
回転シート車 昇降シート車
ウェルカムターンシート ウェルカムシートリフト

カスタムRS X L カスタムRS X L

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

ミラクルオープンドア

大型エアロバンパー
フロント
リヤ

サイドストーンガード
フードガーニッシュ
大型フロントグリル
サイドガーニッシュ（メッキ） 25,000円（消費税非課税） 25,000円（消費税非課税）

カラードドアミラー

オート格納式 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

オート格納式ヒーテッド ※1
2WD
★C ★D 
★G

4WD
2WD
★C ★D 
★G

4WD
2WD
★C ★D 
★G

4WD
2WD
★C ★D 
★G

4WD

サイドアンダーミラー（助手席） ※1
2WD
★C ★D 
★G

4WD
2WD
★C ★D 
★G

4WD
2WD
★C ★D 
★G

4WD
2WD
★C ★D 
★G

4WD

UVカットガラス（フロントクォーター/フロントドア/リヤドア/リヤ
クォーター/バックドアウインドゥ）
360°スーパーUV＆IRカットガラス（フロントクォーター/フロントドア
/リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドゥ）
シルバードアアウターハンドル ※2
メッキドアアウターハンドル 
フルLEDヘッドランプ
（クリアランスランプ、オートライト付）

マニュアルレベリング機能付
オートレベリング機能付

フロントLEDイルミネーションランプ（オールデイ）
LEDフォグランプ
LEDドアミラーターンランプ

全車標準装備 ●リヤスポイラー　●スーパーUV&IRカットガラス（フロントウインドゥ）　●スモークドガラス（リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドゥ）　●ピラーブラックアウト ※3　●ルーフアンテナ（可倒式）　
●LEDリヤコンビネーションランプ（LEDストップランプ） 　●ハイマウントLEDストップランプ ※4　●ヘッドランプ自動消灯システム　

イ
ン
テ
リ
ア

シート表皮
フルファブリックシート（撥水加工）
レザー調×ファブリックシート

助手席右側アームレスト
運転席/助手席シートヒーター

助手席シート機構
助手席ロングスライド（380mm）
ベルトインシート（乗降グリップ付）

チルトステアリング 
運転席シートリフター

リヤシート機構 左右分割ロングスライド（240mm/ラゲージ側ス
ライドレバー付）/左右分割リクライニング＆可倒

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 ★B ★F ★B ★F
本革巻（メッキオーナメント・シルバー加飾付）

インパネセンターシフト〈本革巻（メッキボタン/メッキ加飾付）〉
センタークラスター（プレミアムシャインブラック）/メッキシフトベゼル付
ドアアームレスト（フロント・メッキ加飾付）
メッキインナードアハンドル（運転席/助手席）
メッキエアコンレジスターノブ
バニティミラー（運転席/助手席）
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
（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・
平均速度・走行時間・節約燃料・燃費スコア・タコメーター・標識認識・エコ
走行情報・アナログ時計・安全安心画面など）  　　   ※7
ドライブアシストイルミネーション（エコドライブアシスト照明付） ★A ★A
スマートクルーズ専用ディスプレイ ★A ★A ★A ★A

全車標準装備

●フロントシート（セパレート）　●ショッピングフック（インパネ助手席側）　●ユーティリティーフック（デッキサイド４個）　●格納式アシストグリップ（助手席/後席）　●サンバイザー（運転席チケットホルダー
付）　●カップホルダー（前席/堀込み式）　●インパネアッパーボックス（運転席）　●大型インパネトレイ（助手席）　●グローブボックス　●ドアポケット&ボトルホルダー（前席）　●後席クォータートレイ＆
ボトルホルダー　●ラゲージアンダーボックス ※5　●上下2段調節式デッキボード　●マルチインフォメーションディスプレイ ※6（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）　●フロントパーソナルランプ（左右）　●センタールームランプ（後席天井部分）　●アクセサリーソケット（12V）　●リヤヘッドレスト　

安
全
装
備

ス
マ
ー
ト
ア
シ
ス
ト

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］）
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（進入禁止/最高速度/一時停止） ※8 ★F ★F
AHB（オートハイビーム）
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） ★A ★A ★A ★A
LKC（レーンキープコントロール） ★A ★A ★A ★A

駐車支援

パノラマモニター ※9 ★C ★D ★G ★C ★D ★G ★C ★D ★G ★C ★D ★G
スマートパノラマパーキングアシスト
（駐車支援システム） ※9 ★D ★G ★D ★G ★D ★G ★D ★G 

