
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）  

★H22,000円（消費税抜き20,000円）

ピアノブラックパネル 黒材着

アンサーバックブザー付

●カラードバンパー（リヤ）　●リヤスポイラー（バックドア一体）　●エンジンアンダーカバー　
●不織式フロントフェンダーライナー　●スーパーUV＆IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス　●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ガラス）　
●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　●ヘッドランプ自動消灯システム

全車標準装備

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

トール主要装備一覧表

カラード
ドアミラー
ドアミラーターンランプ

ドアアウターハンドル

大型カラードエアロバンパー（フロント）
カラードバンパー（フロント） 
メッキフロントグリル

メッキバックドアガーニッシュ
エアスパッツ（フロント/センター/リヤ）

メッキフードガーニッシュ

ピラーブラックアウト 
トップシェイドガラス（フロントウインドゥ）

マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ

フルLEDヘッドランプ
（クリアランスランプ・ポジション・ターン付）

LEDフォグランプ（LEDイルミネーションランプ付）
LEDリヤランプ（テールランプ/ストップランプ）

フロントドア/フロント
クォーターガラス

オート格納式
サイドアンダーミラー（助手席側） 

メッキ
シルバー

●フロントセパレートシート　●フロント/リヤヘッドレスト（全席）　●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　●インパネセンター
ポケット（左右）　●センターフロアトレイ　●インパネセンター大型ボックス（脱着式）　●グローブボックス（助手席）　●回転式カップホルダー（運転席/助手席）　●ドアポケット&
ボトルホルダー（フロント）　●トレイ式デッキサイドトリムポケット&ボトルホルダ－　●ショッピングフック（フロント/ラゲージ左右）　●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　●大型乗降用アシストグリップ（チャイルドグリップ付）　●フットレスト　●ツールボックス（助手席足元）

スーパーUV＆IRカット機能付 

レザー調×ファブリックシート 
フルファブリックシート 

UVカット機能付

※2
※1

※5
※6

※6

※3
※3

5ポジション
5ポジション

カスタム専用

6ポジション

左右

ブルー ブラック

左側

★C 
★C ★B

★I

★I

★C 

6ポジション

シート表皮

ドアトリム

フロントセンターアームレスト（運転席） 

リヤシート機構
（6:4分割可倒式）

ステアリング
ホイール

ステアリング
スイッチ

インパネ
センターシフト
メッキシフトレバーボタン
単眼メーター
自発光式２眼メーター（タコメーター付）
LCDマルチインフォメーションディスプレイ

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

メッキインナードアハンドル

センター
クラスターパネル

サイドエアコンレジスター（シルバー加飾付）
メッキエアコンレジスターノブ
後席ステップランプ
デッキサイド
ランプ
イルミネーションパック〈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〉
インパネアッパートレイ（助手席） 
シートアンダートレイ（助手席） 
シートバックポケット（助手席） 

アシストグリップ（助手席/後席左右） 
多機能デッキボード（防汚シート付）

ラゲージアンダーボックス

アクセサリー
ソケット

フロント
ラゲージ（右側）

シートリフター（運転席）

フロントシートウォークスルー
シートヒーター（運転席/助手席）

左右分割ロングスライド（240mm/ラゲージ側スライドレバー付） 

本革巻3本スポーク（メッキオーナメント/シルバー加飾付）
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）
ウレタン3本スポーク（メッキオーナメント）

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作
D assist切替ステアリングスイッチ

スポーツモード
パワーモード

本革巻（シルバー加飾付）
材着

（アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・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/停止警告など）

