トヨタ スペイド 主要装備一覧表
■外装
175/65R15 タイヤ＆15 5Ｊ

G

F

スチールホイール（樹脂フルキャップ付）

アルミホイール（センターオーナメント付）

足回り・
スペアタイヤ（応急用 Ｔ125/70Ｄ16）
メカニズム
アイドリングストップ機能（Stop&Start System）

2WD/4WD

＊1＊2

■内装

10,800円（消費税抜き10,000円）
2WD車

エアスパッツ
（フロント）

＊3

●スタビライザー（フロント） ●バックドアガーニッシュ
（ボディ同色） ●エンジンアンダーカバー

フロント
（ハロゲン）

など

●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ドアポケット
（運転席・リヤ右席）
＆クォータートリムポケット
（リヤ左席） ●ボトルホルダー（フロントドア2個・リヤドア1個） ●インパネロアポケット

その他

LEDストップランプ

視界

IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、
トップシェード付
ウインドシールド
グリーンガラス（合わせ） IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能付
フロントドアガラス
フロントクォーター
ガラス（助手席側）

スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉
カット機能付（撥水機能付）＊5

スーパーUVカットパッケージ

UVカット機能、撥水機能付

スーパーUVカットパッケージ

UVカット機能付

リヤドアガラス・リヤクォーターガラス・バックドアガラス
リヤウインドゥデフォッガー
Toyota Sefety Sense
先行車発進告知機能
予防安全

スーパーUVカットパッケージ

UVカット機能付

●助手席シートバックテーブル（買い物フック付） ●フロントシートヘッドレスト
（上下調整式） ●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ） ●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）

（1個） ●ドアアームレスト
（運転席・リヤ右席） ●ドアスカッフプレート ●アクセサリーソケット
（DC12V 120W）
＊14 など
●カードホルダー ＊13 ●助手席買い物フック

トヨタ純正ナビ・オーディオ

＊15

ETC車載器

＊13

G

＊6
「ナノイー」
パッケージ

スーパー
UVカット
パッケージ

EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト

VSC（ビークル・スタビリティ・コントロール）
＆TRC（トラクション・コントロール）

F

Y

X

61,714円

（消費税抜き

57,143円）

＊6

17,280円

（消費税抜き

16,000円）

ヒルスタートアシストコントロール

パッケージ内容

全車
標準装備
■操作性

操作系

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）＊8

●LEDハイマウントストップランプ

●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト機能付） ●リヤワイパー

●プリテンショナー＆フォースリミッター機構付フロントシートベルト

43,200円（消費税抜き40,000円）＊7

●防眩インナーミラー

全車
標準装備
■内装

2本スポークステアリングホイール

本革巻き

シフトレバーノブ

本革巻き

ステアリングヒーター（ステアリングスイッチ付）

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（F・Yはメッキリング付）
［除くG］

タイマー付リヤウインドゥデフォッガー

リヤウインドゥデフォッガー［除くG］

専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）

センタークラスターパネル（標準仕様）
［ 除くG］

ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）
：

ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）
：

フロントドアガラス：スーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付） ＊5

フロントドアガラス：UVカット機能付［除くG］

フロントクォーターガラス（助手席側）
：UVカット機能、撥水機能付

フロントクォーターガラス（助手席側）
：UVカット機能付［除くG］

IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、
トップシェード付

HID
パッケージ

ウレタン

ナビレディ
パッケージ
＊18

デジタル式センターメーター（メーター照度コントロール機能付）

マルチインフォメーションディスプレイ

●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●パワーウインドゥ
（運転席ワンタッチ式/挟み込み防止機能、
キーOFF後作動機能付） ●ドアキー連動パワードアロック
（バックドア連動）
●キー忘れ防止ウォーニング
（ブザー） ●半ドアウォーニング ●足踏み式パーキングブレーキ ●フューエルリッドオープナー ●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） ●パーキングブレーキ戻し忘れブザー ●ブレーキウォーニング ●フューエル残量ウォーニング
（警告灯） ●エンジンモニターウォーニング など
シート表皮（ファブリック）

トリコット
（起毛タイプ）

セパレートシート
（運転席：アームレスト付）

トリコット

トリコット
（撥水タイプ）

ジャージ

ベンチシート
（運転席：クッショントレイ&アームレスト付）

セパレートシート

運転席6ウェイ
（前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター）＆
助手席4ウェイ
（前後ロングスライド+リクライニング）
快適温熱シート

