
Photo：Xターボ 2WD。ボディカラーはアイスグリーン〈G62〉。

※1.スマートアシストの詳細はP.39-48をご確認ください。 ※2.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2019年9月30日まで。自動車重量税は
2021年4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 ※3.グリーン税制（グリーン化特例）による軽自動車税の軽減率。対象は、2021年3月31日までの新車新規届出車。翌年度分の軽自動車税に適用。
詳しくは販売会社におたずねください。　

駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,560,600円（消費税抜き1,445,000円）

4WD CVT 1,684,800円（消費税抜き1,560,000円）

TANTO

X ターボ

※1

※2
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Photo：X 2WD。ボディカラーのシャイニングホワイトパール〈W25〉はメーカーオプションで27,000円高
（消費税込み）。

Photo：L 2WD。ボディカラーはブルーミングピンクメタリック〈R74〉。

■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。 ■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。 ■セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）は、政府が
事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高年齢層の方に多いペダル踏み間違い事故を起きにくくする装置なども備えていますので、
高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。https://dport.daihatsu.co.jp/car/sapo-car/

駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,463,400円（消費税抜き1,355,000円）

4WD CVT 1,587,600円（消費税抜き1,470,000円）

リサイクル料金（全車）

7,440円

X

L / L（スマートアシスト非装着車） 

駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格

L
2WD CVT 1,306,800円（消費税抜き1,210,000円）

4WD CVT 1,431,000円（消費税抜き1,325,000円）

L
（スマートアシスト

非装着車）

2WD CVT 1,220,400円（消費税抜き1,130,000円）

4WD CVT 1,344,600円（消費税抜き1,245,000円）

※1

※2

※2

※3

※3

L（スマートアシスト
非装着車）を除く

L（スマートアシスト
非装着車）を除く

※1

（2WD） （2WD）（4WD）

（2WD） （2WD）（4WD）

（2WD） （4WD）

（2WD） （4WD）
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Photo：カスタムX 2WD。ボディカラーのパールブラック〈X15〉はメーカーオプションで27,000円高（消費税込み）。

Photo：カスタムRS 2WD。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
27,000円高（消費税込み）。

※1.スマートアシストの詳細はP.39-48をご確認ください。 ※2.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2019年9月30日まで。自動車重量税は
2021年4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 ※3.グリーン税制（グリーン化特例）による軽自動車税の軽減率。対象は、2021年3月31日までの新車新規届出車。翌年度分の軽自動車税に適用。
詳しくは販売会社におたずねください。

駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,668,600円（消費税抜き1,545,000円）

4WD CVT 1,792,800円（消費税抜き1,660,000円）

駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,749,600円（消費税抜き1,620,000円）

4WD CVT 1,873,800円（消費税抜き1,735,000円）

TANTO CUSTOM

カスタムRS 

カスタムX

※1

※1

※2

※2 ※3

（2WD） （2WD）（4WD）

（2WD） （4WD）
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Photo：カスタムL 2WD。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
27,000円高（消費税込み）。

■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。 ■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。 ■セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）は、政府が
事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高年齢層の方に多いペダル踏み間違い事故を起きにくくする装置なども備えていますので、
高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。https://dport.daihatsu.co.jp/car/sapo-car/

駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,549,800円（消費税抜き1,435,000円）

4WD CVT 1,674,000円（消費税抜き1,550,000円）

リサイクル料金（全車）

7,440円

カスタムL

※1

※2 ※3

（2WD） （2WD）（4WD）

（2WD） （4WD）

Photo：カスタムRS 2WD。ボディカラーのパールブラック〈X15〉はメーカーオプションで27,000円高（消費税込み）。スタイルパックはメーカーオプション。プレミアムプランはディーラーオプション。

