ロッキー主要装備一覧表

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）

Premium

グレード

2WD
2トーンカラー

G

4WD

X

2WD

※1 ※2

4WD

2WD

L
4WD

2WD

4WD

2WD

★F

カラードドアミラー ※1

オート格納式（キーフリー連動）

快適装備

サイドマッドガード
バックドア一体

★I

★I

★I

メッキ

エクステリア・灯 火 器

全車標準装備

オート（プッシュ式）

マニュアル（ダイヤル式）

※7

16cmリヤスピーカー

UVカットガラス（フロントドア）

ツイーター

スーパーUV&IRカットガラス（フロントドア）

オートレベリング機能＆サイドビューランプ付

オーディオ

UVカットガラス（リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドゥ）
フルLEDヘッドランプ（クリアランスランプ/オートライト/メッキ加飾付）

マニュアルレベリング機能付

LEDシーケンシャルターンランプ

純正ナビ装着用アップグレードパック

※8

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

※8

★A
★B

1口（インパネ）

ＵＳＢソケット

2口（インパネ）

フロントLEDイルミネーションランプ（オールデイ）

★C、D、E

★C、D

★C、D、E

★C、D

★C、D、E

★C、D

★C

★C、D、E

★C、D

★C、D、E

★C、D

★C、D、E

★C、D

★C

★B、D、E

★B、D

★B、D、E

★B、D

★B、D、E

★B、D

2口（センターコンソールボックス後部）

LEDフォグランプ

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/ワンセグTV・AM/FMラジオ・
USB1口（インパネ）
・TVアンテナ・Bluetooth ®・
スマホアプリ連携（SmartDeviceLink™・Apple CarPlay）
・ダイハツコネクトサービス対応〉

LEDリヤフォグランプ
LEDドアミラーターンランプ

フロントカメラ、サイドカメラ

●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 ●シャークフィンアンテナ ●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 ●ヘッドランプ自動消灯システム

フルファブリック×ソフトレザー調シート
（フロント/リヤ 白ステッチ付）

シート表皮

フルファブリックシート
（フロント 赤パイピング付）

ソフトレザー調パッド付
★I

センターコンソールボックス（アームレスト付）

★I

ソフトレザー調パッド付

大型フロントドアグリップ

黒材着×シルバー塗装

材着
赤材着×シルバー塗装

16インチアルミホイール
17インチアルミホイール（切削）
ダイナミックトルクコントロール4WD
スペアタイヤ

黒材着

全車標準装備

6:4分割可倒式
2段階リクライニング
革巻（シルバー加飾付）

ウレタン（シルバー加飾付）

地域
仕様

ウレタン

LEDフットイルミネーションランプ（運転席/助手席）
シートバックポケット

運転席&助手席

★H

スタビライザー（フロント/リヤ）

運転席シートリフター

ステアリングホイール

●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

寒冷地仕様

■パックオプション

助手席

※9

インテリア

シフトレバーブーツ

黒材着
メッキリング付＋ダブルステッチ（白）付

自発光式2眼メーター（タコメーター付）
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・瞬間燃費・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〉
※4

※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）●フロントカメラ
●サイドカメラ ●バックカメラ※11

★C：9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※10

[全車]
99,000円（消費税抜き90,000円）

●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ●フルセグTVアンテナ
●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※11
●Bluetooth ® ●USBソケット×1口（インパネ）※12 ●Wi-Fiルーター（販売会社装着）※13

★D：パノラマモニターパック
     （ 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ）※10

[Premium、G、X]
115,500円（消費税抜き105,000円）

●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ●フルセグTVアンテナ
●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）●フロントカメラ
●サイドカメラ ●バックカメラ※11 ●Bluetooth ® ●USBソケット×1口（インパネ）※12
●Wi-Fiルーター（販売会社装着）※13

★E：スマートパノラマパーキングパック
     （ 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ）※10

[Premium 2WD、G 2WD、X 2WD]
148,500円（消費税抜き135,000円）

●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ●フルセグTVアンテナ
●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）●フロントカメラ
●サイドカメラ ●バックカメラ※11 ●Bluetooth ® ●USBソケットx1口（インパネ）※12  
●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（駐車支援用）●Wi-Fiルーター（販売会社装着）※13

