タント カスタム主要装備一覧表

標準装備
RS

“トップ
エディション
SA Ⅲ”

グレード

“SA Ⅲ”

“トップ
エディション
SA Ⅲ”

X

ウェルカム
スローパー
シート
X“SA Ⅲ”
X“SA Ⅲ”

“SA Ⅲ”

●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）
●IR&UV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）
●シルバードアアウターハンドル ※1
●ピラーブラックアウト ※2
●サイドストーンガード
●ルーフアンテナ
（可倒式）
●ヘッドランプ自動消灯システム
●ドアミラーターンランプ
●ハイマウントLEDストップランプ

乗降グリップ付

※5

パノラマモニター対応カメラ
・フロントカメラ、
サイドカメラ（トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/
レフト&ライトサイドビュー/トップ&リヤビュー/レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー）※12 ※13

●オーディオレス ※14
32,400円（消費税抜き30,000円） ●16cmフロントスピーカー

オーディオ

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
（ステアリングスイッチ、フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ［トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/
レフト&ライトサイドビュー/トップ&リヤビュー/レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー］、16cmリヤスピーカー、
ツィーター、GPSアンテナ、フルセグ TVフィルムアンテナ用ハーネス）
※9 ※11 ※12 ※13

消費税非課税

57,240円（消費税抜き53,000円）

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、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フィルムアンテナ用ハーネス）
※9※11※13

消費税非課税

24,840円（消費税抜き23,000円）

消費税非課税

12,960円（消費税抜き12,000円）

足 回り

ETCユニット
アルミホイール
スタビライザー

地域

仕様

寒冷地仕様

※12

15インチ
14インチ
フロント
リヤ

●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

トップエディション専用
2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

※15

※1：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。 ※2：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。 ※3：ウェルカムシートの助手席シートは専用大型シートのため、
運転席
シートとは形状・大きさが異なります。 ※4：助手席テーブルモード時、
シートスライド量は減少します。 ※5：助手席側は格納できません。 ※6：スマートアシスト故障/停止警告はカスタムRS“トップエディション SA Ⅲ”、
カスタムRS“SA Ⅲ”、
カスタムX“トップ
エディション SA Ⅲ”、
カスタムX“SA Ⅲ”、
ウェルカムシート カスタムX“SA Ⅲ”、
スローパー カスタムX“SA Ⅲ”に表示されます。 ※7：
「SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）」選択時、運転席にも格納式アシストグリップが装着されます。 ※8：2WD車と
4WD車では形状・容量（2WD車は15L、4WD車は10L）
が異なります。 ※9：
「SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）」と
「純正ナビ装着用アップグレードパック」または
「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」
は同時選択できません。
※10：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。 ※11：
「純正ナビ装着用アップグレードパック」
と
「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」
は同時選択できません。 ※12：
「ETCユニット」
と
「パノラマモニター対応カメラ」
または
「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」
は同時選択できません。 ※13：
「パノラマモニター対応カメラ」、
「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。 ※14：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、別途取付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。 ※15：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。
■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。
■ウェルカムシート、
スローパーの装備類について詳しくは
「タントスローパー/タントウェルカムシートカタログ」
をご覧ください。

地域
仕様

パワースライドドア（ワンタッチ
左側
オープン機能・予約ロック機能付） 右側
スーパークリーンエアフィルター
D assist切替ステアリングスイッチ
リヤヒーターダクト

足回り

快適装備

●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）
●オートエアコン
（プッシュ式）
●格納式リヤドアサンシェード
48,600円（消費税抜き45,000円） ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ
●フューエルリッドオープナー
●スライドドアイージークローザー（左右）
●オートライト
●車速感応式オートパワードアロック
（全ドア）

トップエディション専用

ダークメッキアクセント
ホワイト
ホワイト
2WD
4WD
ダークメッキ
ダークメッキアクセント

オーディオ

※7※9

RS“トップエディション X“トップエディション
SA Ⅲ”
SA Ⅲ”