洗練されたメッキパーツで個性をプラス。メーカーオプションとディーラーオプションを組み合わせた、おすすめのパッケージです。

フードガーニッシュ
（メッキ）（カスタム用）

バックドアスポイラーバックドアガーニッシュ
（メッキ）

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）

■個別の装備を個別に注文される場合は、設定グレード/設定色以外や車両注文後でも装着可能ですが、パッケージ価格は適用されません。 ■適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社に
お問い合わせください。 ■表示価格は2019年7月現在の店頭渡しメーカー希望小売価格（消費税込み）です。 ■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。 ■標準取付費は新車への取付標準価格であり、車両の状態や販売会社により異なる場合があります。 ■詳しくは、別冊の「タント アクセサリー 
カタログ」をご覧ください。

■設定グレード：カスタムRS、カスタムX
■車両ご注文時にご指定ください。 ■パッケージ全体にてご注文ください。

アナザースタイルパッケージ（プレミアム）

ディーラーオプション「プレミアムプラン」

メーカーオプション「スタイルパック」

パッケージ価格  95,666円〈消費税抜き88,580円（本体価格80,000円＋標準取付費8,580円）〉
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回転シート車 

WELCOME TURN SEAT

グレード 駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格（消費税非課税）

構造等変更車
（持込検査必要）

X

2WD CVT 1,535,000円

4WD CVT 1,650,000円

L 2WD CVT 1,390,000円

FRIENDSHIP

Photo：ウェルカムターンシートX 2WD。ボディカラーはブルーミングピンクメタリック〈R74〉。

フロントグリル&
フードガーニッシュ

フルLEDヘッドランプ 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）/
サイドアンダーミラー（助手席）

（4WD）

●キーフリーシステム〈イモビライザー機能付〉
●助手席イージークローザー

オートエアコン（プッシュ式） ラクスマグリップ（助手席）

※2※4 ※3※4

※1

（2WD） （2WD）（4WD）

※1.スマートアシストの詳細はP.39-48をご確認ください。 ※2.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2019年9月30日まで。自動車重量税は2021年
4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 ※3.グリーン税制（グリーン化特例）による軽自動車税の軽減率。対象は、2021年3月31日までの新車新規届出車。翌年度分の軽自動車税に適用。詳しくは販売
会社におたずねください。 ※4.ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフト、スローパー（ターンシート仕様）は持ち込み検査時の実測値（寸法・重量）により減税対象であることが決定します。
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フロントグリル&
フードガーニッシュ

フルLEDヘッドランプ

オート格納式カラード
ドアミラー（キーフリー
連動）（2WD）

●キーフリーシステム〈イモビライザー機能付〉
●助手席イージークローザー

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）/サイドアンダー
ミラー（助手席）（4WD）

オートエアコン（プッシュ式）
※1

※1

グレード 駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格（消費税非課税）  

型式指定車
（持込検査不要）

X 2WD CVT 1,670,000円

L 2WD CVT 1,525,000円

L
（スマートアシスト非装着車） 2WD CVT 1,445,000円

カスタムRS 2WD CVT 1,925,000円

構造等変更車
（持込検査必要）

X
（ターンシート仕様） 2WD CVT 1,775,000円

L
（ターンシート仕様） 2WD CVT 1,630,000円

■価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。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。 ■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。 ■車いすは参考例で装備品ではありません。 ■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。 ■セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高年齢層の
方に多いペダル踏み間違い事故を起きにくくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。https://dport.daihatsu.co.jp/car/sapo-car/

