
THOR    25 | 26

＊2. カスタムGターボ“SA Ⅱ”、カスタムG“SA Ⅱ”に標準装備。　＊3.エコカー減税（環境対応車普及促進税制）による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。詳しくは販売
会社におたずねください。　＊4.グリーン税制（グリーン化特例）による自動車税の軽減率。対象は、平成29年3月31日までの新車新規登録車。翌年度（平成29年度）分の自動車税に適用。詳しくは販売会社におたずねください。　■価格はメーカー
希望小売価格（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。 ■価格はスペアタイヤレス＆タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。　■北海道地区の価格
には寒冷地仕様が含まれます。　■保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。　■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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

＊1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法
（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

10,010円

リサイクル料金

CUSTOM GRADE

ダミー

Photo：カスタムGターボ“SA Ⅱ”。ボディカラーのインペリアルゴールドクリスタルメタリック〈Y14〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

Photo：カスタムGターボ“SA Ⅱ”。
ボディカラーのブラックマイカメ
タリック〈X07〉×インペリアルゴー
ルドクリスタルメタリック〈Y14〉
[XG6]はメーカーオプションで
86,400円高（消費税込み）。

Gターボ“SA Ⅱ”

ダミー

Photo：カスタムGターボ“SA Ⅱ”。
ボディカラーのブラックマイカメ
タリック〈X07〉×インペリアルゴー
ルドクリスタルメタリック〈Y14〉
[XG6]はメーカーオプションで
86,400円高（消費税込み）。

ーボ“SA Ⅱ”

走行燃費＊1（国土交通省審査値）

21.8 km/L
（カスタムGターボ“SA Ⅱ”）

2WD

22.0 km/L

4WD

24.6 km/L
（カスタムG“SA Ⅱ”、カスタムG）

Photo：カスタムG“SA Ⅱ”。ボディ
カラーはマゼンタベリーマイカ
メタリック〈R72〉。

G“SA Ⅱ”

G

1,965,600 円
1,836,000 円
2,008,800 円
1,771,200 円
1,944,000 円

メーカー希望小売価格
1,820,000 円

1,700,000 円

1,860,000 円

1,640,000 円

1,800,000 円

消費税抜き

1,989,360 円 1,842,000 円

1,859,760 円 1,722,000 円

2,032,560 円 1,882,000 円

1,794,960 円 1,662,000 円

1,967,760 円 1,822,000 円

消費税抜き

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD

北海道地区メーカー希望小売価格

カスタムGターボ“SA Ⅱ”

カスタムG“SA Ⅱ”

カスタムG

アイドリングストップ

＊3

＊2

＊4
取得税 重量税

軽減
50%

軽減
60%

自動車税

軽減
2WD（ターボ車除く）

50%



THOR    25 | 26

＊2. カスタムGターボ“SA Ⅱ”、カスタムG“SA Ⅱ”に標準装備。　＊3.エコカー減税（環境対応車普及促進税制）による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。詳しくは販売
会社におたずねください。　＊4.グリーン税制（グリーン化特例）による自動車税の軽減率。対象は、平成29年3月31日までの新車新規登録車。翌年度（平成29年度）分の自動車税に適用。詳しくは販売会社におたずねください。　■価格はメーカー
希望小売価格（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。 ■価格はスペアタイヤレス＆タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。　■北海道地区の価格
には寒冷地仕様が含まれます。　■保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。　■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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

＊1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法
（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

10,010円

リサイクル料金

CUSTOM GRADE

ダミー

Photo：カスタムGターボ“SA Ⅱ”。ボディカラーのインペリアルゴールドクリスタルメタリック〈Y14〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

Photo：カスタムGターボ“SA Ⅱ”。
ボディカラーのブラックマイカメ
タリック〈X07〉×インペリアルゴー
ルドクリスタルメタリック〈Y14〉
[XG6]はメーカーオプションで
86,400円高（消費税込み）。

Gターボ“SA Ⅱ”

走行燃費＊1（国土交通省審査値）

21.8 km/L
（カスタムGターボ“SA Ⅱ”）

2WD

22.0 km/L

4WD

24.6 km/L
（カスタムG“SA Ⅱ”、カスタムG）

Photo：カスタムG“SA Ⅱ”。ボディ
カラーはマゼンタベリーマイカ
メタリック〈R72〉。

G“SA Ⅱ”

G

1,965,600 円
1,836,000 円
2,008,800 円
1,771,200 円
1,944,000 円

メーカー希望小売価格
1,820,000 円

1,700,000 円

1,860,000 円

1,640,000 円

1,800,000 円

消費税抜き

1,989,360 円 1,842,000 円

1,859,760 円 1,722,000 円

2,032,560 円 1,882,000 円

1,794,960 円 1,662,000 円

1,967,760 円 1,822,000 円

消費税抜き

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD

北海道地区メーカー希望小売価格

カスタムGターボ“SA Ⅱ”

カスタムG“SA Ⅱ”