快適装備

安全装備

●ABS（EBD機能付）
●デュアルSRSエアバッグ
●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
●ISOFIX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）
●ヒルホールドシステム
●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
86,400円（消費税抜き80,000円） ●セキュリティアラーム ※10
●燃料残量警告灯・警告音

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）
大型リヤスポイラー
サイドストーンガード
大型バックドアメッキガーニッシュ
メッキフロントグリル
フロントグリルLEDイルミネーション
カラードドアミラー
オート格納式(キーフリー連動)
オート格納式ヒーテッド(キーフリー連動)
スーパーUV＆IRカットガラス（フロントドア）
LEDヘッドランプ（ロービーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付）
LEDフォグランプ
フロントLEDイルミネーションランプ（オールデイ）
リヤコンビネーションランプ（クリアクリスタル・LEDストップランプ）
シート表皮〈専用ファブリック×ソフトレザー調シート
（シルバーステッチ）〉
運転席シートヒーター
ステアリングホイール
革巻（メッキオーナメント・シルバー加飾付）
ウレタン（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（シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付）
ウレタン（メッキシフトレバーボタン付）
センタークラスター〈プレミアムシャインディープブルー(マーブル柄)〉
ドアアームレスト（運転席/助手席）
〈プレミアムシャインディープブルー(マーブル柄)&専用ファブリック〉
衝突回避支援システム“スマートアシストⅢ”
〈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、誤発進抑制制御機能（前方・後方）、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
コーナーセンサー（リヤ２個）
ABS（EBD機能付）
VSC＆TRC
衝突安全ボディ〈TAF〉
シートベルト締め忘れ警告灯・警告音（運転席/助手席）
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）
キーフリーシステム〈イモビライザー（国土交通省認可品）機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席/バックドア）〉
パワースライドドア（ワンタッチ
左側
オープン機能・予約ロック機能付）
右側
オーディオレス
※1
16cmフロントスピーカー
パノラマモニター対応カメラ
〈フロントカメラ、サイドカメラ（トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/
レフト&ライトサイドビュー/トップ&リヤビュー/レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー）〉 ※2
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、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フィルムアンテナ用ハーネス） ※2
アルミホイール
15インチ
14インチ
スタビライザー
フロント
リヤ
寒冷地仕様
※3

安全装備

※7

ベース車両

■標準装備

RS“トップエディション X“トップエディション
VS SA Ⅲ”
VS SA Ⅲ”

インテリア

●運転席トリプルシートバックポケット
●足踏式パーキングブレーキ
●フロントパーソナルランプ
（左右）
●ルームランプ
●ラゲージルームランプ
●自発光式大型3眼センターメーター
（タコメーター付）
●エコドライブアシスト照明
●シルバーインパネガーニッシュ
（運転席/助手席）
●メッキエアコンレジスターノブ
●エアコンセンターレジスターリング（シルバー加飾付）
●メッキインナードアハンドル
（運転席/助手席）
●ワンプッシュ式オートオープンカップホルダー（前席）
●インパネアッパーボックス
（運転席）
●運転席サイドトレイ
●インパネアンダートレイ
（運転席）
●インパネトレイ
（助手席）
●グローブボックス
●インパネセンターポケット
●ドアポケット&ボトルホルダー（前席）
●後席クォーターポケット＆ボトルホルダー
●アクセサリーソケット
（12V）
●大型プルハンドル
（運転席/助手席）
●格納式アシストグリップ
（助手席/後席）
●リヤヘッドレスト
●フットレスト
●アジャスタブルショルダーベルトアンカー（運転席）
●サンバイザー〈バニティミラー（運転席/助手席）
・
チケットホルダー（運転席）〉