グレード 駆動方式 トランスミッション メーカー希望小売価格（消費税非課税）

構造等変更車
（持込検査必要）

X

2WD CVT 1,690,000円

4WD CVT 1,805,000円

L 2WD CVT 1,545,000円

カスタムRS

2WD CVT 1,955,000円

4WD CVT 2,070,000円

リサイクル料金（全車）

7,440円

Photo：ウェルカムシートリフトX 2WD。ボディカラーはアイスグリーン〈G62〉。

昇降シート車 

WELCOME SEAT LIFT

車いす移動車 

Sloper

フロントグリル&
フードガーニッシュ

フルLEDヘッドランプ

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）/サイドアン
ダーミラー（助手席）

●キーフリーシステム
  〈イモビライザー機能付〉
●助手席イージークローザー

オートエアコン
（プッシュ式）

ラクスマグリップ
（助手席）

ラクスマグリップ
（助手席シートバック）

※3※4※2※4

※2※4

※2

※2 ※3

スローパー L
（スマートアシスト
非装着車）を除く

スローパー L
（スマートアシスト
非装着車）を除く

※2※4 ※3※4

Photo：スローパーX 2WD。ボディカラーはブライトシルバーメタリック〈S28〉。

（2WD） （2WD）（4WD）
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COLOR VARIATION

Photo：X 2WD。

Photo：カスタムRS 2WD。

※1.メーカー希望オプション価格は27,000円〈消費税抜き25,000円（ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフト、スローパーは消費税非課税）〉となります。 ※2.メーカー希望オプション価格は75,600円
〈消費税抜き70,000円（ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフト、スローパーは消費税非課税）〉となります。 ※3.メーカー希望オプション価格は64,800円〈消費税抜き60,000円（ウェルカムターンシート、
ウェルカムシートリフト、スローパーは消費税非課税）〉となります。 ※4.カスタムLは選択できません。サイドガーニッシュが装着されます。また、ドアミラーはルーフ同色となります。

T
W

O
 T

O
N

E

マスタードイエロー
マイカメタリック〈Y15〉

パールブラック
〈X15〉※1

ホワイト〈W09〉

プラムブラウンクリスタル
マイカ〈R59〉※1

レーザーブルークリスタル
シャイン〈B82〉※1

ファイアークォーツ
レッドメタリック〈R67〉

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

アイスグリーン〈G62〉

シャイニングホワイトパール
〈W25〉※1

シャイニングホワイトパール
〈W25〉※1

ブライトシルバー
メタリック〈S28〉

ブライトシルバー
メタリック〈S28〉

レーザーブルークリスタル
シャイン〈B82〉※1

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
シャイニングホワイトパール

〈W25〉【XH3】※2

サイドレジスターベゼル、センターレジスターベゼル、インパネアッパーボックス
（運転席）加飾、大型インパネトレイ（助手席）上部加飾はグリーンとなります。

サイドレジスターベゼル、インパネアッパーボックス（運転席）加飾、大型インパネ
トレイ（助手席）上部加飾はネイビー。センターレジスターベゼルは材着ブラック
となります。

サイドレジスターベゼル、インパネアッパーボックス（運転席）加飾、大型インパネ
トレイ（助手席）上部加飾はネイビー。センターレジスターベゼルはプレミアム
シャインブラックとなります。

TANTO

TANTO CUSTOM

ブルーミングピンク
メタリック〈R74〉

ブラックマイカメタリック
〈X07〉

ブラックマイカメタリック
〈X07〉

マスタードイエロー
マイカメタリック〈Y15〉

ファイアークォーツ
レッドメタリック〈R67〉

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
ファイアークォーツレッドメタリック

〈R67〉【X96】※3

M
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※4
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FUEL CONSUMPTION

ECOLOGY

タント の環境仕様

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｡
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。

※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：ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフトを除く。　※5：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。　※6：省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　※7：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外
モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。　※8：WLTCモード走行。　※9：GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）　※10：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。　※11：厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

基
礎
情
報

車両型式 5BA-LA650S 6BA-LA650S 5BA-LA650S 6BA-LA650S 5BA-LA660S 6BA-LA660S 5BA-LA660S 6BA-LA660S
GBGZ GBGF GBDF GBVZ GBVF GBPF GBGZ GBGF GBDF GBVZ GBVF GBPF

エンジン 型式 KF型
総排気量 （cc） 658
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

駆動装置 駆動方式 2WD 4WD
変速機 CVT

環
境
性
能
情
報

燃料消費率
※4※5

 （km/L） 25.2 27.2 25.2 27.2 23.8 25.4 23.8 25.4
CO2排出量 （g/km） 92 85 92 85 98 91 98 91

