＊34 ＊34＊35

＊10＊11＊12
＊13＊35

＊10＊11＊12
＊13＊35

＊10＊11＊12
＊13＊35

＊10＊11＊12
＊13＊35

＊34 ＊34＊35

＊29＊32

＊35 ＊35

＊23 ＊23
＊24 ＊24

＊10＊12＊16＊17

＊18

＊12＊13 ＊12＊13

＊8ヒーター付

＊2 ＊2＊3 ＊2
＊2

ボディ同色 ボディ同色

ブラック ブラック

金属調塗装 ブラック

運転席側1人用シートのみ

金属調塗装

7:3分割シート50,000円 55,000円

55,000円
（消費税抜き50,000円）

33,000円
（消費税抜き30,000円）

33,000円
（消費税抜き30,000円）

31,900円
（消費税抜き29,000円）

＊9

45,000円
＊10＊12＊14

45,000円
＊10＊12＊14

38,000円
＊45＊46 41,800円（消費税抜き38,000円）＊45 38,000円

＊45＊46

＋充電用（Type-C）2個
［運転席シートバック］

＋充電用（Type-C）2個
［運転席シートバック］

31,900円
（消費税抜き29,000円）

＊9
＊10＊11

31,900円
（消費税抜き29,000円）

＊9

31,900円
（消費税抜き29,000円）

＊9
＊10＊11

60,500円
（消費税抜き55,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）＊10＊12 ＊10＊12

55,000円
（消費税抜き50,000円）

60,500円
（消費税抜き55,000円）

ばね上制振制御 
フロント
フロント＋リヤ

車いす仕様車
フレンドマチック
取付用専用車 フロント

セカンドシート

助手席側セカンドシート付
車いす仕様車 専用セカンドシート（シートスライド＋

リクライニング＋タンブル機構付）＊31

USB端子
車いす仕様車

6:4分割セカンドシート
（リクライニング＋チルトダウン機構付）

フレンドマチック
取付用専用車

充電用（Type-C）1個・通信用（Type-A）1個［シフトサイドポケット前方］＋
充電用（Type-C）2個［運転席シートバック］ 

フレンドマチック
取付用専用車

フレンドマチック
取付用専用車

助手席側セカンドシート無

グリルモール
ドアサッシュ
（センターピラー）

内装色：ブラック、フロマージュ（設定色）
内装色：カーキ

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ 
2灯式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋ターンランプ＋クリアランスランプ

レーントレーシングアシスト［LTA］＋レーンディパーチャーアラート［LDA］

アダプティブハイビームシステム［AHS］  
オートマチックハイビーム［AHB］  
ロードサインアシスト［RSA］  
ドライバー異常時対応システム  
プロアクティブドライビングアシスト［PDA］  
発進遅れ告知機能［TMN］  

ヘッドランプ

前後方

93,500円
（消費税抜き85,000円）

＊19＊20
トヨタ チームメイト アドバンスト パーク＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）   

27,500円
（消費税抜き25,000円）

＊32

89,100円
（消費税抜き81,000円）

＊42

89,100円
（消費税抜き81,000円）

＊42

89,100円
（消費税抜き81,000円）

＊42

89,100円
（消費税抜き81,000円）

＊42

29,700円
（消費税抜き27,000円）

＊29

27,500円
（消費税抜き25,000円）

＊32

29,700円
（消費税抜き27,000円）

＊29
天井サーキュレーター

CD・DVDデッキ ＊44

＊47

充電用（Type-C）1個・通信用（Type-A）1個［シフトサイドポケット前方］ ＊33

前方
ドライブレコーダー

LEDライン発光テールランプ＆LEDストップランプ＋ターン＆バックアップランプ
LEDテールランプ＆LEDストップランプ＋ターン＆バックアップランプ

プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼夜］・
自動二輪車［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

リヤコンビネーションランプ

本革巻き（シルバー加飾付）
ウレタン

3本スポークステアリングホイール

＊4＊29＊30 ＊4＊29＊30ファブリック（消臭・撥水撥油機能付 ）
ファブリック

シート表皮

フック
ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ホイールナットレンチ  

工具

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（合わせ・高遮音性ガラス）
スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアグリーンガラス
スーパーUVカット・IRカット機能付プライバシーガラス（スライドドア・リヤクォーター・バックドア）
シートヒーター
ステアリングヒーター
本革巻き3本スポークステアリングホイール（シルバー加飾付）