※3

■特別装備

グレード

灯火器

インテリア

インパネセンターシフト 本革（シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付）
ウレタン
（メッキシフトレバーボタン付）
センタークラスター プレミアムシャインブラック
プレミアムシャインディープブルー(マーブル柄)
格納式アシストグリップ（運転席）
ドアアームレスト プレミアムシャインブラック&ファブリック
（運転席/助手席） プレミアムシャインディープブルー(マーブル柄)&専用ファブリック
フロントセンターアームレスト
（ボックス付）
ショッピングフック インパネ助手席側
助手席シートバック
リヤアンダーミラー（室内付）
チルトステアリング
運転席シートリフター
ラゲージアンダーボックス
※8
衝突回避支援システム“スマートアシストⅢ”
〈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、
誤発進抑制制御機能（前方・後方）、
先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
コーナーセンサー（リヤ2個）
VSC＆TRC
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）
衝突安全ボディ
〈TAF〉
エマージェンシーストップシグナル
シートベルト締め忘れ警告灯・ 運転席/助手席
警告音
運転席
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（国土交通省認可品）
機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席/バックドア）〉

全車標準装備

タント カスタム 特別仕様車 RS“トップエディションVS SA Ⅲ”/X“トップエディションVS SA Ⅲ” 主要装備一覧表

エクステリア

エクステリア・灯 火 器

ミラクルオープンドア
トップエディション専用
トップエディション専用
大型エアロバンパー(フロント/リヤ)
大型リヤスポイラー
大型バックドアメッキガーニッシュ
ダークメッキアクセント
ダークメッキアクセント
メッキフロントグリル
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
カラードドアミラー オート格納式(キーフリー連動)
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
オート格納式ヒーテッド(キーフリー連動)
スーパーUＶ＆ＩＲカットガラス
（フロントドア）
トップシェイドガラス
ダークメッキ
LEDヘッドランプ（ロービーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付） ダークメッキ
LEDフォグランプ
フロントＬＥＤイルミネーションランプ(オールデイ)
ダークメッキアクセント
リヤコンビネーションランプ（クリアクリスタル・LEDストップランプ）ダークメッキアクセント
シート表皮
フルファブリックシート
専用ファブリック ソフトレザー調シート（シルバーステッチ）
フロントセパレートシート
フロントコンフォートベンチシート
運転席シートヒーター
助手席シート機構 ロングスライド
（380mm）
※4
テーブルモード
助手席シートバックレバー（スライド・リクライニング）
ベルトインシート
（助手席）
乗降グリップ付
リヤシート機構
左右一体/垂直格納/脱着式
左右分割ロングスライド
（240mm）
左右分割リクライニング・格納
ステアリングホイール 革巻（メッキオーナメント・シルバー加飾付）
ウレタン（メッキオーナメント・シルバー加飾付）
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・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・
航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告） ※6

