GRADE GUIDANCE

Premium G HEV
ハイブリッド車

エクステリア

●17インチ

アルミホイール

(切削/ハイブリッド
専用[5穴])

●ハイブリッド専用

フロントグリル

(ガンメタリック塗装)

インテリア

●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)

●ドアアウターハンドル

●フルファブリック×

(オートレベリング機能&サイドビューランプ付)

(メッキ)

●大型フロントドアグリップ

ソフトレザー調シート

●LEDシーケンシャルターンランプ

(黒材着×シルバー塗装)

(フロント/リヤ

●フロントLEDイルミネーションランプ(オールデイ)

●メッキインナー

白ステッチ付)

●LEDフォグランプ&LEDリヤフォグランプ

ドアハンドル

●ステアリング

ホイール(本革巻

[シルバー加飾付])

快適装備

●シフトノブ
（本革巻）

●LEDフット

イルミネーションランプ

（運転席/助手席）

●レジスター加飾

●シフトレバーブーツ

(センターエアコンレジスター /

（メッキリング付＋

サイドエアコンレジスター)

ダブルステッチ
［白］
付）

(シルバー×ブラック)

●フロントコンソール

●メッキエアコン

サイド シルバー加飾

レジスターノブ
●ハイブリッド専用

●ヘッドランプ

X HEV

アクティブ マルチ

点灯延長機能

インフォメーション

●16インチ

アルミホイール

(ハイブリッド専用[5穴])

●大型ピアノブラック調

バックドアガーニッシュ

●ドアアウターハンドル
(ボディ同色)

●スーパーUV&

●フルLEDヘッドランプ

●フルファブリックシート

(フロントウインドゥ)

(マニュアルレベリング機能付)

赤パイピング付)

IRカット遮音ガラス

●スーパーUV&IRカット

(クリアランスランプ/オートライト/メッキ加飾付)

●大型フロントドアグリップ

(フロント

(赤材着×シルバー塗装)
●メッキインナー

ドアハンドル

ガラス
（フロントドア）

-

●ステアリング

●シフトノブ
（黒材着）
●シフトレバーブーツ

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・

デジタルスピードメーター）

（メッキリング付＋

ホイール(ウレタン

ダブルステッチ
［白］
付）

[シルバー加飾付])

●フロントコンソール

(センターエアコンレジスター /

Premium G

●エアコン

アルミホイール(切削)

フロントグリル

（オート
［プッシュ式］
）

●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)

●ドアアウターハンドル

●フルファブリック×

(オートレベリング機能&サイドビューランプ付)

(メッキ)

●LEDシーケンシャルターンランプ

●フロントLEDイルミネーションランプ(オールデイ)

●運転席/助手席

●大型フロントドアグリップ

(Premium G HEV、

●メッキインナー

ソフトレザー調シート

シートヒーター

白ステッチ付)

Premium G、X 4WD、

(フロント/リヤ

●LEDフォグランプ&LEDリヤフォグランプ

L 4WDに標準装備)

(黒材着×シルバー塗装)
ドアハンドル

●ステアリング

ホイール(本革巻

[シルバー加飾付]）

●シフトノブ
（本革巻）

●LEDフット

イルミネーションランプ

（運転席/助手席）

(X HEV、
X 2WD、
L 2WDは

●レジスター加飾

●シフトレバーブーツ

（センターエアコンレジスター/

ダブルステッチ
［白］
付）

（シルバー×ブラック）

（メッキリング付＋

サイドエアコンレジスター）

●フロントコンソール

●メッキエアコン

サイド シルバー加飾

レジスターノブ
●アクティブ マルチ

メーカーオプション

X
ガソリン車

インフォメーション

〈寒冷地仕様〉)

メーター

■写真はPremium G HEV

●16インチ

アルミホイール

●大型ピアノブラック調

●フルファブリックシート

●大型フロントドアグリップ

赤パイピング付)

●メッキインナー

(フロント

バックドアガーニッシュ

●ドアアウターハンドル
(ボディ同色)

(赤材着×シルバー塗装)
ドアハンドル

ガラス(フロントウインドゥ)