シルバー×ブラック

★F：2トーンカラー

シルバー×レッド

メッキエアコンレジスターノブ
2段可変式デッキボード
アクセサリーソケット（12V）
荷室ユーティリティフック×4個
●フロントセパレートシート ●チルトステアリング ●フロントコンソールサイドポケット（左右）●フロントコンソールトレイ（LED照明付）●サンバイザー（運転席/助手席チケットホルダー付）
●バニティミラー（運転席/助手席）●格納式アシストグリップ（運転席/助手席/後席）●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）
●ワンプッシュ式オートオープンカップホルダー（運転席/助手席）●ドアポケット＆ボトルホルダー（前席）●ドアボトルホルダー（後席）●グローブボックス ●リヤヘッドレスト ●フットレスト ●ラゲ―ジルームランプ

★G：BSM（ブラインドスポットモニター）

[G、X] 66,000円（消費税抜き60,000円）

●BSM（ブラインドスポットモニター）●RCTA（リヤクロストラフィックアラート）

★H：スペアタイヤ

[全車] 11,000円（消費税抜き10,000円）

●テンパタイヤ（パンク修理キットは装着されません）

[Premium 2WD、G 2WD]
24,200円（消費税抜き22,000円）
★I：寒冷地仕様

※9

[X 2WD]
40,700円（消費税抜き37,000円）
[L 2WD]
41,800円（消費税抜き38,000円）

スマートアシスト
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）、衝突警報機能（対車両・対歩行者）、
車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制制御機能、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）、
先行車発進お知らせ機能、コーナーセンサー（フロント2個/リヤ2個）
標識認識機能（進入禁止）

※5

安全装備

オートハイビーム

※5

ADB（アダプティブドライビングビーム）

LKC（レーンキープコントロール）
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）
車速感応式間欠フロントワイパー

★I

ヒルホールドシステム
★E

★E

★E

BSM（ブラインドスポットモニター）

★G

RCTA（リヤクロストラフィックアラート）

★G

●ABS（EBD機能付）●VSC&TRC ●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）●デュアルSRSエアバッグ ●リバース連動間欠リヤワイパー
●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 ●プリテンショナー＆フォースリミッター機構付リヤ３点式ELRシートベルト（左右席）
●リヤ3点式ELRシートベルト（中央席）●燃料残量警告灯・警告音 ●セキュリティアラーム ※6 ●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）

●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※11

[G]
【X95】
【X95】 ●ブラックマイカメタリック〈X07〉×ブライトシルバーメタリック〈S28〉
●ブラックマイカメタリック〈X07〉×ブライトシルバーメタリック〈S28〉
●ブラックマイカメタリック〈X07〉×コンパーノレッド〈R75〉
【XH7】
55,000円（消費税抜き50,000円）
●ブラックマイカメタリック〈X07〉×シャイニングホワイトパール〈W25〉
【XH3】
【XH7】
●ブラックマイカメタリック〈X07〉×コンパーノレッド〈R75〉
●ブラックマイカメタリック〈X07〉×シャイニングホワイトパール〈W25〉
【XH3】
【Premiumに標準装備】●2トーンカラー※2
77,000円（消費税抜き70,000円）

※4

メッキインナードアハンドル

★I

[Premium、G、X]
48,400円（消費税抜き44,000円）

ステッチ（黒）付

メッキパーキングブレーキボタン

★I

[全車] 31,900円（消費税抜き29,000円）

シーケンシャルシフト
本革

★I

※10

★B：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

フロントコンソールサイド シルバー加飾

★I

メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

★A：純正ナビ装着用アップグレードパック

助手席 シートアンダートレイ

シフトノブ

★A、C

16インチフルホイールキャップ

フルファブリックシート
材着

運転席/助手席 シートヒーター

★A、B、C、D、E ★A、B、C、D ★A、B、C、D、E ★A、B、C、D ★A、B、C、D、E ★A、B、C、D

バックカメラ

足回り

ドアアームレスト（運転席/助手席）

全車標準装備

4WD

16cmフロントスピーカー

UV&IRカット遮音ガラス（フロントウインドゥ）

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）

2WD

●プッシュボタンスタート ●電動式パワーステアリング ●パワーウインドゥ
（運転席ドアスイッチ照明付・運転席挟み込み防止機構付）●スイッチ式バックドアオープナー ●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