メーカーオプション
（車両ご注文時にご指定ください）
メーカー希望
オプション価格

VS専用

トップエディション専用
2WD

その他の主な標準装備 ●トップシェイドガラス ●IR&UVカットガラス（フロントウインドゥ） ●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） ●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） ●シルバードアアウターハンドル ※4 ●ピラー
ブラックアウト ※5 ●ルーフアンテナ（可倒式） ●ヘッドランプ自動消灯システム ●ドアミラーターンランプ ●ハイマウントLEDストップラ
ンプ ●運転席シートリフター ●フロントコンフォートベンチシート ●助手席シート機構〈ロングスライド（380mm）※6/テーブルモード〉
●助手席シートバックレバー（スライド・リクライニング） ●リヤシート機構〈左右分割ロングスライド（240mm）/左右分割リクライニング・格納〉
●自発光式大型3眼センターメーター（タコメーター付） ●エコドライブアシスト照明 ●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・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告） ●ルームランプ ●フロント
パーソナルランプ（左右） ●ラゲージルームランプ ●チルトステアリング ●ラゲージアンダーボックス ※7 ●運転席トリプルシートバックポ
ケット ●ワンプッシュ式オートオープンカップホルダー（前席） ●インパネアッパーボックス（運転席） ●運転席サイドトレイ ●インパネアン
ダートレイ
（運転席） ●グローブボックス ●インパネセンターポケット ●ドアポケット&ボトルホルダー（前席） ●フロントセンターアーム
レスト
（ボックス付） ●後席クォーターポケット＆ボトルホルダー ●ショッピングフック
（インパネ助手席側/助手席シートバック） ●アクセサ
リーソケット
（12V） ●格納式アシストグリップ（助手席/後席） ●リヤヘッドレスト ●フットレスト ●ベルトインシート
（助手席・乗降グリップ付）
●アジャスタブルショルダーベルトアンカー（運転席） ●シルバーインパネガーニッシュ（運転席/助手席） ●インパネトレイ（助手席）
●エアコンセンターレジスターリング（シルバー加飾付） ●メッキエアコンレジスターノブ ●メッキインナードアハンドル（運転席/助手席）
●大型プルハンドル
（運転席/助手席） ●足踏式パーキングブレーキ ●サンバイザー
〈バニティミラー
（運転席/助手席）
・チケットホルダー
（運転席）
〉
●リヤアンダーミラー（室内付） ●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
●ISOFIX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） ●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 ※8 ●燃料残量警告灯・警告音 ●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 ●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） ●オートエアコン
（プッシュ式） ●スーパークリーンエア
フィルター ●プッシュボタンスタート ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●スライドドアイージークローザー（左右）
●格納式リヤドアサンシェード ●オートライト ●車速感応式オートパワードアロック
（全ドア） ●D assist切替ステアリングスイッチ ●リヤ
ヒーターダクト ●フューエルリッドオープナー ●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
※1：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、別途取付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。 ※2：
「パノラマモニター対応カメラ」、
「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。 ※3：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。 ※4：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。 ※5：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。 ※6：助手席テーブルモード時、シートスライド量は減少します。 ※7：2WD車と4WD車では形状・容量（2WD車
は15L、4WD車は10L）が異なります。 ※8：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。
【キーフリーシステム】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。
■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。

タント カスタム 特別仕様車 RS“トップエディションリミテッド SA Ⅲ”/X“トップエディションリミテッド SA Ⅲ” 主要装備一覧表
■特別装備

グレード
ベース車両
エクステリア

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）
大型リヤスポイラー
サイドストーンガード
大型バックドアメッキガーニッシュ
メッキフロントグリル
カラードドアミラー
オート格納式(キーフリー連動)
オート格納式ヒーテッド(キーフリー連動)
スーパーUV＆IRカットガラス（フロントドア）
LEDヘッドランプ（ロービーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付）
LEDフォグランプ
フロントLEDイルミネーションランプ（オールデイ）
リヤコンビネーションランプ（クリアクリスタル・LEDストップランプ）
シート表皮〈専用ファブリック×ソフトレザー調シート
（シルバーステッチ）〉
運転席シートヒーター
ステアリングホイール
革巻（メッキオーナメント・シルバー加飾付）
ウレタン（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（シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付）
ウレタン（メッキシフトレバーボタン付）
センタークラスター〈プレミアムシャインディープブルー(マーブル柄)〉
ドアアームレスト（運転席/助手席）
〈プレミアムシャインディープブルー(マーブル柄)&専用ファブリック〉
衝突回避支援システム“スマートアシストⅢ”
〈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、誤発進抑制制御機能（前方・後方）、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
コーナーセンサー（リヤ２個）
ABS（EBD機能付）
VSC＆TRC
SRSサイドエアバッグ（運転席/助手席）
キーフリーシステム〈イモビライザー（国土交通省認可品）機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席/バックドア）〉
パワースライドドア（ワンタッチ
左側
オープン機能・予約ロック機能付）
右側
オーディオレス
※1
16cmフロントスピーカー
パノラマモニター対応カメラ
〈フロントカメラ、サイドカメラ（トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/
レフト&ライトサイドビュー/トップ&リヤビュー/レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー）〉 ※2
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、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フィルムアンテナ用ハーネス） ※2
アルミホイール
15インチ
14インチ
スタビライザー
フロント
リヤ
寒冷地仕様
※3