●シフトノブ
（黒材着）

（7インチTFTマルチイン

フォメーションディスプレイ・
デジタルスピードメーター）

●シフトレバーブーツ

●ステアリング

（メッキリング付＋

ホイール(ウレタン

ダブルステッチ
［白］
付）

[シルバー加飾付])

-

●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）

（シルバー×レッド）

●フロントコンソール

●メッキエアコン

サイド シルバー加飾

-

●フルLEDヘッドランプ
●スーパーUVカット遮音

●オートブレーキ

ホールド機能

レジスターノブ

バックドアウインドゥ）

●ピアノブラック調

ブレーキ

（シルバー×レッド）

（リヤドア/リヤクォーター/

●17インチ

●電動パーキング

サイドエアコンレジスター）
●メッキエアコン

サイド シルバー加飾

●UVカットガラス

●レジスター加飾

レジスターノブ

-

(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)

L

●UVカットガラス

●16インチ

フルホイールキャップ

(フロントドア/リヤドア/

リヤクォーター/

●フルファブリックシート

バックドアウインドゥ)

●フロントグリル

●大型バックドア

ガーニッシュ

メーカーオプション

●大型フロントドアグリップ
(黒材着)

●ステアリング

●シフトノブ
（黒材着）

ホイール

●シフトレバーブーツ

(ウレタン)

（ステッチ
［黒］
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

●レジスター

（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）

純正ナビ装着用
アップグレードパック※1

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※1

9インチスマホ連携
ディスプレイオーディオ※1

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）※1

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）※1

2トーンカラー

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）

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）

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

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）

2トーンカラー

BSM（ブラインドスポットモニター）

●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

●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）

●ブラックマイカメタリック
〈X07〉×

●BSM（ブラインドスポットモニター）

■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

■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

メーカーオプション│全グレード

話用）●バックカメラ※2

メーカーオプション│Lを除く全グレード

メーカーオプション│全グレード

メーカーオプション│Lを除く全グレード

●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

●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

メーカーオプション│Lを除く全グレード

●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

メーカーオプション│Premium G HEV、Premium G

●フロントカメラ ●サイドカメラ ●バックカメラ※2

アンテナ ●GPSアンテナ ●ステアリングスイッチ
（オーディオ

アンテナ ●GPSアンテナ ●ステアリングスイッチ
（オーディオ

アンテナ ●GPSアンテナ ●ステアリングスイッチ
（オーディオ

コンパーノレッド
〈R75〉
【XH7】

正ナビの装着が必要です。
純正以外のナビゲーションを装着

ナビの装着が必要です。
純正以外のナビゲーションを装着した

●USBソケット×1口＋HDMI端子×1口（インパネ）

ラ ●バックカメラ※2 ●Bluetooth® ●USBソケット×1口＋

●サイドカメラ ●バックカメラ※2 ●Bluetooth® ●USBソケット

シャイニングホワイトパール〈W25〉
【XH3】

ナビ&オーディオカタログ」をご覧ください。■カメラが映し

オーディオカタログ」をご覧ください。■カメラが映し出す

キングアシスト
（駐車支援システム）

スムースグレーマイカメタリック
〈S42〉
【XL1】

確認してください。

ください。

した場合、動作の保証は致しかねます。詳しくは、
「ロッキー
出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接

場合、動作の保証は致しかねます。
詳しくは、
「ロッキー ナビ&

操作用/ハンズフリー通話用）●バックカメラ

※2

●Bluetooth®

操作用/ハンズフリー通話用）●フロントカメラ ●サイドカメ
HDMI端子×1口（インパネ）

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

※1：
「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。
※2：字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

■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。■画面はハメコミ合成です。■装備類の詳しい設定は主要装備一覧表をご覧ください。

操作用/ハンズフリー通話用/駐車支援用）●フロントカメラ

×1口＋HDMI端子×1口（インパネ）●スマートパノラマパー

●ブラックマイカメタリック
〈X07〉×
●ブラックマイカメタリック
〈X07〉×

●エアコン

（マニュアル
［ダイヤル式］
）

BSM（ブラインドスポットモニター）
メーカーオプション│Lを除く全グレード

●RCTA（リヤクロストラフィックアラート）

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/
1個/非常時給電システム付）
メーカーオプション│Premium G HEV、X HEV

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/1個/非常時給電システム付）
●アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/1個/非常時給電

システム付)

