
トヨタ ヴィッツ 特別仕様車 HYBRID F“Amie”/1.3F“Amie”/1.0F“Amie” 主要装備一覧表

■特別装備　■標準装備
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
■メーカーセットオプション（ご注文時に申し受けます）
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両
HYBRID F “Amie” F “Amie” HYBRID F F

ハイブリッド
1.5L（2WD）

1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・4WD）

ハイブリッド
1.5L（2WD）

1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・4WD）

■外装・メカニズム
アウトサイドドアハンドル メッキ加飾 カラード

エアスパッツ
フロント・センター・リヤ 2WD車 2WD車
フロント・リヤ
リヤ 4WD車 4WD車

185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイール（センターオーナメント付） ハイブリッド車/1.3L（2WD）車 59,400円（消費税抜き54,000円）　4WD車 63,800円（消費税抜き58,000円）
175/70R14 タイヤ＆5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 1.3L（2WD）車 1.3L（2WD）車
165/70R14 タイヤ＆5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 1.0L車/4WD車 1.0L車/4WD車
スペアタイヤ（応急用）T125/70D16 11,000円（消費税抜き10,000円）＊1
リヤエンブレム 特別仕様車用（Amie）
アイドリングストップ機能（Stop&Start System） 1.3L（2WD）車 1.3L（2WD）車
ECB（電子制御ブレーキシステム）
モードスイッチ（エコドライブモード＋EVドライブモード）
■安全装備
Toyota Safety Sense
・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

＊2 44,000円（消費税抜き40,000円）＊3＊4

先行車発進告知機能 ＊3

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）］ ※除く1.0L車 ＊5 28,600円

（消費税抜き26,000円）

1.3L（2WD）車28,600円
（消費税抜き26,000円）

4WD車61,600円
（消費税抜き56,000円）＊6＊23

28,600円
（消費税抜き26,000円）＊7

1.3L（2WD）車28,600円
（消費税抜き26,000円）

4WD車61,600円
（消費税抜き56,000円）＊6＊7＊23

ドライブスタートコントロール 1.3L車 1.3L車
アクティブトルクコントロール4WD 4WD車 4WD車
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） ＊8＊9 44,000円（消費税抜き40,000円）

ヘッドランプ

Bi-Beam LED（オートレベリング機能付・
スモークメッキ加飾）＋LEDクリアランスランプ ★A ★A

プロジェクター式ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾）
マルチリフレクター式ハロゲン

（マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾）
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） 1.3L車 1.0L車 ★A ★A
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 ＊10
フロントフォグランプ 11,000円（消費税抜き10,000円）
リヤフォグランプ（バンパー中央） ＊11
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＆6灯LEDストップランプ ★A ★A
LEDテール＆ストップランプ

■操作性

アナログメーター

カッパー加飾メーターリング（タコメーター付） ハイブリッド専用 1.3L（2WD）車 4WD車＊6
カッパー加飾メーターリング 1.0L車/4WD車
シルバー塗装メーターリング （タコメーター付） ハイブリッド専用 1.3L（2WD）車 4WD車＊6
ブラック塗装メーターリング 1.0L車/4WD車

TFTマルチインフォメーションディスプレイ 1.3L（2WD）車 4WD車＊6 1.3L（2WD）車 4WD車＊6
マルチインフォメーションディスプレイ 1.0L車/4WD車 1.0L車/4WD車
ハイブリッドシステムインジケーター
3本スポークステアリングホイール ブラックマイカ塗装・ウレタン
チルトステアリング テレスコピック機能付 テレスコピック機能付

ステアリング
スイッチ

オーディオ＋ハンズフリー操作 ＊12 1.0L車/4WD車 ★B 1.0L車/4WD車 ★B
オーディオ操作 ＊12 ★B 1.3L（2WD）車 ★B 4WD車＊6 ★B 1.3L（2WD）車 ★B 4WD車＊6
マルチインフォメーション操作 1.3L（2WD）車 4WD車＊6 1.3L（2WD）車 4WD車＊6

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 ＊13 スマートキー2本 スマートキー2本 ★C＊14