カスタムG

アイドリングストップ

＊3

＊2

＊4
取得税 重量税

軽減
50%

軽減
60%

自動車税

軽減
2WD（ターボ車除く）

50%



STANDARD GRADE
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Photo：G“SA Ⅱ”。ボディカラーのレーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

RD GRADEDE

Photo：Gターボ“SA Ⅱ”。ボディ
カラーのレーザーブルークリス
タルシャイン〈B82〉はメーカー
オプションで32,400円高（消費
税込み）。

Gターボ“SA Ⅱ”

走行燃費＊1（国土交通省審査値）

21.8 km/L
（Gターボ“SA Ⅱ”）

2WD

22.0 km/L

4WD

24.6 km/L
（G“SA Ⅱ”、G、X“SA Ⅱ”、X）

1,803,600 円
1,684,800 円
1,857,600 円
1,620,000 円
1,792,800 円
1,528,200 円
1,701,000 円
1,463,400 円
1,636,200 円

メーカー希望小売価格
1,670,000 円

1,560,000 円

1,720,000 円

1,500,000 円

1,660,000 円

1,415,000 円

1,575,000 円

1,355,000 円

1,515,000 円

消費税抜き

1,827,360 円 1,692,000 円

1,708,560 円 1,582,000 円

1,881,360 円 1,742,000 円

1,643,760 円 1,522,000 円

1,816,560 円 1,682,000 円

1,551,960 円 1,437,000 円

1,724,760 円 1,597,000 円

1,487,160 円 1,377,000 円

1,659,960 円 1,537,000 円

消費税抜き

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD

2WD

4WD

2WD

4WD

北海道地区メーカー希望小売価格

Gターボ“SA Ⅱ”

G“SA Ⅱ”

＊2. Gターボ“SA Ⅱ”、G“SA Ⅱ”、X“SA Ⅱ”に標準装備。　＊3.エコカー減税（環境対応車普及促進税制）による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。詳しくは販売会社
におたずねください。　＊4.グリーン税制（グリーン化特例）による自動車税の軽減率。対象は、平成29年3月31日までの新車新規登録車。翌年度（平成29年度）分の自動車税に適用。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
小売価格（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。 ■価格はスペアタイヤレス＆タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。　■北海道地区の価格には
寒冷地仕様が含まれます。　■保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。　■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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

10,010円

リサイクル料金

G

X“SA Ⅱ”

X

＊1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法
（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

Photo：X“SA Ⅱ”。ボディカラーの
プラムブラウンクリスタルマイカ

〈R59〉はメーカーオプションで
32,400円高（消費税込み）。

X“SA Ⅱ”

X

Photo：G“SA Ⅱ”。ボディカラー
はフレッシュグリーンメタリック

〈G57〉。

G“SA Ⅱ”

G

アイドリングストップ

＊3

＊2

＊4
取得税 重量税

軽減
50%

軽減
60%

自動車税

軽減
2WD（ターボ車除く）

50%
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Photo：G“SA Ⅱ”。ボディカラーのレーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

Photo：Gターボ“SA Ⅱ”。ボディ
カラーのレーザーブルークリス
タルシャイン〈B82〉はメーカー
オプションで32,400円高（消費
税込み）。

Gターボ“SA Ⅱ”

走行燃費＊1（国土交通省審査値）

21.8 km/L
（Gターボ“SA Ⅱ”）

2WD

22.0 km/L

4WD

24.6 km/L
（G“SA Ⅱ”、G、X“SA Ⅱ”、X）

1,803,600 円
1,684,800 円
1,857,600 円
1,620,000 円
1,792,800 円
1,528,200 円
1,701,000 円
1,463,400 円
1,636,200 円

メーカー希望小売価格
1,670,000 円

1,560,000 円

1,720,000 円

1,500,000 円

1,660,000 円

1,415,000 円

1,575,000 円

1,355,000 円

1,515,000 円

消費税抜き

1,827,360 円 1,692,000 円

1,708,560 円 1,582,000 円

1,881,360 円 1,742,000 円

1,643,760 円 1,522,000 円

1,816,560 円 1,682,000 円

1,551,960 円 1,437,000 円

1,724,760 円 1,597,000 円

1,487,160 円 1,377,000 円

1,659,960 円 1,537,000 円

消費税抜き

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD

2WD

4WD

2WD

4WD

北海道地区メーカー希望小売価格

Gターボ“SA Ⅱ”

G“SA Ⅱ”

＊2. Gターボ“SA Ⅱ”、G“SA Ⅱ”、X“SA Ⅱ”に標準装備。　＊3.エコカー減税（環境対応車普及促進税制）による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。詳しくは販売会社
におたずねください。　＊4.グリーン税制（グリーン化特例）による自動車税の軽減率。対象は、平成29年3月31日までの新車新規登録車。翌年度（平成29年度）分の自動車税に適用。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
小売価格（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。 ■価格はスペアタイヤレス＆タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。　■北海道地区の価格には
寒冷地仕様が含まれます。　■保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。　■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。　■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

10,010円

リサイクル料金

G

X“SA Ⅱ”

X

＊1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法
（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