参考：燃費基準※6 達成 2020年度
燃費基準達成

2020年度
燃費基準+10%達成

2020年度
燃費基準達成

2020年度
燃費基準+10%達成 2020年度燃費基準達成

　　　　  ※7  （km/L） 20.0 21.2 20.0 21.2 18.8 20.2 18.8 20.2
市街地モード（WLTC-L） （km/L） 17.5 18.4 17.5 18.4 16.7 17.6 16.7 17.6
郊外モード（WLTC-M） （km/L） 21.4 22.8 21.4 22.8 20.1 21.7 20.1 21.7
高速道路モード（WLTC-H） （km/L） 20.4 21.6 20.4 21.6 19.0 20.5 19.0 20.5

排出ガス 適合規制・認定レベル※8 50% 75% 50% 75% 50% 75% 50% 75%

規制値・認定値
(g/km)

CO 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
NMHC 0.05 0.025 0.05 0.025 0.05 0.025 0.05 0.025
NOx 0.025 0.013 0.025 0.013 0.025 0.013 0.025 0.013

参考 環境対応車普及促進税制適合 〇
グリーン購入法適合 ※4 〇

適合騒音規制レベル 加速走行騒音規制値：70dBーA
エアコン冷媒の種類（GWP値 ※9）/使用量 （g） HFO-1234yf（1※10）/290
車室内VOC ※11 自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下）
環境負荷
物質削減

鉛＊1 自工会2006年目標達成（1996年比1/10 以下）
水銀 ＊2 自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）
六価クロム 自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止）
カドミウム 自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）

自工会目標適用除外部品 ＊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）

環
境
へ
の
取
り
組
み

リサイクル リサイクルし易い材料を使用した部品 インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど
リサイクル材の使用 ダッシュサイレンサー、エンジンアンダーカバー、フェンダーエクステンションなど
樹脂、ゴム部品への材料表示 あり

環境負荷物質
使用状況等 鉛 電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子に使用

最高出力（ネット）47kW［64PS］/6,400rpm　最大トルク（ネット）100N・m［10.2kg・m］/3,600rpm

最高出力（ネット）38kW［52PS］/6,900rpm　最大トルク（ネット）60N・m［6.1kg・m］/3,600rpm

市街地モード※2：18.4km/L
郊外モード※2：22.8km/L
高速道路モード※2：21.6km/L

市街地モード※2：17.5km/L
郊外モード※2：21.4km/L
高速道路モード※2：20.4km/L

市街地モード※2：17.6km/L
郊外モード※2：21.7km/L
高速道路モード※2：20.5km/L

市街地モード※2：16.7km/L
郊外モード※2：20.1km/L
高速道路モード※2：19.0km/L

※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。 ※2.WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や
渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での
走行を想定しています。 ※3.フレンドシップシリーズは燃料消費率が異なります。詳しくは、別冊の「タント フレンドシップカタログ」をご覧ください。 ※4.スマートクルーズパック装着車は24.8km/L。

燃料消費率※1※2※3
（国土交通省審査値）

燃料消費率※1※2※3
（国土交通省審査値）

燃料消費率※1※2※3
（国土交通省審査値）

燃料消費率※1※2※3
（国土交通省審査値）

21.2km/L

20.0km/L

20.2km/L

18.8km/L

燃料消費率※1※3
（国土交通省審査値）

燃料消費率※1※3
（国土交通省審査値）

燃料消費率※1※3
（国土交通省審査値）

燃料消費率※1※3
（国土交通省審査値）

27.2km/L

25.2km/L
※4

25.4km/L

23.8km/L

2WD車

2WD車

4WD車

4WD車

自然吸気エンジン ［X、L、L（スマートアシスト非装着車）、カスタムX、カスタムL］

ターボエンジン ［Xターボ、カスタムRS］

停車前アイドリングストップ「エコアイドル」

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。

環境負荷物質の低減

ダイハツは、生産から物流・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、ダイハツ工業全体で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。

