GRADE GUIDANCE
EXTERIOR

I N TE R I O R

SAFETY

ENGINE

ターボ

X

フロントグリル＆
フードガーニッシュ

X

フルLEDヘッドランプ
（サイドビューランプ、
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）

14インチ
フルホイール
キャップ

オート格納式カラードドアミラー
（キーフリー連動）
（2WD）/
オート格納式ヒーテッドカラードドアミラー
（キーフリー連動）
（4WD）

助手席イージークローザー/
スライドドアイージー
クローザー（左右）/
タッチ式リクエスト
スイッチ（フロント）

左側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）

センタークラスター＆オートエアコン（プッシュ式）
＆インパネセンターシフト
（メッキボタン/メッキ加飾付）
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）&
D assist切替ステアリングスイッチ

ターボ
エンジン
TFTカラーマルチインフォメーション
ディスプレイ

フロント
ベンチ
シート

非装着車

スマー ト アシスト

■写真はXターボ。

ステアリングホイール

センタークラスター＆マニュアルエアコン（ダイヤル式）
＆インパネセンターシフト

自然吸気
エンジン

フロント
セパレート
シート

スライドドア

手動格納式カラードドアミラー（2WD）/手動格納式
ヒーテッドカラードドアミラー（4WD）

スマートアシスト

フルファブリックシート
（グレー/撥水加工）

L

フロントグリル

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）〉

マルチインフォメーションディスプレイ※1
センタークラスター＆オートエアコン（プッシュ式）
＆インパネセンターシフト

ー

運転席ロングスライド
シート
（540mm/
シートバックレバー付）/
リヤシート左右分割
ロングスライド
（240mm）

マルチインフォメーションディスプレイ
※1

スマートアシスト
〈標識認識機能（進入禁止）を除く〉
ー

キーレスエントリー
ー

カスタム
RS

15インチアルミ
ホイール（切削）

カスタム
X

14インチアルミ
ホイール（切削）

フルLEDヘッドランプ
（サイドビューランプ、
クリアランスランプ、
オートライト付/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）/ADB（アダプティブドライビ
ングビーム）

大型エアロバンパー
（フロント/リヤ）
＆
大型フロントグリル

オート格納式カラードドアミラー
（キーフリー連動）
（2WD）&
LEDドアミラーターンランプ/
オート格納式ヒーテッドカラードドアミラー
（キーフリー連動）
（4WD）&
LEDドアミラーターンランプ

助手席イージークローザー/
スライドドアイージー
クローザー（左右）/
タッチ式リクエスト
スイッチ（フロント）

14インチフル
ホイールキャップ

■写真はカスタムRS。

革巻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）&
D assist切替ステアリングスイッチ

ー

手動格納式カラードドアミラー（2WD）&
LEDドアミラーターンランプ/手動格納式ヒーテッド
カラードドアミラー（4WD）&LEDドアミラーターンランプ

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＆オートエアコン（プッシュ式）＆本革
インパネセンターシフト（メッキボタン/メッキ加飾付）

フロント
ベンチ
シート
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

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）&
D assist切替ステアリングスイッチ

カスタム
L

フルLEDヘッドランプ（サイドビューランプ、
クリアランスランプ、オートライト付/オートレベリング機能付）/
ADB（アダプティブドライビングビーム）

両側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）

スライドドア
ステアリングホイール

※1.スマートアシスト故障/停止警告、コーナーセンサーの機能はスマートアシスト装着車に表示されます。コーナーセンサー〈L（スマートアシスト非装着車は除く）〉
・半ドア警告・スマートアシスト作動〈L（スマートアシスト非装着車は除く）〉はL、

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＆オートエアコン（プッシュ式）＆
インパネセンターシフト（メッキボタン/メッキ加飾付）