Photo：X“SA Ⅱ”。ボディカラーの
プラムブラウンクリスタルマイカ

〈R59〉はメーカーオプションで
32,400円高（消費税込み）。

X“SA Ⅱ”

X

Photo：G“SA Ⅱ”。ボディカラー
はフレッシュグリーンメタリック

〈G57〉。

G“SA Ⅱ”

G

アイドリングストップ

＊3

＊2

＊4
取得税 重量税

軽減
50%

軽減
60%

自動車税

軽減
2WD（ターボ車除く）

50%



THOR    29 | 30

グレード差のある標準装備

MONOTONE
（全車）

01

TWO TONE
（カスタム専用）

インペリアルゴールド
クリスタルメタリック〈Y14〉＊1 02 03レーザーブルークリスタルシャイン

〈B82〉＊1

04 05 06

07 08 09

マゼンタベリーマイカ
メタリック〈R72〉

フレッシュグリーンメタリック
〈G57〉

ファインブルーマイカ
メタリック〈B67〉

プラムブラウン
クリスタルマイカ〈R59〉＊1

ブラックマイカメタリック
〈X07〉

ブライトシルバーメタリック
〈S28〉

パールホワイトⅢ
〈W24〉＊1

10 11 12ブラックマイカメタリック〈X07〉×
インペリアルゴールドクリスタルメタリック〈Y14〉［XG6］＊2

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉［XG3］＊2

13 14ブライトシルバーメタリック〈S28〉×
フレッシュグリーンメタリック〈G57〉［XG4］＊3

ブライトシルバーメタリック〈S28〉×
ファインブルーマイカメタリック〈B67〉［XG5］＊3

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
マゼンタベリーマイカメタリック〈R72〉［XE2］＊3

Photo（MONOTONE）：G“SA Ⅱ”。
Photo（TWO TONE）：カスタムG“SA Ⅱ”。

＊1. ボディカラーMONOTONE（01、02、06、09）はメーカー希望オプション価格32,400円（消費税抜き30,000円）となります。
＊2. ボディカラーTWO TONE（10、11）はメーカー希望オプション価格86,400円（消費税抜き80,000円）となります。
＊3. ボディカラーTWO TONE（12、13、14）はメーカー希望オプション価格54,000円（消費税抜き50,000円）となります。

＊1. ミラーに反射させることで、奥行き感を表現した点灯方式。　■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。　■装備類の詳しい設定はP.31-32の主要装備一覧表をご覧ください。

カスタムGターボ“SA Ⅱ” カスタムG“SA Ⅱ” カスタムG Gターボ“SA Ⅱ” G“SA Ⅱ” G X“SA Ⅱ” X

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

・フロントチンスポイラー
・カスタム専用メッキフロントグリル

・カスタム専用カラードバンパー（フロント）

メッキバックドア
ガーニッシュ

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）

カスタム専用LEDフォグランプ
（LEDイルミネーションランプ付）

スーパーUV＆IRカット機能付ガラス
（フロントドア/フロントクォーター）

スーパーUV＆IRカット機能付ガラス
（フロントドア/フロントクォーター）

両側パワースライドドア
（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）

UVカット機能付ガラス
（フロントドア/フロントクォーター）

左側パワースライドドア
（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）

衝突回避支援システム
“スマートアシストⅡ”

衝突回避支援システム
“スマートアシストⅡ”衝突回避支援システム“スマートアシストⅡ”

両側パワースライドドア（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）

後席ステップランプ（左右）＆デッキサイドランプ（左右） 後席ステップランプ（左右）＆デッキサイドランプ（左側）

オーディオレス（6スピーカー） オーディオレス（4スピーカー） オーディオレス（2スピーカー）

後席ステップランプ（左側）＆デッキサイドランプ（左側）

ーーー

LEDリヤランプ 3D［クリアタイプ］＊1
（テールランプ/ストップランプ）

・メッキフロントグリル
・カラードバンパー（フロント）

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）

LEDリヤランプ
（テールランプ/ストップランプ）

クルーズコントロール革巻3本スポーク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）

■写真はカスタムGターボ“SA Ⅱ”。

ウレタン3本スポークステアリングホイール
（メッキオーナメント加飾付）

メッキインナードアハンドル・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

インナードアハンドルサイドエアコンレジスター
（シルバー加飾付）

インナードアハンドルサイドエアコン
レジスター

クルーズコントロールウレタン3本スポーク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）

■写真はG“SA Ⅱ”。

・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）
・オートエアコン（ピアノブラックパネル/プッシュ式）

・本革インパネセンターシフト（シルバー加飾付）　・メッキシフトレバーボタン
■写真はカスタムGターボ“SA Ⅱ”。

・センタークラスターパネル（ピアノブラック調材着）
・オートエアコン（シルバーパネル/プッシュ式）

・ウレタンインパネセンターシフト・メッキシフトレバーボタン
■写真はG“SA Ⅱ”。

・センタークラスターパネル（材着）
・マニュアルエアコン（ダイヤル式）
・ウレタンインパネセンターシフト

エ
ク
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テ
リ
ア

セ
ー
フ
テ
ィ
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● 標準設定
☆ メーカーオプション
ー 設定なし