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
■内装

シート表皮 専用表皮（メイン：スエード調／サイド：合成皮革）/
専用ステッチ（ブラウン［前席のみ］）

ファブリック
（ブラック/アイボリー×ブラック）

フロントシート スタンダード（分離式ヘッドレスト） ★D
ハイバック（一体式ヘッドレスト）

快適温熱シート（運転席） 8,250円（消費税抜き7,500円）＊15
買い物アシストシート（助手席） ★D

リヤシート 6：4分割可倒式 1.3L車 1.3L車
一体可倒式 1.0L車 1.0L車

インパネオーナメント ブラックストライプ 革シボ調
フロントドアトリムオーナメント表皮 専用ファブリック（ブラック） ファブリック（ブラック/アイボリー）

ブラック
マイカ塗装

フロントパワーウインドゥスイッチベース
オーディオクラスター
シフトレバーベゼル

カッパー加飾（センターレジスターモール＆ノブ、サイドレジスター
ベゼル、インパネアッパーモール、フロントドアスピーカーリング）
メッキ加飾（インサイドドアハンドル、マニュアルエアコン ダイヤル部〈1.0L車〉）
フロアマット 特別仕様車用
助手席シートアンダートレイ ★D
メーターサイドボックス ＊4
コインポケット（運転席側） ＊14
アジャスタブルデッキボード 2WD車 2WD車
デッキボード 4WD車 4WD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 1.3L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 1.0L車

イルミネーテッド
エントリーシステム

パワースイッチ ★C＊14
エンジンスイッチ ★C＊14
フロントパーソナルランプ＋インテリアランプ

■エンターテイメント・その他
オーディオレス

（カバーレス）
6スピーカー＆バックカメラ ＊5＊16＊17 ★B ★B
2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 ＊18

寒冷地仕様 ＊11＊19 1.0L車/4WD車 22,000円（消費税抜き20,000円）
ハイブリッド車/1.3L（2WD）車 15,400円（消費税抜き14,000円）

●スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス　●UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア・バックドア）　●ハイブリッドシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ）
〈ハイブリッド車〉　●タイヤパンク応急修理キット＊1　●VSC＆TRC　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●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　●車両接近通報装置〈ハイブリッド車〉　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）　●リヤワイパー　●電動パワーステアリング　●センターコンソールトレイ＆リヤ
カップホルダー（2個）＊20　●カードホルダー＊21　●回転式アシストグリップ（フロント1）＊8　●ボタン型コートフック（リヤ片側）＊9　●サンバイザー（運転席バニティミラー＋
運転席チケットホルダー付＋フタ付）　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊22　●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. 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装備されません。　＊2. ランプオートカットシステム付。　＊3. Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能は
セットでメーカーオプションとなります。　＊4. Toyota Safety Senseを選択した場合、メーターサイドボックスは非装着となります。　＊5. 字光式ナンバープレートは装着できません。
＊6. 4WD車はインテリジェントクリアランスソナーとTFTマルチインフォメーションディスプレイ、ステアリングスイッチ（オーディオ・マルチインフォメーション操作）がセットでメーカー
オプションとなります。また1.3F“Amie”（4WD）のアナログメーターがタコメーター付に、1.3F（4WD）のアナログメーターがシルバー塗装メーターリング（タコメーター付）に変更と
なります。　＊7. インテリジェントクリアランスソナーはToyota Safety Senseを選択した場合に装着できます。　＊8. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを
選択した場合、回転式アシストグリップはフロント2・リヤ2となります。　＊9. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、アシストグリップ一体型コートフック（リヤ
片側）が装着されます。　＊10. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。　＊11. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。　＊12. オーディオ
操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。　＊13. 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。　＊14. ★C【スマートエントリーセット】を選択した場合、イルミネーテッド
エントリーシステムはパワースイッチ（ガソリン車はエンジンスイッチ）＋フロントパーソナルランプ＋インテリアランプとなり、コインポケットは装着されません。　＊15. ★D【スマイル
シートセット】を選択した場合に選択できます。　＊16. バックカメラ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。　
＊17. 後退時にステアリング操作に連動する予想進路線を画面表示するためには、販売店装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。詳しくは
販売店におたずねください。　＊18. 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。　＊19. 寒冷地での使用を
考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っています。また、熱線式ウインドシールドデアイサーなどが装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備と
なります。　＊20. リヤカップホルダーは、2WD車と4WD車では形状が異なります。　＊21. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。　＊22. 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。　＊23. 1.3L車（4WD）はインテリジェント
クリアランスソナーとナビレディセットを同時装着した場合、ステアリングスイッチ（ハンズフリー操作）は装着されず、合計価格から4,400円（消費税抜き4,000円）減額されます。
■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。　■「メーカーオプション」および「メーカーセットオプション」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。　■“Amie”はグレード名称ではありません。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税
込み）'19年10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。
★A【LEDランプセット】ハイブリッド車、1.3F“Amie”＜88,000円（消費税抜き80,000円）＞/1.0F“Amie”、F＜96,800円（消費税抜き88,000円）＞
★B【ナビレディセット】ハイブリッド車、1.3L車（2WD）＜47,300円（消費税抜き43,000円）＞/1.0L車、1.3L車（4WD）＊23＜49,500円（消費税抜き45,000円）＞
★C【スマートエントリーセット】＜35,200円（消費税抜き32,000円）＞　★D【スマイルシートセット】＜11,000円（消費税抜き10,000円）＞