コンフォートパッケージ

バックカメラ ＊51
6スピーカー

ナビレディパッケージ
＊15

カラードドアサッシュ（センターピラー）
内装色カーキ

ファンツールパッケージ
＊52

車いす仕様車運転席シート
バックスマホ
ポケット（2個）

キーロック操作
スマートロック操作

パワースライドドア予約ロック機能

ワンタッチスイッチ付
パワースライドドア
（挟み込み防止機能付）

ハンズフリーデュアル
デュアル
助手席側

＊25
＊26

＊25

＊28

＊4

＊4

停止保持機能あり
停止保持機能なし

レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

＊1

＊4＊5
＊6

外装

UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス）
UVカットフロントドアグリーンガラス
UVカット機能付プライバシーガラス（スライドドア・リヤクォーター・バックドア）

LEDフロントフォグランプ   

リヤフォグランプ（バンパー中央部取付）
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＋補助確認装置

ブラインドスポットモニター［BSM］  

パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）
パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）
車両接近通報装置
プラスサポート（急アクセル時加速抑制）

パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＋パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）
27,500円

（消費税抜き25,000円）
＊20

パノラミックビューモニター

バックガイドモニター

＊15

＊15

＊15

＊15
＊15

＊15

安全装備

 で記載のメーカーオプションを装着した場合、2023年4月以降の生産予定となります。

■車いす仕様車の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。 ■車いす仕様車の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。

■ 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（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　

Z
車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車

X
車いす仕様車設定仕様 車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 車いす仕様車

G X G
2WD（5人乗り）・E-Four（5人乗り）★ 2WD（5人乗り）

ハイブリッド車 ガソリン車

XZ
車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車

X
車いす仕様車設定仕様 車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 車いす仕様車

G X G
2WD（5人乗り）・E-Four（5人乗り）★ 2WD（5人乗り）

ハイブリッド車 ガソリン車

X

全車標準装備　●DCM（専用通信機）　●ルーフアンテナ（可倒式）　など　

全車標準装備　●タイヤパンク応急修理キット　●スタビライザー（フロント）　●バックドアガーニッシュ　●バンパーコーナープロテクター　●カラードアウトサイドドアハンドル　●足踏み式パーキングブレーキ　など　

全車標準装備　●ミスト機能付ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式＋車速感応式）　●LEDハイマウントストップランプ　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー（リバース連動機能付）●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）　●防眩インナーミラー　●LEDライセンスプレートランプ　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS&ブレーキアシスト　●S-VSC　●TRC（OFFスイッチ付）　●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　●ドライブ
スタートコントロール　●SCB（セカンダリコリジョンブレーキ）　●全席（車いす乗車スペースを除く）ELR付3点式シートベルト（フロント＆セカンドシート：プリテンショナー＋フォースリミッター機構付）＊21　●全席（車いす乗車スペースを除く）シートベルト非着用警告灯
（点滅式）＋リマインダー（警告音）＊21　●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）＊22　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋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）　など

全車標準装備　●ドライブモードスイッチ（エコ・パワー）　●チルト&テレスコピックステアリング　●ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・レーントレーシングアシスト・レーダークルーズコントロール・ハンズフリー・音声認識）　●パワー
ウインドゥ（全席ワンタッチ式/挟み込み防止機能付）　●メーター照度コントロール　●油温ウォーニング（ガソリン車）　●デジタルクロック（メーター内）　●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　●半ドアウォーニング　●ランプ消し忘れブザー　●キー
忘れ防止ブザー　●デュアルスライドドアイージークローザー　●ドアキー連動パワードアロック（バックドア連動）　●チャイルドプロテクター（スライドドア）　●電気式バックドアハンドル　●フューエルリッドオープナー　など

全車標準装備　●回転式買い物フック　●アシストグリップ（フロントシート2、セカンドシート2）　●全席ヘッドレスト　●サンバイザー（バニティミラー［運転席・助手席］+チケットホルダー［運転席］付）　●ドアスカッフプレート　●運転席シート上下アジャスター　●クリーンエアフィルター
（花粉除去・脱臭機能付）　●イルミネーテッドエントリーシステム（LEDフロントパーソナルランプ＋ルームランプ）　●ルームランプ　●LEDフロントパーソナルランプ　●ラゲージルームランプ　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊38　●フロントドアポケット（ボトルホルダー
［運転席〈1,000mlサイズ×1本〉/助手席〈1,000mlサイズ×1本、500mlサイズ×2本〉付］）　●スライドドアポケット（ボトルホルダー［1本］両側）　●助手席グローブボックス　●デッキサイドボトルホルダー&スマホホルダー（両側）　●ユーティリティホール（車いす仕様車：デッキサイド左右
各2個、フレンドマチック取付用専用車：デッキサイド左右各3個）　など

足
回
り・メ
カ
ニ
ズ
ム

エ
ク
ス
テ
リ
ア

駐
車
支
援

予
防
安
全

視
界

エレクトロシフトマチック
ストレート式シフトレバー
10速シーケンシャルシフトマチック
EVドライブモードスイッチ

オプティトロンメーター＋7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
アナログメーター＋4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
ハイブリッドシステムインジケーター
エコドライブインジケーター