スタンダードグレード    ☆＊1    ☆＊1 ● ● ●    ☆＊1 ● ●    ☆＊1 ー ー ー ー ー

   ☆＊1    ☆＊1 ● ● ●    ☆＊1 ● ●    ☆＊1    ☆＊2    ☆＊2    ☆＊3    ☆＊3    ☆＊3カスタムグレード

01 02 03 04 05 06 07 08 09

MONOTONE TWO TONE

10 11 12 13 14

カスタム専用自発光式２眼メーター
（タコメーター付）

TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ

自発光式２眼メーター
（タコメーター付）

TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ

単眼メーター LCDマルチ
インフォメーション

ディスプレイ

カスタム専用シート表皮（ファブリック/撥水加工）　■内装色：ブラック シート表皮（ファブリック）　■内装色：ブラック



THOR    29 | 30

グレード差のある標準装備

MONOTONE
（全車）

01

TWO TONE
（カスタム専用）

インペリアルゴールド
クリスタルメタリック〈Y14〉＊1 02 03レーザーブルークリスタルシャイン

〈B82〉＊1

04 05 06

07 08 09

マゼンタベリーマイカ
メタリック〈R72〉

フレッシュグリーンメタリック
〈G57〉

ファインブルーマイカ
メタリック〈B67〉

プラムブラウン
クリスタルマイカ〈R59〉＊1

ブラックマイカメタリック
〈X07〉

ブライトシルバーメタリック
〈S28〉

パールホワイトⅢ
〈W24〉＊1

10 11 12ブラックマイカメタリック〈X07〉×
インペリアルゴールドクリスタルメタリック〈Y14〉［XG6］＊2

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉［XG3］＊2

13 14ブライトシルバーメタリック〈S28〉×
フレッシュグリーンメタリック〈G57〉［XG4］＊3

ブライトシルバーメタリック〈S28〉×
ファインブルーマイカメタリック〈B67〉［XG5］＊3

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
マゼンタベリーマイカメタリック〈R72〉［XE2］＊3

Photo（MONOTONE）：G“SA Ⅱ”。
Photo（TWO TONE）：カスタムG“SA Ⅱ”。

＊1. ボディカラーMONOTONE（01、02、06、09）はメーカー希望オプション価格32,400円（消費税抜き30,000円）となります。
＊2. ボディカラーTWO TONE（10、11）はメーカー希望オプション価格86,400円（消費税抜き80,000円）となります。
＊3. ボディカラーTWO TONE（12、13、14）はメーカー希望オプション価格54,000円（消費税抜き50,000円）となります。

＊1. ミラーに反射させることで、奥行き感を表現した点灯方式。　■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。　■装備類の詳しい設定はP.31-32の主要装備一覧表をご覧ください。

カスタムGターボ“SA Ⅱ” カスタムG“SA Ⅱ” カスタムG Gターボ“SA Ⅱ” G“SA Ⅱ” G X“SA Ⅱ” X

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

・フロントチンスポイラー
・カスタム専用メッキフロントグリル

・カスタム専用カラードバンパー（フロント）

メッキバックドア
ガーニッシュ

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）

カスタム専用LEDフォグランプ
（LEDイルミネーションランプ付）

スーパーUV＆IRカット機能付ガラス
（フロントドア/フロントクォーター）

スーパーUV＆IRカット機能付ガラス
（フロントドア/フロントクォーター）

両側パワースライドドア
（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）

UVカット機能付ガラス
（フロントドア/フロントクォーター）

左側パワースライドドア
（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）

衝突回避支援システム
“スマートアシストⅡ”

衝突回避支援システム
“スマートアシストⅡ”衝突回避支援システム“スマートアシストⅡ”

両側パワースライドドア（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）

後席ステップランプ（左右）＆デッキサイドランプ（左右） 後席ステップランプ（左右）＆デッキサイドランプ（左側）

オーディオレス（6スピーカー） オーディオレス（4スピーカー） オーディオレス（2スピーカー）

後席ステップランプ（左側）＆デッキサイドランプ（左側）

ーーー

LEDリヤランプ 3D［クリアタイプ］＊1
（テールランプ/ストップランプ）

・メッキフロントグリル
・カラードバンパー（フロント）

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）

LEDリヤランプ
（テールランプ/ストップランプ）

クルーズコントロール革巻3本スポーク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）

■写真はカスタムGターボ“SA Ⅱ”。

ウレタン3本スポークステアリングホイール
（メッキオーナメント加飾付）

メッキインナードアハンドル・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

インナードアハンドルサイドエアコンレジスター
（シルバー加飾付）

インナードアハンドルサイドエアコン
レジスター

クルーズコントロールウレタン3本スポーク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）

■写真はG“SA Ⅱ”。

・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）
・オートエアコン（ピアノブラックパネル/プッシュ式）