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｡

クルマが止まる少し前からエンジンを自動で止め、燃料消費を抑制します。

LCAの実施結果（2WD/自然吸気）
A：従来型タント
B：新型タント

（ton 指数）
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

（kg 指数）
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

A
CO2 NOx SOx PM NMHC

B A B A B A B A B

■素材製造
■車両製造
■走行
■メンテナンス
■廃棄
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コンフォータブルパック 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 純正ナビ装着用
アップグレードパック※5

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 9インチスタイリッシュ

メモリーナビ

360ﾟスーパーUV&IR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

スマートクルーズ専用ディスプレイ 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

●360ﾟスーパーUV&IR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

●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）
●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。

 Xターボ   X   カスタムRS   カスタムX 
 Xターボ   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 
 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 

 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 

E X T E R I O R       I NTE R I O R S A F E T Y ENGINE

X 

タ
ー
ボ

14インチ
フルホイール

キャップ

フロントグリル＆
フードガーニッシュ

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）

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） 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

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） TFTカラーマルチインフォメーション
ディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイ※1
フルファブリックシート
（グレー/撥水加工）

フロント
ベンチ
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）〉

スマートアシスト

ターボ
エンジン

自然吸気
エンジン

X 

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

L

フロントグリル
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）

ー スライドドア

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

マルチインフォメーションディスプレイ
※1

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〉

ス
マ
ー
ト
ア
シ
ス
ト

非
装
着
車

ー

カ
ス
タ
ム 

RS 15インチアルミ
ホイール（切削）

大型エアロバンパー
（フロント/リヤ）＆
大型フロントグリル

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）

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）

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）

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

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）

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）

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイ※1

ファブリック×
ソフトレザー調シート

フロント
ベンチ
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）〉

スマートアシスト

ターボ
エンジン

カ
ス
タ
ム 

X 14インチアルミ
ホイール（切削）

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

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） 自然吸気

エンジン

カ
ス
タ
ム 

L 14インチフル
ホイールキャップ

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）

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

ー スライドドア

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

（メッキボタン/メッキ加飾付）
マルチインフォメーションディスプレイ

※1
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〉

GRADE GUIDANCE

PACK OPTION

※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、       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。

■写真はカスタムRS。

■写真はXターボ。

 メーカーオプション▶  メーカーオプション▶  メーカーオプション▶

6.2インチディスプレイオーディオ
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コンフォータブルパック 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 純正ナビ装着用
アップグレードパック※5

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 9インチスタイリッシュ

メモリーナビ

リヤリフレクターガー
ニッシュ（メッキ）※9

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）　
●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
※9.スローパー カスタムRSには設定がありません。

ステアリングスイッチ
(オーディオ操作用)

LEDフォグランプ、フォグ
ランプガーニッシュ

（メッキ）

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。

 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） 

 Xターボ   X   カスタムRS 
 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 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 

 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 

E X T E R I O R       I NTE R I O R S A F E T Y ENGINE

X 

タ
ー
ボ

14インチ
フルホイール

キャップ

フロントグリル＆
フードガーニッシュ

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）

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） 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

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） TFTカラーマルチインフォメーション
ディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイ※1
フルファブリックシート
（グレー/撥水加工）

フロント
ベンチ
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）〉

スマートアシスト

ターボ
エンジン

自然吸気
エンジン

X 

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

L

フロントグリル
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）

ー スライドドア

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

マルチインフォメーションディスプレイ
※1

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〉

ス
マ
ー
ト
ア
シ
ス
ト

非
装
着
車

ー

カ
ス
タ
ム 

RS 15インチアルミ
ホイール（切削）

大型エアロバンパー
（フロント/リヤ）＆
大型フロントグリル

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）

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）

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）

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

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）

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）

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイ※1

ファブリック×
ソフトレザー調シート

フロント
ベンチ
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）〉

スマートアシスト

ターボ
エンジン

カ
ス
タ
ム 

X 14インチアルミ
ホイール（切削）

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

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） 自然吸気

エンジン

カ
ス
タ
ム 

L 14インチフル
ホイールキャップ

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）

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

ー スライドドア

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

（メッキボタン/メッキ加飾付）
マルチインフォメーションディスプレイ

※1
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〉

DEALER OPTION

※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、       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。