操作性

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（スマートキー2個）
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）＋ジャックナイフタイプワイヤレスキー1本

操
作
系

ド
ア・キ
ー

ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

空
調

電
源

収
納

シ
ー
ト

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（ピアノブラック）
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
ナノイーX

アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/インパネ1・荷室1/非常時給電システム付）

シフトサイドポケット
運転席アッパーボックス
助手席オープントレイ
運転席・助手席カップホルダー＆小物入れ
デッキアンダートレイ

ETC2.0ユニット
ETC車載器

ドライブレコーダー（前後方）＋ETC2.0ユニット
ドライブレコーダー（前方）＋ETC車載器

パノラミックビューモニター＋ブラインドスポットモニター＋パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）
バックガイドモニター

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）
ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）+TV（フルセグ）

メーカーセットオプション価格

HDMI入力端子
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊43

+TV（フルセグ）

＊4＊36

＊37

運転席アームレスト（フック付/左側）

充電用（Type-C）2個［シフトサイドポケット前方］ ＊33

＊33

内装

ファブリック巻き ファブリック巻き 

フロント：シルバー塗装 フロント：シルバー塗装

ファブリック巻き ファブリック巻き

イ
ン
テ
リ
ア

シ
ー
ト

後席用サンシェード/セラミックドット（スライドドアガラス）
ドアアームレスト 
インサイドドアハンドル（ブラック） 
インストルメントパネル

内装

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＊48 など） ＊49

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］    

その他

X セットオプション組み合わせ

メーカーパッケージオプション

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus＊39　【ナビ】コネクティッドナビ対応（車載ナビ有）
【オーディオ・ビジュアル】10.5インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、TV（フルセグ）、USB入力（動画・
音楽再生/給電）＊40、6スピーカー　【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応
【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティング＊41など
【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＊39　【ナビ】コネクティッドナビ対応　
【オーディオ・ビジュアル】8インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、USB入力（動画・
音楽再生/給電）＊40、6スピーカー　【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、
Miracast®対応　【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティング＊41など
【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）
ディスプレイオーディオ レス（カバー付）　【オーディオ・ビジュアル】2スピーカー
【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、リモートメンテナンスメールなど ＊41
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◆「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、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。
◆装備につきましては、標準車のページをあわせてご参照ください。
■車いす仕様車の価格はメーカー希望小売価格＜（消費税非課税）'22年8月現在のもの＞、フレンドマチック取付用専用車の価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）'22年8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。 　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■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。 ■“ヘルプネット®”は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。

＊1.メーカーパッケージオプションの内装色カーキ（ファンツールパッケージ）を選択した場合、エクステリアのドアサッシュ（センターピラー）は選択した
ボディカラーと同色となります。 ＊2.コンフォートパッケージを選択した場合、ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス）はIRカット
機能付に、UVカットフロントドアグリーンガラス、UVカット機能付プライバシーガラス（スライドドア・リヤクォーター・バックドア）はスーパーUVカット・
IRカット機能付となります。 ＊3.スライドドアガラスはセラミックドット。 ＊4.車いす仕様車は選択できません。 ＊5.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着
できます。 ＊6.パノラミックビューモニターを選択した場合、補助確認装置は非装着となり、ドアミラーはカメラ（左右）付になります。 ＊7.パノラミック
ビューモニター（床下透過表示機能付）＋パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）を選択した場合、補助確認装置は非装着となり、ドアミラーはカメラ
（左右）付となります。 ＊8.寒冷地仕様またはブラインドスポットモニターを選択した場合、ドアミラーはヒーター付になります。 ＊9.ドライブレコーダー
（前後方）、ETC2.0ユニットはセットでメーカーオプション。 ＊10.ドライブレコーダー（前後方）、ETC2.0ユニット、パノラミックビューモニター、ブラインド
スポットモニター、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイ
オーディオ（コネクティッドナビ対応）はセットでメーカーオプション。なお、ブライドスポットモニターは単独でも選択できます。 ＊11.ドライブレコーダー
（前後方）、ETC2.0ユニット、バックガイドモニター、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイオーディオ
（コネクティッドナビ対応）はセットでメーカーオプション。 ＊12.ドライブレコーダー（前方）、ETC車載器、パノラミックビューモニター、ブラインド
スポットモニター、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイ
オーディオ（コネクティッドナビ対応）はセットでメーカーオプション。なお、ブラインドスポットモニターは単独でも選択できます。 ＊13.ドライブレコーダー
（前方）、ETC車載器、バックガイドモニター、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイオーディオ（コネク
ティッドナビ対応）はセットでメーカーオプション。 ＊14.ブラインドスポットモニターと寒冷地仕様を同時装着、または北海道地区でブラインドスポット
モニターを装着した場合、合計価格から5,000円減額されます。 ＊15.字光式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊16.ドライブレコーダー
（前後方）、ETC2.0ユニット、バックガイドモニター、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイオーディオ
（コネクティッドナビ対応）をセットでメーカーオプション選択し、単独でブラインドスポットモニターを選択した場合、パーキングサポートブレーキ
（後方接近車両）が装着されます。 ＊17.ドライブレコーダー（前方）、ETC車載器、バックガイドモニター、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ
対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）をセットでメーカーオプション選択し、単独でブラインドスポット
モニターを選択した場合、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）が装着されます。 ＊18.X（ガソリン車）においてプラスサポートを選択する
場合は、スマートエントリー＆スタートシステムの装着が必要です。 ＊19.トヨタ チームメイト アドバンスト パーク＋パーキングサポートブレーキ（周囲
静止物）とパノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＋パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）はセットでメーカーオプション。 ＊20.トヨタ 
チームメイト アドバンスト パーク＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）とパノラミックビューモニターは同時装着できません。 ＊21.車いす
仕様車の車いす用3点式シートベルトには、プリテンショナー＋フォースリミッター機構、シートベルト非着用警告灯（点滅式）＋リマインダー（警告音）
は装着されません。 ＊22.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。助手席側セカンドシート無は右席のみとなります。 ＊23.コンフォートパッケージ
を選択した場合、ステアリングヒーターが装着されます。 ＊24.コンフォートパッケージを選択した場合、本革巻き3本スポークステアリングホイール