・本革インパネセンターシフト（シルバー加飾付）　・メッキシフトレバーボタン
■写真はカスタムGターボ“SA Ⅱ”。

・センタークラスターパネル（ピアノブラック調材着）
・オートエアコン（シルバーパネル/プッシュ式）

・ウレタンインパネセンターシフト・メッキシフトレバーボタン
■写真はG“SA Ⅱ”。

・センタークラスターパネル（材着）
・マニュアルエアコン（ダイヤル式）
・ウレタンインパネセンターシフト

エ
ク
ス
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リ
ア
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テ
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ア

● 標準設定
☆ メーカーオプション
ー 設定なし

スタンダードグレード    ☆＊1    ☆＊1 ● ● ●    ☆＊1 ● ●    ☆＊1 ー ー ー ー ー

   ☆＊1    ☆＊1 ● ● ●    ☆＊1 ● ●    ☆＊1    ☆＊2    ☆＊2    ☆＊3    ☆＊3    ☆＊3カスタムグレード

01 02 03 04 05 06 07 08 09

MONOTONE TWO TONE

10 11 12 13 14

カスタム専用自発光式２眼メーター
（タコメーター付）

TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ

自発光式２眼メーター
（タコメーター付）

TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ

単眼メーター LCDマルチ
インフォメーション

ディスプレイ

カスタム専用シート表皮（ファブリック/撥水加工）　■内装色：ブラック シート表皮（ファブリック）　■内装色：ブラック



●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
●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

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
フロントチンスポイラー
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
ピラーブラックアウト 

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） 
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） 

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

オート電動格納式（キーフリー連動） 
サイドアンダーミラー（助手席側） 

●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）

※1

スーパーUV＆IRカット機能付 
UVカット機能付

※2

※6

※7

※7

※1 ※4 ※5

※4

5ポジション
5ポジション 6ポジション

カスタム専用

左右

テックブルー オレンジ

左側

★C※3

※3
55,080円（消費税抜き51,000円）

★C★B

★D

12,960円（消費税抜き12,000円）

★E

フロント/リヤ フロント/リヤ フロントフロント

★C※3

6ポジション

シート表皮（ファブリック）
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

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）・
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

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） 
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（運転席/助手席） 
トレイ式デッキサイドトリムポケット&ボトルホルダ－
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） 
ショッピングフック（助手席/ラゲージ）

アシストグリップ（助手席/後席左右） 
大型乗降用アシストグリップ（チャイルドグリップ付） 
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）  

シートリフター（運転席）

フロントシートウォークスルー

左右分割ロングスライド（240mm） 

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加飾付）
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作
スポーツモード切替
本革（シルバー加飾付）
ウレタン

（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・瞬間燃費・航続可能距離・外気温など）

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（ラゲージ側スライドレバー付）

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

カスタムG
ターボ“SA Ⅱ”

Gターボ“SA Ⅱ”
カスタムG

ターボ“SA Ⅱ”
Gターボ“SA Ⅱ”

“SA Ⅱ” “SA Ⅱ”“SA Ⅱ”

全車標準装備

XカスタムG G

※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
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。

■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．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）、シートバックテーブル（運転席/助手席）、シートヒーター（運転席/助手席）は『コンフォートパック（B）』
としてセットでメーカーオプションとなります。
★B．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は『イルミネーションパック』としてセットでメーカーオプションとなります。
★C．シートバックテーブル（運転席/助手席）とシートヒーター（運転席/助手席）は『コンフォートパック（A）』としてセットでメーカーオプションとなります。
★D．バックカメラとステアリングスイッチ（オーディオ操作）は『純正ナビ装着用アップグレードパック』としてセットでメーカーオプションとなります。
★E．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）とステアリングスイッチ（オーディオ操作）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』としてセットでメーカーオプションとなります。

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
カスタム専用

17,280円（消費税抜き16,000円）

58,320円
（消費税抜き54,000円）

43,200円（消費税抜き40,000円）

49,680円（消費税抜き46,000円）

64,800円（消費税抜き60,000円）

21,600円（消費税抜き20,000円）

10,800円（消費税抜き10,000円）

23,760円（消費税抜き22,000円）

43,200円（消費税抜き40,000円）

３D（クリアタイプ）
カスタム専用

カスタム専用

●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

全車標準装備

安
全
装
備

衝突回避支援システム“スマートアシストⅡ”
〈衝突回避支援ブレーキ機能・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・
後方誤発進抑制制御機能・先行車発進お知らせ機能〉
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
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）〉

ABS（EBD機能付）
VSC&TRC
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
フロント間欠ワイパー

※6

2WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD2WD
“SA Ⅱ” “SA Ⅱ”“SA Ⅱ”

XカスタムG G

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（撥水加工）
ファブリック（シルバー加飾付）

イ
ン
テ
リ
ア

※5 ※8 ※9

※1 ※4 ※5 ※8 ※9

 ※10

※7

※8

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

リヤスピーカー

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

フロントツィーター
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

オ
ー
デ
ィ
オ

車速感応式
リヤ間欠ワイパー（リバース連動）

●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　●リヤヒーターダクト

全車標準装備

快
適
装
備

エアコン

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・予約ロック機能付）

オート（プッシュ式） 
マニュアル（ダイヤル式） 

左側
右側

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
クルーズコントロール
シートヒーター（運転席/助手席）
格納式リヤドアサンシェード