コーナーセンサー（フロント2個/リヤ2個）
CTA（コーナリングトレースアシスト） ★A ★A ★A ★A

全車標準装備
●ABS（EBD機能付）　●VSC&TRC　●ドライブスタートコントロール　●デュアルSRSエアバッグ　●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）　●ヒルホールドシステム　 
●エマージェンシーストップシグナル　●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　●IS0FIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー（後席）　
●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音（運転席/助手席/後席）　●リバース連動リヤワイパー　●車速感応式間欠フロントワイパー　●セキュリティアラーム ※11　●燃料残量警告灯・警告音

快
適
装
備

プッシュボタンスタート
キーフリーシステム〈イモビライザー機能付・タッチ式リクエストスイッチ
付（運転席/助手席）・リクエストスイッチ付（バックドア）〉 ※
ヘッドランプ点灯延長機能
ウェルカムドアロック解除 ※17
パワースライドドア
（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）

左側

右側
スライドドアイージークローザー（左右）
助手席イージークローザー

回転シート車 昇降シート車
ウェルカムターンシート ウェルカムシートリフト

カスタムRS X L カスタムRS X L

快
適
装
備

電動パーキングブレーキ 
オートブレーキホールド機能 
足踏式パーキングブレーキ 
格納式リヤドアサンシェード
D assist切替ステアリングスイッチ ★B ★F ★B ★F
リヤヒーターダクト（右側のみ） 4WD 4WD 4WD 4WD

全車標準装備 ●電動式パワーステアリング　●パワーウインドゥ　●スイッチ式バックドアオープナー　●オートエアコン（プッシュ式）　●クリーンエアフィルター　●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ　
●車速感応式オートパワードアロック（全ドア）　●ドアロック連動フューエルリッド　

オ
ー
デ
ィ
オ

USBソケット
運転席1口
助手席インパネ1口 ★E ★G ★E ★G ★F ★E ★G ★E ★G ★F

HDMIソケット（助手席インパネ１口） ★E ★G ★E ★G ★F ★E ★G ★E ★G ★F
9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
〈オーディオ：フルセグTV・AM/FMラジオ・Bluetooth®・スマホアプ
リ連携（Apple CarPlay・Android Auto™）・音声認識機能〉

★E ★G ★E ★G ★F ★E ★G ★E ★G ★F

純正ナビ装着用アップグレードパック
〈ステアリングスイッチ（オーディオ操作用/ハンズフリー通話用）・バックカメ
ラ・16cmリヤスピーカー・ツィーター・GPSアンテナ・フルセグTVアンテナ・後
席モニター用ハーネス・ドライブレコーダー用ハーネス〉 ※9 ※10

★B ★F ★B ★F

ETCユニット ※13 ★A ★A ★A ★A

足
回
り

14インチフルホイールキャップ
15インチアルミホイール（切削）
ジャッキ＆レンチ 4,300円（消費税非課税） ※16

スタビライザー
フロント
リヤ 2WD 2WD 2WD 2WD

福
祉
車
両
装
備

ワイヤレスリモコン 助手席シートリフト用
車いす固縛ベルト シートリフト/ターンシート用 シートリフト/ターンシート用
助手席シートリフト〈２モード昇降パターン・折り畳み式フットレスト・
アームレスト（右）・リモコンポケット付〉
助手席電動前後スライド

ラクスマシリーズ

助手席ターンシート
パワークレーン 80,000円（消費税非課税） 

ラクスマグリップ
助手席 3,300円（消費税非課税）
運転席シートバック
助手席シートバック

ミラクルオートステップ ※14

全車標準装備 ●オーディオレス ※12　●16cmフロントスピーカー　●スペアタイヤレス＆タイヤパンク応急修理セット　●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

タントウェルカムターンシート / タントウェルカムシートリフト 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） ディーラーオプション

グレード

ウェルカムターンシート ウェルカムシートリフト

カスタムRS X L カスタムRS X L

★A. スマートクルーズパック 

●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） 
●スマートクルーズ専用ディスプレイ 　●ステアリングスイッチ（運転支援用）
●ETCユニット　●CTA（コーナリングトレースアシスト）

50,000円 
（消費税非課税）

50,000円 
（消費税非課税）

【Xのみ/カスタムRSは標準装備】　●ドライブアシストイルミネーション（エコドライブアシスト照明付）　

★B. 純正ナビ装着用 
アップグレードパック  
※9 ※10

●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用/ハンズフリー通話用）　●バックカメラ　
●16cmリヤスピーカー　●ツィーター　●GPSアンテナ　●フルセグTVアンテナ　
●後席モニター用ハーネス　●ドライブレコーダー用ハーネス　
●D assist切替ステアリングスイッチ　●ステアリング加飾（メッキオーナメント・シルバー加飾）