■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.67-68の主要装備一覧表をご覧ください。フレンドシップシリーズ（福祉車両）については、別冊の「タント フレンドシップカタログ」の主要装備一覧表をご覧ください。

 メーカーオプション▶以下を除く全車にメーカーオプション▶  メーカーオプション▶

2019年9月生産開始予定     
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タント主要装備一覧表

グレード Xターボ X L カスタムRS カスタムX カスタムL
ウェルカム

ターンシート
X

ウェルカム
シートリフト

X

スローパー
X

スマートアシスト
非装着車

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

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 スローパー用

サイドストーンガード
フードガーニッシュ
大型フロントグリル
フォグランプガーニッシュ（メッキ） ★Fリヤリフレクターガーニッシュ（メッキ）

カラード
ドアミラー

手動格納式 2WD 2WD 2WD
手動格納式ヒーテッド 4WD 4WD 4WD
オート格納式（キーフリー連動） 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

オート格納式ヒーテッド（キーフリー連動） 2WD
★C ★E 4WD 2WD

★C ★E 4WD 2WD
★C ★E 4WD 2WD

★C ★E 4WD 2WD
★C ★E※18 4WD 2WD

★C ★E※18 4WD

サイドアンダーミラー（助手席） 2WD
★C ★E 4WD 2WD

★C ★E 4WD 4WD 4WD 2WD
★C ★E 4WD 2WD

★C ★E 4WD 4WD 2WD
★C ★E※18 4WD 2WD

★C ★E※18 4WD

UＶ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）
360°スーパーUＶ＆ＩＲ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） ★A ★A

ピラーブラックアウト ※1
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）

マニュアルレべリング機能付
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）
LEDフォグランプ ★F
LEDドアミラーターンランプ
LEDリヤコンビネーションランプ（LEDストップランプ） クリアクリスタル
ハイマウントLEDストップランプ ※2 ※2

全車標準装備 ●リヤスポイラー ●UV＆IR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※3 ●ルーフアンテナ（可倒式）
●ヘッドランプ自動消灯システム

イ
ン
テ
リ
ア

シート表皮
フルファブリックシート（グレー/撥水加工）
フルファブリックシート（ブラック）　　　　　　　　　　　　
ファブリック×ソフトレザー調シート

フロントシート セパレート
ベンチ

運転席/助手席アームレスト
助手席右側アームレスト

運転席/助手席シートヒーター 2WD
★A 4WD 2WD

★A 4WD 4WD 4WD 2WD
★A 4WD 2WD

★A 4WD 4WD

運転席ロングスライドシート（540mm/シートバックレバー付）

助手席シート機構 助手席ロングスライド(380mm)
フルフラット機構

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
チルトステアリング ★A ★B ★A ★C ★A ★B ★A ★C
運転席シートリフター ★A ★A

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
左右分割ワンモーション格納
左右一体/垂直格納/脱着式

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 ★D 
革巻（メッキオーナメント・シルバー加飾付） ★B   

インパネセンターシフト メッキボタン/メッキ加飾付
本革（メッキボタン/メッキ加飾付）

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
メッキインナードアハンドル(運転席/助手席)
メッキエアコンレジスターノブ
バニティミラー（運転席/助手席）
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) ※4 ※5 ★A ★A
ラゲージアンダーボックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※6
ショッピングフック（助手席シートバック2個）　　　　　　　　　　　 ※7
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

（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・
平均速度・走行時間・節約燃料・燃費スコア・タコメーター・標識認識・
エコ走行情報・アナログ時計・安全安心画面など）
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) ★B
スマートクルーズ専用ディスプレイ ★B ★B
インパネスイッチ照明 ホワイト アンバー ホワイト アンバー ホワイト