（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･瞬間燃費・航続可能距離・外気温、時計モード/
カレンダーモード/エコキャラモードなど）

★A

★B ★C

★C※3

ピアノブラックパネル シルバーパネル

★A：イルミネーションパック 16,200円（消費税抜き15,000円）

コンフォートパック

■パックオプション

＊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。

●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。

＊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。

★B：コンフォートパック（A）＊1 ●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 ●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 ●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。

★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/
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）

メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

22,680円（消費税抜き21,000円）

29,160円（消費税抜き27,000円）

28,080円（消費税抜き26,000円）

45,360円（消費税抜き42,000円）

グレード グレード

THOR   31 | 32



●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
●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

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
フロントチンスポイラー
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
ピラーブラックアウト 

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） 
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） 

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

オート電動格納式（キーフリー連動） 
サイドアンダーミラー（助手席側） 

●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）

※1

スーパーUV＆IRカット機能付 
UVカット機能付

※2

※6

※7

※7

※1 ※4 ※5

※4

5ポジション
5ポジション 6ポジション

カスタム専用

左右

テックブルー オレンジ

左側

★C※3

※3
55,080円（消費税抜き51,000円）

★C★B

★D

12,960円（消費税抜き12,000円）

★E

フロント/リヤ フロント/リヤ フロントフロント

★C※3

6ポジション

シート表皮（ファブリック）
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

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）・
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

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） 
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（運転席/助手席） 
トレイ式デッキサイドトリムポケット&ボトルホルダ－
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） 
ショッピングフック（助手席/ラゲージ）

アシストグリップ（助手席/後席左右） 
大型乗降用アシストグリップ（チャイルドグリップ付） 
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）  

シートリフター（運転席）

フロントシートウォークスルー

左右分割ロングスライド（240mm） 

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加飾付）
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作
スポーツモード切替
本革（シルバー加飾付）
ウレタン

（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・瞬間燃費・航続可能距離・外気温など）

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（ラゲージ側スライドレバー付）

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

カスタムG
ターボ“SA Ⅱ”

Gターボ“SA Ⅱ”
カスタムG

ターボ“SA Ⅱ”
Gターボ“SA Ⅱ”

“SA Ⅱ” “SA Ⅱ”“SA Ⅱ”

全車標準装備

XカスタムG G

※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
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。

■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．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）、シートバックテーブル（運転席/助手席）、シートヒーター（運転席/助手席）は『コンフォートパック（B）』
としてセットでメーカーオプションとなります。
★B．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は『イルミネーションパック』としてセットでメーカーオプションとなります。
★C．シートバックテーブル（運転席/助手席）とシートヒーター（運転席/助手席）は『コンフォートパック（A）』としてセットでメーカーオプションとなります。
★D．バックカメラとステアリングスイッチ（オーディオ操作）は『純正ナビ装着用アップグレードパック』としてセットでメーカーオプションとなります。
★E．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）とステアリングスイッチ（オーディオ操作）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』としてセットでメーカーオプションとなります。

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
カスタム専用

17,280円（消費税抜き16,000円）

58,320円
（消費税抜き54,000円）

43,200円（消費税抜き40,000円）

49,680円（消費税抜き46,000円）

64,800円（消費税抜き60,000円）

21,600円（消費税抜き20,000円）

10,800円（消費税抜き10,000円）

23,760円（消費税抜き22,000円）

43,200円（消費税抜き40,000円）

３D（クリアタイプ）
カスタム専用

カスタム専用

●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

全車標準装備

安
全
装
備

衝突回避支援システム“スマートアシストⅡ”
〈衝突回避支援ブレーキ機能・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・
後方誤発進抑制制御機能・先行車発進お知らせ機能〉
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
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）〉

ABS（EBD機能付）
VSC&TRC
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
フロント間欠ワイパー

※6

2WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD2WD
“SA Ⅱ” “SA Ⅱ”“SA Ⅱ”

XカスタムG G

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（撥水加工）
ファブリック（シルバー加飾付）

イ
ン
テ
リ
ア

※5 ※8 ※9

※1 ※4 ※5 ※8 ※9

 ※10

※7

※8

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

リヤスピーカー

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

フロントツィーター
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

オ
ー
デ
ィ
オ

車速感応式
リヤ間欠ワイパー（リバース連動）

●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　●リヤヒーターダクト

全車標準装備

快
適
装
備

エアコン

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・予約ロック機能付）

オート（プッシュ式） 
マニュアル（ダイヤル式） 

左側
右側

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
クルーズコントロール
シートヒーター（運転席/助手席）
格納式リヤドアサンシェード

（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･瞬間燃費・航続可能距離・外気温、時計モード/
カレンダーモード/エコキャラモードなど）

★A

★B ★C

★C※3

ピアノブラックパネル シルバーパネル

★A：イルミネーションパック 16,200円（消費税抜き15,000円）

コンフォートパック

■パックオプション

＊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。

●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。

＊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。

★B：コンフォートパック（A）＊1 ●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 ●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 ●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。

★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/
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）

メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

22,680円（消費税抜き21,000円）

29,160円（消費税抜き27,000円）

28,080円（消費税抜き26,000円）

45,360円（消費税抜き42,000円）

グレード グレード
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●フロントメッキパック(カスタム用)
●サイドメッキパック
●リヤメッキパック
●ストライプパック(ライン・シルバー)
●ベルトラインモール(メッキ)
●ドアハンドルガーニッシュ(メッキ調)
●ピラーガーニッシュ(メッキ調)
●フードガーニッシュ(メッキ)
●リヤロアスカート(車体色対応)
●フォグランプガーニッシュ
　(カスタム用・メッキ)
●ワイドバイザー

■■ 人とクルマと自然が、いつまでもいい関係でいられるように。

ダイハツは、企画・開発から生産、物流・販売、走行、廃棄に至るすべての段階で、「人」と「環境」に配慮したクルマづくりをめざしています。クルマそのものの低燃費化、低公害化を高次元
で実現することはもちろん、全生産工場でISO14001※1の認証を取得するなど、さまざまな角度から環境保全対策を推進しています。

トール寸法図
車種： カスタムGターボ“SA Ⅱ” （2WD）

トールの環境仕様
基礎情報

環境性能
情報

環境への
取り組み

車両型式

エンジン

駆動装置

燃料消費率

排出ガス

参考

適合騒音規制レベル
エアコン冷媒の種類（GWP値※7）/使用量　
車室内VOC
環境負荷
物質削減

リサイクル

環境負荷物質
使用状況等

型式
総排気量
使用燃料
駆動方式
変速機
　　　　         走行燃費 ※4
　　　　　      CO2排出量
参考：燃費基準 ※5 達成

適合規制・認定レベル
規制値・認定値
(g/km)

環境対応車普及促進税制適合
グリーン購入法適合

鉛 ＊1
水銀 ＊2
カドミウム
六価クロム
自工会目標適用除外部品

リサイクルし易い材料を使用した部品
リサイクル材の使用
樹脂、ゴム部品への材料表示
鉛

CO
NMHC
NOx

（cc）

（km/L）
（g/km）

（g）

DBA-M910S
 

４ＷＤ

DBA-M900S
 

2ＷＤ

22.0
106

GBVJ GBGJ GBVE
1KR-VET型

21.8
106

1KR-FE型

24.6
94

1KR-FE型
GBGE GBME GBVE GBGE GBME

996
無鉛レギュラーガソリン

CVT

平成32年度
燃費基準達成

平成17年基準排出ガス75％低減レベル ※6
1.15
0.013
0.013

〇
〇

加速走行騒音規制値：72ｄBーA
HFC-134a（1430※8）/380

自工会目標達成(厚生労働省指針以下)
自工会2006年目標達成（1996年比1/10 以下）

自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止)
自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止)
自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止)

＊1.鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外）
＊2.ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、

室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）
フロント&リヤバンパー、インストルメントパネル 、ピラーガーニッシュなど

フェンダーエクステンション、エンジンアンダーカバー、ダッシュパネルインシュレータなど
あり

電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子に使用

■■ 環境負荷物質の低減
廃棄時に漏出する恐れがある環境負荷物質（鉛、水銀、六価クロム、
カドミウム）の削減は、日本自動車工業会（自工会）の目標を達成しています｡

※1：国際標準化機構（ISO）が1996年に制定したマネジメント（EMS）の国際規格。環境負荷を継続的に低減
できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。　※2：Eco-VAS=Eco-Vehicle 
Assessment System（自動車環境総合評価システム）　※3：LCA=Life Cycle Assessment　※4：国土
交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法

（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。　※5：省エネ法に基づき定められている燃費目標
基準。　※6：JC08モード走行。　※7：GWP：Global Warming Potential （地球温暖化係数）　※8：フロン
法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷
台数の加重平均値）にすることを、製造メーカーに求められております。

NMHC：非メタン炭化水素（Non Methane Hydrocarbons）
PM：粒子状物質（Particulate Matter） SOx：硫黄酸化物（Sulfur Oxide）
NOx：窒素酸化物（Nitrogen Oxide）
■自動車の生涯走行距離10万km（10年）を、JC08モードで走行した場合の結果です。
■ダイハツではLCAにより相対的な環境メリットを確認することを目的としているため、評価結果は指数で示し
ています。また、CO2はtonレベル、それ以外の項目はkgレベルで排出されますので、指数を別に示しています。

■■ Eco-VAS※2/LCA※3による環境負荷の削減
ダイハツでは2006年からEco-VASを導入し、環境負荷物質､リサイクル､
LCA等の6つの環境目標を設定して開発を進めています。 LCAでは素材
製造から生産、走行､廃棄に至るライフサイクルすべてにおけるエネル
ギーの使用量や､CO2などの環境への排出を評価し削減に努めています｡

センス輝く、ドレスアップアイテムも多数ご用意。

■詳しくは、別冊の「トール アクセサリー カタログ」をご覧ください。

駆動方式 ２WD ４ＷＤ

ダイハツDBA-M900S

グレード カスタムG
ターボ“SA Ⅱ” “SA Ⅱ”