ピアノブラック塗装（シルバー加飾付） 
ピアノブラック調材着
材着

左側
右側（スイッチ付）

左右分割70°リクライニング/格納

2WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD2WD

カスタムGターボ GターボカスタムG G

全車標準装備

X

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）

カスタム専用

17,600円（消費税抜き16,000円）　

66,000円（消費税抜き60,000円）

22,000円（消費税抜き20,000円）カスタム専用
カスタム専用

オートレベリング機能付 マニュアルレベリング機能付

ブラック/撥水加工
グレーステッチ/撥水加工 ★I 

ブラック×アッシュブラウン
ファブリック（シルバー加飾付）

イ
ン
テ
リ
ア

（アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費･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・時計モード/カレンダーモード/エコキャラモードなど）

★A ★I ★A

★C 

グレード

マニュアルレベリング機能付

マニュアルレベリング機能付
ヘッドランプ
（オートライト付）

※4

※3

★H

カスタムGターボ Gターボ

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）〈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）〉

安
全
装
備

※9

※5

※10

※18

※10
※10

2WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD2WD

カスタムG G X

車速感応式

グレード

運転負荷
軽減
駐車
支援

ス
マ
ー
ト
ア
シ
ス
ト

パノラマモニター
コーナーセンサー（フロント2個/リヤ2個）

フロント間欠ワイパー

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）
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）レス

エアバッグ

※8 ★H

★E ★G

※3

●衝突安全ボディ〈TAF〉　●デュアルSRSエアバッグ（運転席/助手席）　●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）　●ABS（EBD機能付）　●VSC&TRC　●ヒルホールドシステム　
●ドライブスタートコントロール　●エマージェンシーストップシグナル　●リヤ間欠ワイパー(リバース連動)　●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

全車標準装備

●クリーンエアフィルター　●リヤヒーターダクト　●電動パワーステアリング　●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　●プッシュボタンスタート　●格納式リヤドアサンシェード
●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）　●ウェルカムドアロック解除※11　●スライドドアイージークローザー（左右）　●フューエルリッドオープナー　全車標準装備

快
適
装
備

エアコン

ナノイーX
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
（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
オープン機能・タッチ&ゴーロック機能付）

オート（プッシュ式） 
マニュアル（ダイヤル式） 

左側
右側

ウェルカムオープン機能
電動パーキングブレーキ
オートブレーキホールド機能
足踏式パーキングブレーキ

※12
※12

※13

※14

オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス （16cmフロントスピーカー付）
純正ナビ装着用アップグレードパック

USBソケット （スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用）
（電源用）

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［オーディオ:フルセグ/ワンセグTV・
AM/FMラジオ・USBソケット（スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用）・
USBソケット（電源用）〈Xのみ〉・TVアンテナ・Bluetooth®・スマホアプリ連携
(Apple CarPlay・Android Auto™)］

フロントカメラ、サイドカメラ
バックカメラ
リヤスピーカー
フロントツィーター

 ※15

※6

15インチアルミホイール
14インチアルミホイール
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 
スタビライザー
スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット
スペアタイヤ（応急用タイヤ）
寒冷地仕様（ヒーテッドドアミラー/
ウインドシールドディアイサー/室内補助ヒーター）

足
回
り

地
域
仕
様

※1：カスタムGターボ、カスタムGのエアスパッツ（フロント）は大型カラードエアロバンパー（フロント）一体型となります。　※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：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。　※4：電動パーキングブレーキを引き当てた場合、センタークラスター
パネルはピアノブラック塗装(シルバー加飾付)になります。　※5：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。　※6：スペアタイヤ(応急用)を選択した場合、タイヤ
パンク応急セット、及び多機能デッキボード裏の防汚シートは非装着となります。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。　※7：標識認識はXグレードに9インチスマホ連携ディスプレイオーディオを装着した場合、ディスプレイオーディオ
に表示されます。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。　※8：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）専用メーターが装着となります。　※9：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。パノラマモニターパックを選択した場合はディスプレイオーディオに表示されます。　※10：電動パーキングブレーキ&オートブレーキホールド機能単独での引き当て可能です。電動パーキングブレーキ&オートブレーキホールド
機能を選択した場合、足踏式パーキングブレーキは非装着となります。　※11：工場出荷時はOFF設定となります。　※12：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
装着した場合の動作保証は致しかねます。　※13：Xグレードに「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、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際はインパネセンター大型ボックス上の「スイッチパネル」右端のUSBソケットの上側を
ご使用ください。その他グレードに「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、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「センタークラスターパネル」USBソケットの右側をご使用ください。　※14：字光式ナンバープレートとの同時装着
はできません。　※15：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(エンジンクーラント濃度50%､大容量スターター、寒冷地用ワイパーモーター)。尚、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。　※16：「イルミネーショ
ンパック」、「スタイルパック」は同時選択できません。　※17：「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)」は同時選択できません。　※18:nanoe（ナノイー）＝nano-technology + electric 最先端のテクノロジーから生まれた”水に包まれている電気を帯びたイオン”のこと。　■「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
■「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。　 ■「Android Auto™」は、Google LLCの商標、または登録商標です。　■nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
■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。