27,000円 
（消費税
非課税）

27,000円 
（消費税
非課税）

★C.パノラマモニター対応
　　カメラ 
　　※1 ※9 

●ステアリングスイッチ（パノラマモニター及び駐車支援用）　●フロントカメラ、サイドカメラ 30,000円 
（消費税非課税）

30,000円 
（消費税非課税）

【2WDのみ/4WDは標準装備】 ●ヒーテッドドアミラー　●サイドアンダーミラー（助手席）

★D. スマートパノラマ 
パーキングパック  
※1 ※9 ※15 

●スマートパノラマパーキングアシスト（駐車支援システム） 　●ステアリングスイッチ（パノラマモ
ニター及び駐車支援用）　●フロントカメラ、サイドカメラ 65,000円 

（消費税非課税）
65,000円 

（消費税非課税）
【2WDのみ/4WDは標準装備】 ●ヒーテッドドアミラー　●サイドアンダーミラー（助手席）

★E. 9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 　●USBソケット（助手席インパネ 1口） 
●HDMI端子（助手席インパネ 1口）

80,000円 
（消費税非課税）

80,000円 
（消費税非課税）

★F. 純正ナビ装着用 
アップグレードパック付  
※9 ※10

●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用/ハンズフリー通話用）　●バックカメラ
●16cmリヤスピーカー　●ツィーター　●GPSアンテナ　●フルセグTVアンテナ
●後席モニター用ハーネス　●ドライブレコーダー用ハーネス
●D assist切替ステアリングスイッチ　●ステアリング加飾（メッキオーナメント・シルバー加飾） 
●標識認識機能（進入禁止/最高速度/一時停止）

97,000円 
（消費税
非課税）

97,000円 
（消費税
非課税）

★G. スマートパノラマ 
パーキングパック付 
※1

●スマートパノラマパーキングアシスト（駐車支援システム） 　
●ステアリングスイッチ（パノラマモニター及び駐車支援用）　●フロントカメラ、サイドカメラ 120,000円 

（消費税非課税）
120,000円 

（消費税非課税）
【2WDのみ/4WDは標準装備】●ヒーテッドドアミラー　●サイドアンダーミラー（助手席）

●パックオプションの詳細はタントカタログをご覧ください。

■パックオプション メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）標準装備

※1：｢パノラマモニター対応カメラ｣｢スマートパノラマパーキングパック｣に含まれるヒーテッドドアミラー・サイドアンダーミラーは、部品点数の効率化を目的にパックオプションに含まれるため無償でのご
提供となります。　※2：ドアアウターハンドルはボディカラーのブライトシルバーメタリック〈S28〉と同色となります。　※3：ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉を選択した場合、ボディ同色とな
ります。　※4：Lはハイマウントストップランプの形状が他のグレードと異なります。　※5：2WD車と4WD車では形状・容量が異なります。　※6：コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動はL
のみ表示。その他グレードではTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。　※7：操作用のステアリングスイッチが装着されます。　※8：標識認識はLグレードに「9インチスマホ連携
ディスプレイオーディオ」を装着した場合、ディスプレイオーディオに表示されます。その他グレードではTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。　※9：純正以外のナビゲーション
を装着した場合、動作の保証は致しかねます。　※10：字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。　※11：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。　※12：オーディオスペースは、ワイドサイズ（200mm）対応となります。オーディオなどの取り付けの際は、別途取り付け部品が必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。　※13：ETC
車載器を使用するには、別途決済用のETCカード、セットアップ作業（セットアップ費用）が必要となります。　※14：X・Lへ装着する場合は、簡易カバー（左側）またはディーラーオプションのサイドロアスカート
がセット装着になります。詳しくはアクセサリーカタログをご覧ください。　※15：純正ナビゲーション装着時のみ選択できます。純正ナビゲーションについては「ナビ＆オーディオカタログ」をご覧ください。ま
た出荷時はスマートパノラマパーキングアシスト（駐車支援システム）作動確認用のディスプレイが装着されます。　※16：ディーラーオプションも設定がございます。「タント アクセサリーカタログ」をご覧くだ
さい。　※17：工場出荷時はOFF設定となっています。　■全車、寒冷地での使用を考慮しています（エンジンクーラント濃度50%、寒冷地用ワイパーモーター）。　■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。　■メーカーオプションは車両注文時にご指定ください。　■ディーラーオプションについて詳しくはアクセサリーカタログをご覧くださ
い。　■価格はメーカー希望オプション価格で参考価格です。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。

※！キーフリーシステムのご注意：植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社におたずねください。