カスタムG X
“SA Ⅱ”“SA Ⅱ”

Gターボ
“SA Ⅱ” G

“SA Ⅱ”

#GBVJ ★#GBVE #GBGJ ★#GBGE ★#GBME
3,725 3,700 3,725 3,700

1,670
1,735
2,180
1,480
1,355
2,490

1,455

自動無段変速機：CVT、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御

5

4.6 ＊1 4.64.7
1KR-FE型

996
71.0×83.9

EFI（電子制御式燃料噴射装置）
無鉛レギュラーガソリン・36 無鉛レギュラーガソリン・38

FF（前２輪駆動） フルタイム4WD（4輪駆動）
自動無段変速機（CVT）・インパネチェンジ式シフト

3要素1段2相形（ロックアップ機構付）
2.386～0.426
2.505～1.736

5.079

3.327～0.628
2.230
5.105

2.386～0.426
2.505～1.736

5.079

3.327～0.628
2.230
5.105

3.327～0.628
2.230
5.105

ラック＆ピ二オン
ベンチレーテッドディスク
リーディング・トレーリング

機械式後２輪制動
マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

トーションビーム式コイルスプリング トレーリングリンク車軸式コイルスプリング
165/65R14 165/65R14175/55R15

1,130

1,465
1,465 ＊1
1,475 ＊1

1,465
1,445

130
1,100 1,100 1,0701,080

22.021.8 24.6

9.5

水冷直列3気筒12バルブ
DOHC横置

1KR-FE型

水冷直列3気筒12バルブ
DOHC横置

水冷直列3気筒
12バルブDOHC
インタークーラー

ターボ横置

水冷直列3気筒12バルブ
DOHC横置

水冷直列3気筒
12バルブDOHC
インタークーラー

ターボ横置

72［98］/
6,000

140［14.3］/
2,400～4,000

12.5

51［69］/6,000

92［9.4］/4,400

12.5

51［69］/6,000

92［9.4］/4,400

12.5

51［69］/6,000

92［9.4］/4,400

9.5
72［98］/
6,000

140［14.3］/
2,400～4,000

車名･型式
車種記号 CVTインパネセンターシフト
寸法・重量 全長 mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名
kg

m

全幅
全高
室内 長

幅
高

ホイールベース
トレッド 前

後
最低地上高
車両重量
乗車定員
車両総重量

性能

主要燃費向上対策

エンジン
最小回転半径
型式
種類

総排気量 cc
内径×行程 mm

kW[PS]/rpm

L

N･m[kg･m]/rpm

圧縮比
最高出力(ネット)

最大トルク(ネット)

燃料供給装置
使用燃料及びタンク容量

駆動方式・
トランス
ミッション

駆動方式
トランスミッション
クラッチ形式
変速比 前進

後退
最終減速比

ステアリング形式
ブレーキ形式 前

後
駐車ブレーキ
サスペンション形式 前

後
タイヤ 前後

エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車トール主要諸元表

燃料消費率
km/L

走行燃費
（国土交通省審査値）

エコカー減税（環境対応車普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車取得税及び自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売会社におたずねください。（自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。） 
★「グリーン税制（グリーン化特例）」に適合。ご購入の翌年度（平成29年度）の自動車税についてグリーン税制（グリーン化特例）による軽減措置が受けられます。（平成29年3月31日までの新車新規登録車を対象。）   
#「グリーン購入法※特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。詳しくは販売会社におたずねください。　※「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」    
■［ ］内は従来の表示で参考値です。　■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。    
■“DVVT”、“キーフリーシステム”、“eco IDLE”、“スマートアシスト”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■“EFI”、“VSC”、“TRC”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。（使用許諾済）　■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

ダイハツDBA-M910S

“SA Ⅱ” カスタムG G X

#GBVE #GBME#GBGE

“SA Ⅱ”

1KR-VET型 1KR-VET型1KR-FE型

1,4051,375 1,375 1,3451,355

21.8 24.6

＊1.Gターボ“SAⅡ”にメーカーオプションの15インチアルミホイールを装着した場合、トレッド前が1,455mm、トレッド後が1,465mm、最小回転半径が4.7ｍとなります。

LCAの実施結果（2WD）

素材製造 車両製造 走行 メンテナンス 廃棄

（ton指数）
1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

（kg指数）

A
CO2 NOx SOx PM NMHC

B A B A B A B A B

A：同等車格車
B：トール

トレッド 1,465mm

全
高

 1
,7

35
m

m

トレッド 1,455mm
130mm

全
幅

 1
,6

70
m

m

室
内

幅
 1

,4
80

m
m

全長 3,725mm
ホイールベース 2,490mm

室内長 2,180mm

室
内

高
 1

,3
55

m
m

for  CUSTOM

●フロントメッキパック
●スモークメッキパック
●リヤメッキパック
●サイドデカール
●カラードアンテナ(シルバー)
●フォグランプガーニッシュ(メッキ)
●フェンダーガーニッシュ
　(メッキ+ブラック塗装)
●ワイドバイザー

for  STANDARD