シート

運転席

＊9

助手席

運転席シートバックティッシュポケット＆買い物フック
運転席クッションサイドポケット
リヤシート
リヤヘッドレスト

空調

「ナノイー」

6：4分割可倒式（リクライニング、クッションチップアップ機構付）
6：4分割可倒式
一体可倒式

2WD車

4WD車（リクライニング機構付）

上下調整式

シートバック一体式（左右席）、上下調整式（中央席）

「ナノイー」パッケージ

オートエアコン（花粉除去モード付）
＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル

助手席グローブボックス

デッキアンダートレイ

専用加飾センタークラスターパネル（シルバー塗装）

ラゲージルームランプ

フロントグリル

フロントグリル（シルバー塗装）

ドアミラー

ドアミラー（ボディ同色）

アウトサイドドアハンドル

アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装）

バックドアガーニッシュ

バックドアガーニッシュ
（ボディ同色）

インサイドドアハンドル

インサイドドアハンドル（プラム色）

シフトレバーベゼルリング

シフトレバーベゼルリング（内装色プラム：ブラック、内装色フロマージュ：プラム）

レジスターリング（サテン調）

レジスターリング（内装色プラム：ブラック、内装色フロマージュ：フロマージュ）

専用意匠デジタル式センターメーター（メーター照度コントロール機能付）

デジタル式センターメーター（メーター照度コントロール機能付）

56,571円

プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ
（オートレベリング機能付）

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付）

30,437円

ステアリングスイッチ（オーディオ操作）

＊20

バックカメラ

＊21

工場装着バックカメラ用ガイドキット

＊21

（消費税抜き52,381円）
（消費税抜き28,182円）

＊19

̶

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. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。
＊2. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、デッキアンダートレイは装着されません。
ドアサッシュ
（運転席側）はボディ同色となります。
＊3. ボディカラーのブラックマイカ〈209〉を選択した場合、
＊4. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
＊5. 運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット＋IR〈赤外線〉カット機能付（撥水機能付）ではありません。UVカット機能付となります。
リヤウインドゥデフォッガーはタイマー付となります。
＊6. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイー」パッケージを選択した場合、
アシストグリップ（運転席・助手席回転式）
とアシストグリップ（リヤ左右席回転式）
が装着されます。
＊7. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、
（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。
＊8. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
＊9. ステアリングヒーター、助手席快適温熱シート、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。
＊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販売店にご相談ください。
アンブレラホルダーは小物入れになります。
＊11. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、
＊12. 2WD車と4WD車ではデッキアンダートレイの形状が異なります。
＊13. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは装着されません。なお、ETC車載器は別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
＊14. 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。
＊15. 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。
：Positive Temperature Coeﬃcient
＊16. PTC［自己温度制御システム］
＊17. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。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。
＊18. 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が必要となります。
＊19. 工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
＊20. 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システムを選択した場合に操作可能となります。
（販売店装着オプション）が必要です。
＊21. ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット
＊22. 歩行者検知機能なし。
■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」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）ʼ17年12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。
■「nanoe」、
「ナノイー」および「nanoe」
マークは、パナソニック株式会社の商標です。

ベンチシートクッショントレイ
（1個）

クォータートリム（リヤ左席1個）

センタークラスター小物入れ

インテリア

IR〈赤外線〉カット機能、UVカット機能付［除くG］

中敷きトレイ＋ゴムマット付

助手席（1個）

センターマルチボックス（カップホルダー1個）

アシストグリップ

2WD車

「ナノイー」パッケージ

助手席アッパートレイ

アンブレラホルダー

2WD車

メッキリング付

運転席アッパートレイ＆小物入れ＆ポストカードホルダー

カップホルダー

4WD車
4WD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

収納

（消費税抜き20,909円）

メッキ加飾

●全席ELR付3点式シートベルト

＊9

大開口ワイヤレス電動スライドドア（イージークローザー、挟み込み防止機能付）
［助手席側］

フロントシート

22,582円

●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（ランプ＋ブザー） ●チャイルドプロテクター（リヤ右席のみ） など

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/スマートキー2本）＆スタートシステム ＊10
計器盤

ドレスアップ
パッケージ

̶

オートエアコン（花粉除去モード付）＆プッシュ式ヒーターコントロールパネル

緊急ブレーキシグナル

43,200円（消費税抜き40,000円）

メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備［G・F・Y・X］

「ナノイー」

スライドドアリフレクター

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）

4WD車 21,600円（消費税抜き20,000円）＊6

（消費税抜き48,000円）
＊9

メーカーセレクトパッケージ一覧表 ＆ 標準装備との比較

・プリクラッシュセーフティ
（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
＊22

SRSエアバッグ（運転席・助手席）

2WD車 15,120円（消費税抜き14,000円）＊6

4WD車 51,840円

全車標準装備 ●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） など

ドライブスタートコントロール

衝突安全

2WD車 45,360円

（消費税抜き42,000円）
＊9

寒冷地仕様［ウインドシールドデアイサー/ヒーター付オート電動格納式リモコンカラード
＊17
ドアミラー/補助ヒーター（PTCヒーター＊16）/リヤヒーターダクト など］

UVカット機能付プライバシー

タイマー付

X

全車
標準装備

4スピーカー
オーディオ＆ スピーカー
天井スピーカー（2個）
ナビ
オーディオレスカバー

＊4

オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（サイドターンランプ付）

Y

2WD/4WD

フードサイレンサー/ダッシュアウターサイレンサー

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］

リヤ（右側のみ）

F

販売店装着オプション

吸・遮音

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付）
フォグランプ

G

メーカーセレクトパッケージ（ご注文時に申し受けます）

オーディオレス（カバーレス）

2WD車

ドアサッシュブラックアウト
（運転席側）

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

■エンターテインメント

4WD車

エクステリア アウトサイドドアハンドル（シルバー塗装）
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット＊1

X

48,600円（消費税抜き45,000円）

アクティブトルクコントロール4WD

■安全装備

Y

標準装備

＊11

＊2

＊12

「ナノイー」パッケージ

助手席ピラー固定式

＊7

運転席・助手席回転式

サンバイザー（運転席・助手席バニティミラー＋運転席チケットホルダー付）

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
＊7

リヤ左右席回転式（リヤ右席：コートフック一体型）

天井照明付

リサイクル料金表

（単位：円）

全車

※リサイクル料金は '17年12月時点の金額

リサイクル預託金

シュレッダーダスト料金

エアバッグ類料金

フロン類料金

情報管理料金

5,630

1,930

1,650

130

資金管理料金

合 計

290

9,630

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

