
アトレー主要装備一覧表  標準装備　  メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

　パックオプション

　☆１ ： 6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
　　　  ［RS］55,000円（消費税抜き50,000円）
　　　  ［X］71,500円（消費税抜き65,000円）

　☆2 ： 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
　　　  ［RS、アトレーデッキバン］82,500円（消費税抜き75,000円）
　　　  ［X］99,000円（消費税抜き90,000円）

　☆3 ： 視界補助パック
　　　  ［RS、アトレーデッキバン］55,000円（消費税抜き50,000円）
　　　  ［X］66,000円（消費税抜き60,000円）
　　　  6.8インチ/9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ同時選択時 ※Xのみ　　  
　　　  55,000円（消費税抜き50,000円）

※1：運転席左側ポケットは「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は取り外しとなります。 ※2：標識認識機能は「RS、
アトレーデッキバン」についてはTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ上、Xはメーター内インジケーターに表示されます。Xで「6.8インチ
スマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は、ディスプレイオーディオ上にも表示されます。 
※3：「視界補助パック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」
または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を同時選択した場合は、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。
なお、RS、アトレーデッキバンのバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されません。また、アトレーデッキバンは字光式ナンバープレートと
の同時装着はできません。 ※4：セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。 ※5：オーディオスペースは
ワイドサイズ（200mm）対応となります。 ※6：「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」は
同時選択できません。 ※7：「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「インパネ
センタークラスター」のUSBソケットをご使用ください。 ※8：「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマート
フォンを接続される際は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体」のUSBソケットをご使用ください。 ※9：RSに「6.8インチスマホ連携
ディスプレイオーディオ」を選択した場合、「フルセグTVアンテナ」は装着されません。 ※10：荷台部は保証の対象となりません。 ※１1：寒冷地での使用を
考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております（エンジンクーラント濃度50％）。なお、メーカー希望オプション価格は0円となります。 ※１2：工場
出荷時はOFF設定となっています。 ■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。 
■価格はメーカー希望オプション価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

グレード RS X アトレー
デッキバン 全車標準装備
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カラードフロントバンパー ボディ同色 ●カラードドアアウターハンドル
●カラードバックドアハンドル
●トップシェイドガラス（フロントウインドゥ）
●ルーフアンテナ
●スーパーUVカットガラス（フロントウインドゥ）
●グリーンガラス
　（フロント/フロントドアウインドゥ）
●サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席）
●LEDフォグランプ（メッキベゼル付）
●ヘッドランプ自動消灯システム

カラードフロントロアバンパー ブラック
カラードリヤバンパー ボディ同色
リヤバンパーガーニッシュ ブラック
メッキフロントグリル
電動格納式カラ－ドドアミラ－ ブラック
スモークドガラス スライドドア/クォーター/バックドアウインドゥ

スライドドア/リヤウインドゥ
スーパーUV&ＩＲカットガラス（フロントドアウインドゥ）
サイドストーンガード ブラック
ガードフレーム/ガードバー/テールゲートフック
LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付）
リヤコンビネーションランプ（LEDテール＆ストップランプ） クリア
ドアミラーターンランプ
ハイマウントLEDストップランプ
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ステアリングホイール ウレタン（メッキオーナメント・シルバー加飾付） ☆1・2 ●センターピラーガーニッシュ
●成形天井
●スライドドアトリム
●ドアスカッフプレート（フロントドア/スライドドア）
●ボトルホルダー（後席）
●シートバックポケット（助手席）
●足踏式パーキングブレーキ
●バニティミラー（運転席）
●インパネセンターシフト
●４ＷＤインジケーター
●エコインジケーター
●運転席シートスライド（220mm）＆リクライニング
●フロントドアアームレスト
●フロントピラーガーニッシュ
●乗降グリップ（運転席/助手席/後席左右）
●アシストグリップ（助手席/後席）
●グローブボックス
●カップホルダー（前席/堀込み式）
●コンソールトレイ
●ショッピングフック（インパネ）
●チケットホルダー（運転席）
●助手席トレイ（フック付）
●センタートレイ 
●ドアポケット＆ボトルホルダー（運転席/助手席）
●サンバイザー（運転席/助手席）
●アクセサリーソケット（12V）

ウレタン（メッキオーナメント付）
マルチインフォメーションディスプレイ

（アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・
コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止/警告）
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

（アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・コーナーセンサー・
半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止/警告・メンテナンス情報・時計モードなど）
タコメーター
フルファブリックシート
分離式ヘッドレスト フロント / リヤ フロント
助手席シートスライド １７０ｍｍ＆リクライニング

１2０ｍｍ＆リクライニング
水平格納式リヤシート（セパレートタイプ）
フロアマット（フロント / リヤ） ニードルパンチ
イージーケアマット 後席シートバック/荷室フロア 後席シートバック
フロントセンターアームレスト
デッキサイドトリム（スリット付）
デッキバンバックパネルトリム
LEDルームランプ（フロント）
大型LED荷室灯
オーバーヘッドシェルフ
運転席左側ポケット ※1
インパネセンターポケット
デッキサイドポケット（左右）
メッキインナードアハンドル（フロント）
メーターパネル（シルバー加飾）
センターエアコンレジスター（シルバー加飾）
メッキエアコンレジスターノブ（センター）
シフトノブ（シルバー加飾付）
メッキシフトレバーボタン
メッキシフトリング
マルチフック（2個）
バックドアストラップバンド
荷室アクセサリーソケット（12V）
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衝突回避支援

衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者［昼夜］） ●VSC＆TRC
●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音（運転席/助手席/後席）
●ヒルホールドシステム
●燃料残量警告灯
●ライト消し忘れウォーニングブザー
●車速感応式フロント間欠ワイパー
●デュアルSRSエアバッグ
●プリテンショナー＆フォースリミッター機構付
　フロント３点式ＥＬＲシートベルト
●リヤ３点式ＥＬＲシートベルト
●ＡＢＳ（ＥＢＤ機能付）
●エマージェンシーストップシグナル
●セキュリティアラーム ※4
●チャイルドセーフティ
●ドライブスタートコントロール

衝突警報機能（対車両・対歩行者［昼夜］）
ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）
車線逸脱抑制制御機能
車線逸脱警報機能
路側逸脱警報機能
ふらつき警報

認識支援

先行車発進お知らせ機能
標識認識機能 ※2　　　（進入禁止/最高速度/一時停止） ☆1,2
　　　　　　　　　　　（進入禁止/一時停止）
ADB（アダプティブドライビングビーム）
サイドビューランプ

運転負荷軽減 全車速追従機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール）
LKC（レーンキープコントロール）

駐車支援 コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）
スマートインナーミラー ※3 ☆3 ☆3 ☆3
リヤウインドゥデフォッガー
リバース連動リヤワイパー
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エアコン オート ●ポップアップ機構付リヤガラス
●フロントドアパワーウインドゥ（運転席挟み込み防止機構付）
●プッシュボタンスタート
●ウェルカムドアロック解除 ※12
●スライドドアイージークローザー（両側）
●フューエルリッドオープナー
●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ
●電動式パワーステアリング
●ドアキーシリンダー（運転席）

マニュアル
スーパークリーンエアフィルター
リヤヒーター 4WD 4WD 4WD
パワードアロック（全ドア連動） フロント/リヤ/バック

フロント/リヤ
キーフリーシステム 〈イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席/バックドア）〉

〈イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席）〉
パワースライドドア（両側・ワンタッチオープン機能・ウェルカムオープン機能・タッチ＆ゴーロック機能付）
ユースフルナット 17箇所

4箇所
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オーディオレス ※5 ※6 ●16cmフロントスピーカー
USBソケット（1口） インパネセンタークラスター ※7 ☆2

6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体
（スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用） ※8 ☆1 ☆1

HDMI端子 ☆2 ☆2 ☆2
6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※2 ※3 ※6 ※8 ※9 ☆1 ☆1
9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※1 ※2 ※3 ※6 ※7 ☆2 ☆2 ☆2
バックカメラ ※3 ☆1,2,3
ステアリングスイッチ（オーディオ操作用） ☆1,2
GPSアンテナ ☆1,2
フルセグTVアンテナ ※9 ☆2
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１２インチフルホイールキャップ
電子制御式4WD（オート/ロック） 4WD 4WD 4WD
スペアタイヤ

防錆
性能 特別防錆保証（ボディ外板穴あき錆５年、ボディ外板表面錆３年） ※10

地域
仕様 寒冷地仕様 ※11 4WD 4WD 4WD