センタークラスター＆マニュアルエアコン（ダイヤル式）
＆
インパネセンターシフト
（メッキボタン/メッキ加飾付）

ターボ
エンジン

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）

ファブリック×
ソフトレザー調シート

運転席ロングスライド
シート
（540mm/
シートバックレバー付）/
リヤシート左右分割
ロングスライド
（240mm）

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）〉

マルチインフォメーションディスプレイ※1

マルチインフォメーションディスプレイ
※1

自然吸気
エンジン

フルファブリックシート
（ブラック）

フロント
セパレート
シート

ー

キーレスエントリー

スマートアシスト
〈標識認識機能（進入禁止）を除く〉

カスタム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。

PACK OPTION
コンフォータブルパック

スマートアシスト

DEALER OPTION
スマートクルーズパック

スマートパノラマパーキングパック※2

メーカーオプション▶

メーカーオプション▶ Xターボ カスタムRS

メーカーオプション▶ Xターボ※3 X カスタムRS※3 カスタムX ウェルカムターンシート X ウェルカムシートリフト X

Xターボ X カスタムRS カスタムX

ウェルカムシートリフト カスタムRS スローパー カスタムRS

ウェルカムシートリフト カスタムRS※3 スローパー X スローパー X（ターンシート仕様） スローパー カスタムRS※3

純正ナビ装着用
アップグレードパック※5
以下を除く全車にメーカーオプション▶
L（スマートアシスト非装着車）
スローパー L（スマートアシスト非装着車）

2019年9月生産開始予定

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※7

スタイルパック

メーカーオプション▶ Xターボ X カスタムRS

メーカーオプション▶ カスタムRS カスタムX

カスタムX ウェルカムターンシート X ウェルカムシートリフト X

ウェルカムシートリフト カスタムRS スローパー カスタムRS

9インチスタイリッシュ
メモリーナビ

ウェルカムシートリフト カスタムRS スローパー X
スローパー X（ターンシート仕様） スローパー カスタムRS

3 6 0 ﾟ ス ー パ ー U V & I R 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）イメージ図
● 3 6 0 ﾟスーパーU V & I R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）
● 格 納 式シ ートバックテーブ ル（ 運 転 席 / 助 手 席 ）＆
シートバックポケット（運転席）
●運転席シートリフター
●チルトステアリング
【2WD車のみ/4WD車は標準装備】
●シートヒーター（運転席/助手席）
●リヤヒーターダクト

スマートクルーズ専用ディスプレイ

●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
【 Xターボ、カスタムRSのみ/ウェルカムシートリフト
カスタムRS、スローパー カスタムRSは標準装備】
●運転席シートリフター ●チルトステアリング
【 Xターボのみ/カスタムRS、ウェルカムシートリフト
カスタムRS、スローパー カスタムRSは標準装備】
●革巻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）
●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）

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）作動イメージ

6 . 2 インチ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）
●6.2インチディスプレイオーディオ〈AM/FMラジオ・CD/DVD・USB（通信/充電）
・AUX・6.2インチ感圧ディスプレイ〉
●ステアリングスイッチ（駐車支援用/オーディオ操作用） ●フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ※4
●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
【 2WD車のみ/4WD車、スローパー X、スローパー X（ターンシート仕様）、スローパー カスタムRS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）
【X、カスタムXのみ】●チルトステアリング
※2.「 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」
「スマートパノラマパーキングパック」は同時選択できません。 ※3.「スマートクルーズパック」装着時のみ選択
できます。 ※4.字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

ステアリングスイッチ
(オーディオ操作用)

ステアリング加飾(メッキ
オーナメント・シ ル バ ー
加飾)

●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）
●バックカメラ※6 ●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
【L、カスタムL、ウェルカムターンシート L、ウェルカムシート
リフト L、スローパー L、スローパー L（ターンシート仕様）
に セットで 装 備 / そ の 他 の 設 定 グレ ード は 標 準 装 備 】
●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）
※5.「 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」
「スマートパノ
ラマパーキングパック」は同時選択できません。 ※6.字光式
ナンバープレートとの同時装着はできません。 ■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。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。詳しくは別冊の「タント ナビ＆オーディオ
カタログ」をご覧ください。 ■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。

ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)

●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）
●フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ※8
●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
【2WD車のみ/4WD車、スローパー X、スローパー X
（ターンシート仕様）、スローパー カスタムRS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）
※7.「 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」
「スマートパノ
ラマパーキングパック」は同時選択できません。 ※8.字光式
ナンバープレートとの同時装着はできません。 ■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。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。詳しくは別冊の「タント ナビ＆オーディオ
カタログ」をご覧ください。 ■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。

LEDフォグランプ、フォグ
ランプガーニッシュ
（ メッキ ）

リヤ リフレ クター ガ ー
ニッシュ（メッキ）※9

●LEDフォグランプ
●フォグランプガーニッシュ（メッキ）
●リヤリフレクターガーニッシュ（メッキ）※9
※9.スローパー カスタムRSには設定がありません。

9インチの大画面HD液晶を採用
しながら、
スタイリッシュなデザイン
を実現。

■最新の仕様・設定については、販売会社におた
ずねください。 ■詳しくは別冊の「タント ナビ＆
オーディオカタログ」をご覧ください。

■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。