★A：イルミネーションパック　　　※16
★B：コンフォータブルパック（A）

★C：コンフォータブルパック（B）

★D：純正ナビ装着用アップグレードパック　

★E：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

★F：9インチスマホ連携
ディスプレイオーディオ

★G：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）

★H：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）
&電動パーキングブレーキ

★I：スタイルパック　　　　　　 ※16

カスタムGターボ Gターボ
2WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD2WD

カスタムG G X

メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

グレード

●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
●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)　●ナノイーX
●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)
●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※14　●ドライブレコーダー用インパネハーネス

●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※14　　
●ドライブレコーダー用インパネハーネス　●フロントカメラ　●サイドカメラ

●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　●バックカメラ※14　　
●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)　●ドライブレコーダー用インパネハーネス　
●Bluetooth®　●USBソケット（スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用）※13　
●USBソケット（電源用）〈Xのみ〉　●GPSアンテナ　●標識認識機能〈Xのみ〉※7
●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　●フロントカメラ　
●サイドカメラ　●バックカメラ※14　●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)　
●ドライブレコーダー用インパネハーネス　●Bluetooth®　
●USBソケット（スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用）※13　●GPSアンテナ　

●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）　●ステアリングスイッチ（運転支援用）　
●電動パーキングブレーキ　●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）専用メーター　
●センタークラスターパネルピアノブラック塗装(シルバー加飾付)　●オートブレーキホールド機能
●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　●メッキドアアウターハンドル　
●レザー調×ファブリックシート表皮(グレーステッチ/撥水加工)　●トップシェイドガラス

※12※17

※12※17

※17

※17

※10

衝突
回避
支援

衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者［昼夜］）
衝突警報機能（対車両・対歩行者［昼夜］）
ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)
車線逸脱警報機能
路側逸脱警報機能

ス
マ
ー
ト
ア
シ
ス
ト

ふらつき警報
安
全
装
備

パックオプション

※7
認識
支援

先行車発進お知らせ機能

AHB（オートハイビーム）
ADB（アダプティブドライビングビーム）
サイドビューランプ

標識認識機能（進入禁止/最高速度/一時停止)

★B ★C

★F

－22,000円（消費税抜き－20,000円）

50,600円（消費税抜き46,000円） 56,100円（消費税抜き51,000円）

★D

★B ★B ★B ★B

★E

★F ★G

★F ★G
★E ★G

★D ★E ★F ★G

フロント/リヤ フロント/リヤ フロントフロント

59,400円（消費税抜き54,000円）
44,000円（消費税抜き40,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）

24,200円（消費税抜き22,000円）

★D ★F

★F

★F
★F

16,500円（消費税抜き15,000円）
34,100円（消費税抜き31,000円）

48,400円（消費税抜き44,000円）

115,500円（消費税抜き105,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

33,000円
（消費税抜き30,000円）

99,000円（消費税抜き90,000円）

31,900円（消費税抜き29,000円）

28,600円
（消費税抜き26,000円）


