
エクステリア インテリア その他

STYLE “SA Ⅲ”＊1

・インパネアッパーボックス
 （助手席）/センタートレイ
・アシストグリップ
 （助手席 /後席左右）

CILQ

“Gパッケージ
SA Ⅲ”＊1

・メッキシフトレバーボタン
・インパネアッパーボックス
 （助手席）/センタートレイ
・リヤスピーカー
・アシストグリップ
 （助手席 / 後席左右）

“SA Ⅲ”＊1

・インパネアッパーボックス
（助手席）/センタートレイ
・アシストグリップ
（助手席 / 後席左右）

X

“Lパッケージ
SA Ⅲ”＊1

　

・インパネロングアッパー
  トレイ（助手席）
・アシストグリップ
（助手席 / 後席左右）

“SA Ⅲ” ＊1

・インパネロングアッパー
  トレイ（助手席）
・アシストグリップ
（助手席）

14インチ
アルミホイール

グレード差のある主な標準装備

本革巻 3本スポーク
ステアリングホイール（メッキ
オーナメント/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（メッキ
オーナメント/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（メッキ
オーナメント/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

（メッキオーナメント加飾付）

14インチ
フルホイールキャップ

14インチ
フルホイールキャップ

フロントグリル（ホワイト塗装
＋艶有りブラック塗装）

&フロントフォグベゼル付
（ホワイト塗装）

フロントグリル（シルバー塗装
＋艶有りブラック塗装）

&LEDフォグランプ

フロントグリル
（シルバー塗装

＋艶有りブラック塗装）

Bi-Angle 
LEDヘッドランプ
（ロー /ハイビーム・
オートレベリング機能・
オートライト付）

＋LEDクリアランスランプ

UVカット機能付ガラス
（フロントドア）

＋UVカット機能付スモークドガラス
（リヤドア /リヤクォーター）

スーパーUV&IRカット機能付ガラス
（フロントドア）＋スーパーUVカット

機能付スモークドガラス
（リヤドア /リヤクォーター）

UVカット機能付ガラス
（フロントドア）

＋UVカット機能付スモークドガラス
（リヤドア /リヤクォーター）

UVカット機能付ガラス
（フロントドア）

＋UVカット機能付スモークドガラス
（リヤドア /リヤクォーター）

14インチ
フルホイールキャップ

フロントグリル
（シルバー塗装）

LED ヘッドランプ
（ロービーム・オートレベリング機能・

オートライト付）

マルチリフレクター
ハロゲンヘッドランプ

（マニュアルレベリング機能・オートライト付） 

オート電動格納式
ドアミラー（ボディ同色＊2）
&ドアミラーターンランプ

オート電動格納式
ドアミラー（ボディ同色＊2）
&ドアミラーターンランプ

ドアアウターハンドル
（シルバー塗装） メッキインナードアハンドル

インナードアハンドル

インナードアハンドル

インナードアハンドル

エアコンレジスター /
オーディオパネル加飾
（シルバー＋マゼンタ）

&メッキエアコンレジスターノブ

オートエアコン（プッシュ式 /
シルバースイッチパネル）

&エアコンパネル加飾（ウォームグレー）
&メッキシフトベゼル

自発光式 2眼メーター
（タコメーター /
シルバー &マゼンタ

加飾付）
エアコンレジスター /
オーディオパネル加飾
（シルバー＋カッパー）

&メッキエアコンレジスターノブ

エアコンレジスター /
オーディオパネル

&エアコンレジスターノブ

単眼メータードアアウターハンドル
（シルバー塗装）

オート電動格納式
ドアミラー（ボディ同色）

オート電動格納式
ドアミラー

（ブラックマイカメタリック＊3）

LED式
リヤコンビネーション
ランプ（クリア）

LED 式
リヤコンビネーション

ランプ

＊1. 衝突回避支援システム“スマートアシストⅢ”とコーナーセンサーが標準装備となります。　＊2. ルーフカラーがホワイトのツートーンボディカラー【XG7】、【XG8】を選択した場合、ドアミラー色がホワイト〈W09〉になります。　　　＊3. X“SA Ⅲ”にパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパックを選択した場合、ドアミラー色がボディ同色となります。　 
UV（紫外線）　 IR（赤外線）　 スーパーUV＆IRカット機能付ガラス　 スーパーUVカット機能付スモークドガラス　 UVカット機能付ガラス   UVカット機能付スモークドガラス　●写真はイメージです。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■装備類の詳しい設定は主要装備一覧表をご覧ください。

フロントセンターアームレスト（ボックス付） グローブボックス（助手席） センターロアボックス カップホルダー（前席：ワンプッシュ式オートオープン） ドアポケット＆ボトルホルダー（フロント/リヤ） プルハンドルポケット（フロント/リヤ） 助手席シートバックポケット ショッピングフック（フロント）

全車標準装備の収納　■写真はX“Lパッケージ SA Ⅲ”（2WD）。

パックオプション

1 2 3 4 21 12

2

3 65

4

1 1

1. スーパーUV&IRカット機能付ガラス（フロントドア）
　+スーパーUVカット機能付スモークドガラス
　（リヤドア/リヤクォーター）
2. LEDフォグランプ

