トール主要装備一覧表

標準装備

カスタムG
ターボ“SA Ⅱ”

グレード

2WD
カラード

オート電動格納式（キーフリー連動）

ドアミラー

サイドアンダーミラー（助手席側） ※1

カスタムG

“SA Ⅱ”

Gターボ“SA Ⅱ”

2WD/4WD

2WD

メーカーオプション
（車両ご注文時にご指定ください）

G

“SA Ⅱ”

X

“SA Ⅱ”

2WD/4WD

標準装備

カスタムG

安全装備

エクステ リ ア・灯 火 器

カスタム専用

メッキバックドアガーニッシュ
※2

17,280円
（消費税抜き16,000円）

フロントドア/フロント スーパーUV＆IRカット機能付

エアバッグ

デュアルSRSエアバッグ（運転席/助手席）
SRSサイドエアバッグ（運転席/助手席）＆SRS

64,800円
（消費税抜き60,000円）

ヒルホールドシステム

カスタム専用

フロント間欠ワイパー

21,600円
（消費税抜き20,000円）

●シルバードアアウターハンドル ●カラードバンパー（リヤ） ●リヤスポイラー ●エアスパッツ（フロント/センター/リヤ） ●エンジンアンダーカバー ●UV＆IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス

全車標準装備

●UVカット機能付スモークドガラス（リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドゥ） ●リヤウインドゥデフォッガー ●ルーフアンテナ（可倒式） ●大型導光式LEDハイマウントストップランプ

シート表皮（ファブリック）

カスタム専用
（撥水加工）

ドアトリム

車速感応式

リヤ間欠ワイパー（リバース連動）

３D
（クリアタイプ）

LEDリヤランプ
（テールランプ/ストップランプ）

●衝突安全ボディ
〈TAF〉 ●シートベルト締め忘れ警告灯（全席） ●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
（全席）
●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（リヤ左右席） ●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●燃料残量警告灯 ●衝撃感知式フューエルカットシステム

エアコン

オート
（プッシュ式）

ファブリック
（シルバー加飾付）

★C※3

左右分割ロングスライド
（240mm）

（6:4分割可倒式） 左右分割70 リクライニング/格納（ラゲージ側スライドレバー付）
ステアリング

革巻3本スポーク（メッキオーナメント/シルバー加飾付）

ホイール

ウレタン3本スポーク（メッキオーナメント/シルバー加飾付）

快適装備

★C※3

シートリフター（運転席）

（運転席/助手席/バックドア）
・アンサーバック機能付〉
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
スライドドアイージークローザー(左右)
プッシュボタンスタート
オートライト

ウレタン3本スポーク（メッキオーナメント加飾付）

クルーズコントロール

ステアリング

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作

シートヒーター（運転席/助手席）

スイッチ

スポーツモード切替

インパネ

本革（シルバー加飾付）

センターシフト

ウレタン

6ポジション

全車標準装備

カスタム専用

単眼メーター

●電動パワーステアリング ●パワーウインドゥ
（運転席挟み込み防止機構/全席スイッチ照明付） ●パワードアロック
（全ドア連動）
●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●チルトステアリング ●フューエルリッドオープナー ●クリーンエアフィルター

インテグレートCD（CD-R/RWに対応）
・AM/FMラジオ・
オ ー ディオ

平均燃費･瞬間燃費・航続可能距離・外気温、時計モード/
※4

LCDマルチインフォメーションディスプレイ

純正ナビ装着用アップグレードパック

リヤスピーカー
フロントツィーター

メッキインナードアハンドル
センター
ピアノブラック塗装（シルバー加飾付）

足回り

インテ リ ア

15インチアルミホイール

43,200円
（消費税抜き40,000円）

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 ※1 ※4 ※5

クラスターパネル ピアノブラック調材着

58,320円
（消費税抜き54,000円）

14インチアルミホイール

43,200円（消費税抜き40,000円）

14インチフルホイールキャップ
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

材着
サイドエアコンレジスター（シルバー加飾付）

スタビライザー

メッキエアコンレジスターノブ

フロント/リヤ

フロント

フロント/リヤ

フロント

スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット
左右

イルミネーションパック
〈フットイルミ
（運転席/助手席）、

左側

インパネセンターポケット
インパネセンター大型ボックス
（脱着式）
インパネアッパートレイ
（助手席）

テックブルー

回転式カップホルダー（運転席/助手席）

オレンジ

トレイ式デッキサイドトリムポケット&ボトルホルダ−
★C※3

シートバックポケット
（助手席）

寒冷地仕様（ヒーテッドドアミラー/

★B

ボトルホルダー2個付］
（運転席/助手席）

23,760円
（消費税抜き22,000円）

ウインドシールドディアイサー/室内補助ヒーター） ※10

■パックオプション
★A：イルミネーションパック

ショッピングフック
（助手席/ラゲージ）
シートバックテーブル
［ショッピングフック・

10,800円
（消費税抜き10,000円）

※7

なります。
また床下のラゲージアンダーボックスが小型となります。 ※8：インテグレートCD（CD-R/RWに対応）
・AM/FMラジオ・AUX端子・ステアリングスイッチ(オーディオ操作)と
「純正ナビ装着用アップグレードパック」、
および「パノラ
マモニター&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。一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。 ※9：
「純正ナビ装着用アップグレードパック」、および「パノラマモニター&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、動作保証は致しかねます。 ※10：寒冷地仕様は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。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。