（シルバー加飾付）、ステアリングヒーターが装着されます。 ＊25.スマートキーにデュアルパワースライドドア開閉スイッチが付きます。 ＊26.スマート
キーまたはワイヤレスキーに助手席側パワースライドドア開閉スイッチが付きます。 ＊27.スマートエントリー＆スタートシステムを選択した場合、
パワースライドドア予約ロック機能（助手席側のみ）にスマートロック操作が追加されます。 ＊28.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。 ＊29.ファブリックシート表皮
（消臭・撥水撥油機能付）と天井サーキュレーターとナノイーXはセットでメーカーオプション。 ＊30.Zの消臭・撥水撥油機能の採用範囲とは異なります。 
＊31.車いす仕様車はシートスライド機能がつきます。また、車いす仕様車のセカンドシートを折りたたむには、標準車と異なりリクライニングレバー
操作に加えてタンブルレバー操作が必要です。 ＊32.天井サーキューレーターとナノイーXはセットでメーカーオプション。 ＊33.充電用USB端子
（Type-C）はDC5V/3A（消費電力15.75W）、通信用USB端子（Type-A）はDC5V/1.5A（消費電力7.5W）の電源としてご使用ください。 ＊34.充電用
USB端子（Type-C）2個［運転席シートバック］および運転席シートバックスマホポケット（2個）は装着されません。 ＊35.ディスプレイオーディオ（コネク
ティッドナビ対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）を選択した場合、シフトサイドポケット前方のUSB端子は
充電用（Type-C）1個・通信用（Type-A）1個となります。 ＊36.合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、
給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の
電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください（工場出荷時は、50Hzに設定されています）。一部の自治体では駐車または停車中にエンジン
を始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。 ＊37.車いす仕様車には装着されません。 ＊38.120W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。 ＊39.CD・DVDデッキ
は搭載されていません。 ＊40.スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSB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。 ＊41.ご利用にはT-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料。6年目以降は330円（消費税抜き300円）/
月が必要です。 ＊42.ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）PlusとETC2.0ユニットを同時装着した場合、ETC2.0ユニットはETC2.0
ユニット（VICS機能付）＋光ビーコンユニット付となります。 光ビーコンは、光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。 ＊43.詳しくは
販売店におたずねください。 ＊44.メディアによっては再生できない場合があります。 ＊45.CD・DVDデッキとETC2.0ユニットは同時装着できません。 
＊46.CD・DVDデッキは、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＋TV（フルセグ）またはディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）と、
ETC車載器を同時に装着した場合に選択できます。 ＊47.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できな
い場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となり
ます。 ＊48.PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient ＊49.寒冷地仕様では、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。 ＊50.車いす仕様車には、シートヒーターは装着されません。 ＊51.ナビ
本体は含まれません。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。　＊52.ファンツールパッケージを選択した場合、ボディ
カラーのツートーンは選択できません。

■ メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　

★アクセサリーコンセントを選択しない場合、2023年4月以降の生産予定となります。 

★E-Fourの設定はフレンドマチック取付用専用車のGグレードのみとなります。