3. メッキドアアウターハンドル
4. メッキシフトレバーボタン　
5. メッキインナードアハンドル
6. 14インチアルミホイール　　

1.  LEDフォグランプ
　（イルミランプ付）

2. シート表皮〈レザー調×ファブリック（ウォームグレーステッチ）〉
3. 本革巻インパネセンターシフト（シルバー加飾付）
4. 15インチアルミホイール

1.  スーパーUV&IRカット機能付ガラス
　（フロントドア）+スーパーUVカット
　機能付スモークドガラス（リヤドア/
　リヤクォーター）

1.  パノラマモニター（フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ）
2. ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）
■ナビ本体は含まれません。別途、ディーラーオプションの純正ナビの装着
が必要です。　■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺
の安全を直接確認してください。

1.  バックカメラ
2. ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）
■ナビ本体は含まれません。別途、ディーラーオプションの純正ナビの装着
が必要です。　■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺
の安全を直接確認してください。

スタイルアップパック
［STYLE“SA Ⅲ”にメーカーオプション］

ドレスアップパック
［CILQ“Gパッケージ SA Ⅲ”にメーカーオプション］

スーパーUVカットパック 
［CILQ“SA Ⅲ”、X“Lパッケージ SA Ⅲ”にメーカーオプション］

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック
［全車にメーカーオプション］

純正ナビ装着用アップグレードパック 
［全車にメーカーオプション］

Grade Guidance

Poc kets

Pa ck Opt ion

エアコンレジスター /
オーディオパネル加飾

（ピアノブラック調＋シルバー）
&メッキエアコンレジスターノブ

●写真はイメージです。 ●写真はイメージです。

スーパーUV＆
IRカット機能付ガラス

スーパーUV＆
IRカット機能付ガラス

UV（紫外線） UV（紫外線）IR（赤外線） IR（赤外線）
スーパーUVカット機能付
スモークドガラス

スーパーUVカット機能付
スモークドガラス

オートエアコン
（プッシュ式/シルバースイッチパネル）

マニュアルエアコン
（ダイアル式）

オートエアコン
（プッシュ式 /

ピアノブラック調スイッチパネル）
&エアコンパネル加飾
（ピアノブラック調）

&メッキシフトベゼル

■写真はCILQ“Gパッケージ SA Ⅲ”。

UV UV

UV UVIR
UV UV

UV UV

UV UVIR IRUV UV



 STYLE“SA Ⅲ”STYLE“ホワイトリミテッド SA Ⅲ” STYLE“ブラックリミテッド SA Ⅲ”

エ
ク
ス
テ
リ
ア

イ
ン
テ
リ
ア

そ
の
他

フロントグリル（ホワイト塗装＋艶有りブラック塗装）
&フロントフォグベゼル付（ホワイト塗装）

̶

̶

オート電動格納式ドアミラー（ボディ同色＊1）&ドアミラーターンランプ

フロントグリル（ホワイト塗装＋艶有りブラック塗装）
&フロントフォグベゼル付（ホワイト塗装）

オート電動格納式ドアミラー（ホワイト）&ドアミラーターンランプ

フロントグリル（ガンメタ塗装＋艶有りブラック塗装）
&フロントフォグベゼル付（ガンメタ塗装）

LEDフォグランプLEDフォグランプ

リヤリフレクター（リングガンメタ塗装） リヤリフレクター（リングホワイト塗装）リヤリフレクター（リングホワイト塗装）

オート電動格納式ドアミラー（ボディ同色）&ドアミラーターンランプ

メッキインナードアハンドル メッキインナードアハンドル インナードアハンドル（材着）

エアコンレジスター/オーディオパネル加飾（シルバー＋マゼンタ）
&メッキエアコンレジスターノブ

エアコンレジスター/オーディオパネル加飾（シルバー＋マゼンタ）
&メッキエアコンレジスターノブ

エアコンレジスター/オーディオパネル加飾（シルバー＋カッパー）
&メッキエアコンレジスターノブ

グレード差のある主な装備

スーパーUV＆IRカット機能付ガラス（フロントドア）
スーパーUVカット機能付スモークドガラス

（リヤドア/リヤクォーター）

ドアアウターハンドル（シルバー塗装）メッキドアアウターハンドル メッキドアアウターハンドル

ルーフカラー（ホワイト）

ファブリックシート表皮（STYLE用スエード調トリコット） ファブリックシート表皮（CILQ用スエード調トリコット） ファブリックシート表皮（STYLE用スエード調トリコット）

ルーフカラー（ブラック） ルーフカラー（ボディ同色）

オートエアコン（プッシュ式/ピアノブラック調スイッチパネル）&エアコンパネル
加飾（ピアノブラック調）&メッキシフトベゼル＆メッキシフトレバーボタン

オートエアコン（プッシュ式/シルバースイッチパネル）&エアコンパネル加飾
（ウォームグレー）&メッキシフトベゼル＆メッキシフトレバーボタン

オートエアコン（プッシュ式/シルバースイッチパネル）
＆エアコンパネル加飾（ウォームグレー）&メッキシフトベゼル

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック

・フロントカメラ　・バックカメラ＊2　・サイドカメラ　
・ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック

・フロントカメラ　・バックカメラ＊2　・サイドカメラ　
・ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）

Grade Guidance

＊1.ボディカラーのツートーンカラーを選択した場合、ホワイト〈W09〉になります。　＊2.字光式ナンバープレートは装着できません。

UV IR UV UV UVUV IR UV

スーパーUV＆IRカット機能付ガラス（フロントドア）
スーパーUVカット機能付スモークドガラス

（リヤドア/リヤクォーター）

UVカット機能付ガラス（フロントドア）＋
UVカット機能付スモークドガラス
（リヤドア/リヤクォーター）