オーディオレス

UVカット遮音ガラス（フロントウインドゥ）

全車標準装備

4WD

リヤウインドゥデフォッガー

ボディ同色

大型ピアノブラック調 バックドアガーニッシュ

レジスター加飾（センターエアコンレジスター/サイドエアコンレジスター）

2WD

車速感応式オートパワードアロック（全ドア）
エアコン

オーバーフェンダーガーニッシュ（フロント/リヤ）

アクティブ マルチ インフォメーションメーター
・7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイ
〈タコメーター・アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・瞬間燃費･航続可能距離・外気温･
スマートアシスト故障/停止警告・メンテナンス情報･時計モードなど〉
・デジタルスピードメーター

4WD

リヤヒーターダクト

ピアノブラック調 フロントグリル

リヤシート機構

2WD

L

D assist切替ステアリングスイッチ

★I

※3

ドアアウターハンドル

全車標準装備

4WD

X

ドアロック連動フューエルリッド

オート格納式ヒーテッド（キーフリー連動）
サイドアンダーミラー（助手席）

G

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）〉

カラードバンパー（フロント/リヤ）

リヤスポイラー

Premium

グレード

●LLC 50％ ●ウインドゥシールドディアイサー（フロント）●ヒーテッドドアミラー
●PTCヒーター ●運転席/助手席 シートヒーター ●1.0kWスターター
●車速感応式間欠フロントワイパー
【Premium 2WD、G 2WDに標準装備】●運転席/助手席 シートヒーター
【Premium 2WD、G 2WD、X 2WDに標準装備】●車速感応式間欠フロントワイパー

※1：2トーンカラー（ブラックマイカメタリック〈X07〉×ブライトシルバーメタリック〈S28〉
【X95】
・ブラックマイカメタリック〈X07〉×コンパーノレッド〈R75〉
【XH7】
・ブラックマイカメタリック〈X07〉×シャイニングホワイトパール
〈W25〉
【XH3】）を選択した場合、
ドアミラーはブラックマイカメタリック〈X07〉塗装となります。 ※2：Premiumグレードは2トーンが標準装備されておりますが、
「ブラックマイカメタリック〈X07〉×ブライトシルバーメタリック〈S28〉
【X95】」以外の有償色（「ブラックマイカメタリック〈X07〉×コンパーノレッド〈R75〉
【XH7】」、
「ブラックマイカメタリック〈X07〉×シャイニングホワイトパール〈W25〉
【XH3】」）を選択した場合は別途有償色料金としてメーカー
希望オプション価格33,000円（消費税抜き30,000円）が必要となります。 ※3：
「パノラマモニターパック（9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ）」、
「スマートパノラマパーキングパック（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、サイドアンダーミラーは装着されません。 ※4：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のみマルチインフォメーションディスプレイに表示。その他グレードでは7インチ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。 ※5：標識認識はLグレードのみディスプレイオーディオを含むメーカーオプションを装着した場合、ディスプレイオーディオにて表示。その他グレードでは7インチ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。 ※6：セキュリティアラームは、ハザードランプ点滅、メーター内インジケーター点灯、ルームランプ点灯（ドアポジション時）、ホーン警告機能が備わります。 ※7：オーディオスペースは、9インチ対応サイズ
（230mm×130mm）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。 ※8：
「純正ナビ装着用アップグレードパック」
「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」は、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。 ※9：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。 ※10：
「純正ナビ装着用アップグレードパック」、
「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」、
「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」、
「パノラマモニターパック（9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ）」、
「スマートパノラマパーキングパック（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。※11：字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。※12：車両本体標準のUSBソケット×1口を含め、計2口になります。※13：Wi-Fiルーターは、ご使用に際して別途通
信契約のお申し込みと設定が必要です。詳しくは販売会社におたずねください。 ■Bluetooth ®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLinkConsortiumの商標または登録商標です。
■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■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。