ドアポケット&ボトルホルダー（運転席/助手席）
シートアンダートレイ
（助手席）

スペアタイヤ
（応急用タイヤ）

※1：パノラマモニター、
または「パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック」
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。 ※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：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）
とフロントセンターアームレスト
（運転席）、
シートリフター（運転席）、
シートアンダートレイ
（助手席）
はセットでメーカーオプションとなります。
また、
コンフォートパック
（B）
を同時装着した場合、合計価格は77,760円（消費税抜き72,000円）
となります。 ※4：パノラマモニター、
または「パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック」
を選択した場合、
カメラ映像は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。なお、
ディーラーオプションのナビを選択した場合はナビ画面に表示されます。 ※5：字光式ナンバープレートは装着できません。 ※6：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）
を選択した場合、
アシストグリップは運転席にも装着されます。 ※7：スペアタイヤ
（応急用）
を選択した場合、
タイヤパンク応急修理セット、
および多機能デッキボード裏の防汚シートは非装着と

★A

インパネアッパートレイイルミ（助手席）、センターフロアトレイイルミ〉

地域仕様

後席ステップランプ

★C

※6

大型乗降用アシストグリップ
（チャイルドグリップ付）

全車標準装備

★E

※1 ※4 ※5 ※8 ※9

平均燃費・瞬間燃費・航続可能距離・外気温など）

ラゲージ
（右側）

★D

※5 ※8 ※9

パノラマモニター&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（フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ）
・

フロント

12,960円
（消費税抜き12,000円）

AUX端子・ステアリングスイッチ
（オーディオ操作） ※8

（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・

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/

●リヤヒーターダクト

オーディオレス（16cmフロントスピーカー付）

TFTカラー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・

アクセサリー

★C

6ポジション
5ポジション

自発光式２眼メーター（タコメーター付）

ラゲージアンダーボックス

★B

格納式リヤドアサンシェード
5ポジション

メッキシフトレバーボタン

ソケット

シルバーパネル

キーフリーシステム
〈イモビライザー機能・リクエストスイッチ

フロントセンターアームレスト
（運転席）

多機能デッキボード
（防汚シート付）

ピアノブラックパネル

マニュアル
（ダイヤル式）

フロントシートウォークスルー

アシストグリップ
（助手席/後席左右）

※3
55,080円（消費税抜き51,000円）

49,680円
（消費税抜き46,000円）

カーテンシールドエアバッグ（前後席）
〈リヤシートベルト
プリテンショナー&フォースリミッター機構付（左右席）〉※6

エマージェンシーストップシグナル

LEDフォグランプ
（LEDイルミネーションランプ付）

右側（スイッチ付）

2WD/4WD

VSC&TRC
カスタム専用

LEDヘッドランプ（オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付）
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）

左側

X

“SA Ⅱ”

ABS（EBD機能付）

クォーターガラス UVカット機能付

デッキサイド

G

2WD/4WD

後方誤発進抑制制御機能・先行車発進お知らせ機能〉

メッキフロントグリル

ランプ

“SA Ⅱ”

2WD

対歩行者）
・車線逸脱警報機能・誤発進抑制制御機能・
カスタム専用

カレンダーモード/エコキャラモードなど）

2WD/4WD

メーカーオプション
（車両ご注文時にご指定ください）

衝突回避支援システム“スマートアシストⅡ”

カラードバンパー（フロント）

リヤシート機構

Gターボ“SA Ⅱ”

〈衝突回避支援ブレーキ機能・衝突警報機能（対車両・

フロントチンスポイラー

全車標準装備

“SA Ⅱ”

2WD

ドアミラーターンランプ

ピラーブラックアウト

ターボ“SA Ⅱ”

グレード

2WD/4WD

カスタムG

※7

コンフォートパック

メーカーオプション
（車両ご注文時にご指定ください）
16,200円（消費税抜き15,000円） ●フットイルミ
（運転席/助手席） ●インパネアッパートレイイルミ（助手席） ●センターフロアトレイイルミ ＊X“SA Ⅱ”、Xを除く全車にメーカーオプション。

＊1. X“SA Ⅱ”、Xを除く全車にメーカーオプション。 ＊2. X“SA Ⅱ”、Xにメーカーオプション。

★B：コンフォートパック（A）＊1

22,680円（消費税抜き21,000円） ●シートバックテーブル
［ショッピングフック・ボトルホルダー2個付］
（運転席/助手席） ●シートヒーター（運転席/助手席）

★C：コンフォートパック（B）＊2

28,080円（消費税抜き26,000円）

●シートバックテーブル
［ショッピングフック・ボトルホルダー2個付］
（運転席/助手席） ●シートヒーター（運転席/助手席）
●フロントセンターアームレスト
（運転席） ●シートリフター（運転席） ●シートアンダートレイ
（助手席）

★D：純正ナビ装着用アップグレードパック 29,160円（消費税抜き27,000円） ●バックカメラ ●ステアリングスイッチ
（オーディオ操作）＊全車にメーカーオプション。
※7

●フロントセパレートシート ●足踏式パーキングブレーキ ●エコインジケーター ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ラゲージランプ ●センターフロアトレイ ●グローブボックス（助手席）
●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）〉 ●防眩ルームミラー ●フロント/リヤヘッドレスト
（全席） ●フットレスト ●ツールボックス
（助手席足元）

★E：パノラマモニター＆純正ナビ
装着用アップグレードパック

●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/

45,360円（消費税抜き42,000円） レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー） ●ステアリングスイッチ
（オーディオ操作）

＊X“SA Ⅱ”、Xを除く全車にメーカーオプション。 ＊パノラマモニター単体で選択することも可能です。

■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。