■標準装備

RS“トップエディション X“トップエディション
リミテッド SA Ⅲ”
リミテッド SA Ⅲ”
RS“トップエディション X“トップエディション
SA Ⅲ”
SA Ⅲ”
トップエディション専用

ダークメッキアクセント
2WD
4WD

灯火器

ダークメッキ
ダークメッキアクセント

インテリア
安全装備
快適装備

オーディオ
足回り

トップエディション専用

地域
仕様

2WD

その他の主な標準装備 ●トップシェイドガラス ●IR&UVカットガラス（フロントウインドゥ） ●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） ●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） ●シルバードアアウターハンドル ※4 ●ピラー
ブラックアウト ※5 ●ルーフアンテナ（可倒式） ●ヘッドランプ自動消灯システム ●ドアミラーターンランプ ●ハイマウントLEDストップラ
ンプ ●運転席シートリフター ●フロントコンフォートベンチシート ●助手席シート機構〈ロングスライド（380mm）※6/テーブルモード〉
●助手席シートバックレバー（スライド・リクライニング） ●リヤシート機構〈左右分割ロングスライド（240mm）/左右分割リクライニング・格納〉
●自発光式大型3眼センターメーター（タコメーター付） ●エコドライブアシスト照明 ●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・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告） ●ルームランプ ●フロント
パーソナルランプ（左右） ●ラゲージルームランプ ●チルトステアリング ●ラゲージアンダーボックス ※7 ●運転席トリプルシートバックポ
ケット ●ワンプッシュ式オートオープンカップホルダー（前席） ●インパネアッパーボックス（運転席） ●運転席サイドトレイ ●インパネアン
ダートレイ
（運転席） ●グローブボックス ●インパネセンターポケット ●ドアポケット&ボトルホルダー（前席） ●フロントセンターアーム
レスト
（ボックス付） ●後席クォーターポケット＆ボトルホルダー ●ショッピングフック
（インパネ助手席側/助手席シートバック） ●アクセサ
リーソケット
（12V） ●格納式アシストグリップ（助手席/後席） ●リヤヘッドレスト ●フットレスト ●乗降グリップ付ベルトインシート
（助手
席） ●アジャスタブルショルダーベルトアンカー（運転席） ●シルバーインパネガーニッシュ
（運転席/助手席） ●インパネトレイ
（助手席）
●エアコンセンターレジスターリング（シルバー加飾付） ●メッキエアコンレジスターノブ ●メッキインナードアハンドル（運転席/助手席）
●大型プルハンドル（運転席/助手席） ●足踏式パーキングブレーキ ●サンバイザー〈バニティミラー（運転席/助手席）
・チケットホルダー（運
転席）〉 ●リヤアンダーミラー（室内付） ●衝突安全ボディ
〈TAF〉 ●デュアルSRSエアバッグ ●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 ●ISOFIX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）
●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 ※8 ●燃料残量警告灯・警告音 ●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 ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音（運転席/助手席） ●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） ●オートエアコン（プッシュ式） ●スーパークリーンエアフィル
ター ●プッシュボタンスタート ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●スライドドアイージークローザー（左右） ●格納式
リヤドアサンシェード ●オートライト ●車速感応式オートパワードアロック
（全ドア） ●D assist切替ステアリングスイッチ ●リヤヒーター
ダクト ●フューエルリッドオープナー ●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
※1：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、別途取付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。 ※2：
「パノラマモニター対応カメラ」、
「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。 ※3：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。 ※4：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。 ※5：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。 ※6：助手席テーブルモード時、シートスライド量は減少します。 ※7：2WD車と4WD車では形状・容量（2WD車
は15L、4WD車は10L）が異なります。 ※8：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。
【キーフリーシステム】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。
■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。