全車標準装備

●格納式アシストグリップ（助手席/後席） ●サンバイザー（運転席チケットホルダー付） ●カップホルダー（前席/掘込み式） ●インパネアッパーボックス（運転席） ●大型インパネトレイ（助手席）
●グローブボックス ●ドアポケット&ボトルホルダー(前席) ●後席クォータートレイ＆ボトルホルダー
●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/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）※8
●フロントパーソナルランプ（左右） ●センタールームランプ(後席天井部分) ●アクセサリーソケット（12V） ●リヤヘッドレスト ●足踏式パーキングブレーキ

安
全
装
備

スマートアシスト

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
車線逸脱抑制制御機能
ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)
先行車発進お知らせ機能
オートハイビーム ADB（アダプティブドライビングビーム）
コーナーセンサー(フロント2個/リヤ2個)
標識認識機能(進入禁止)

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） ★B ★B

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）　　　　　  ※9 ★C ※10 ★C ★C ※10 ★C ★C ※18
シートベルト締め忘れ
警告灯・警告音

運転席/助手席
後席

全車標準装備
●ABS（EBD機能付） ●VSC＆TRC ●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） ●デュアルSRSエアバッグ ●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 ●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
●IS0FIX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※11 ●燃料残量警告灯・警告音

快
適
装
備

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)〉
キーレスエントリー
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)

左側

右側 54,000円
（消費税抜き50,000円）

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） ディーラーオプション
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パックオプション

＊ 2019年9月生産開始予定。
※1.ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉、パールブラック〈X15〉を選択した場合、ボディ同色となります。 ※2.「コンフォータブルパック」装着時はハイマウントLEDストップランプの形状が変更となります。 ※3.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。 ※4.「コンフォータブルパック」と「ラクスマグリップ（助手席シートバック）」同時装着時、格納式シートバックテーブル（助手席）は装着されません。 ※5.「コンフォータブル
パック」と「ラクスマグリップ（運転席シートバック）」同時装着時、格納式シートバックテーブル（運転席）に置けるものが制限されます。 ※6.2WD車と4WD車では形状・容量が異なります。 ※7.「ラクスマグリップ（助手席シートバック）」
装着時、ショッピングフック（助手席シートバック2個）は装着されません。 ※8.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、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。 ※9.「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。 ※10.Xターボ、カスタムRSは「スマートクルーズパック」装着時のみ選択できます。 ※11.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。 ※12.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。
※13.「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.字光式ナンバープレートとの同時装着はできま
せん。 ※15.ETC車載器を使用するには、別途決済用のETCカード、セットアップ作業（セットアップ費用）が必要です。 ※16.ディーラーオプションのサイドロアスカートがセット装着になります。 ※17.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。 ※18.フレンドシップシリーズ（福祉車両）は消費税非課税となります。 ■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。 ■フレンドシップシリーズ（福祉車両）については、別冊の「タント フレンドシップカタログ」の主要装備
一覧表をご覧ください。

グレード Xターボ X L カスタムRS カスタムX カスタムL
ウェルカム

ターンシート
X

ウェルカム
シートリフト

X

スローパー
X

スマートアシスト
非装着車

快
適
装
備

スライドドアイージークローザー（左右）

助手席イージークローザー   21,600円
（消費税抜き20,000円）

21,600円（消費税
抜き20,000円）

タッチ式リクエストスイッチ（フロント）

エアコン オート（プッシュ式）
マニュアル（ダイヤル式）

格納式リヤドアサンシェード
ドアロック連動フューエルリッド
D assist切替ステアリングスイッチ ★D ★D

リヤヒーターダクト
右側/左側 2WD

★A 4WD 2WD
★A 4WD 4WD 4WD 2WD

★A 4WD 2WD
★A 4WD 4WD

右側のみ 4WD 4WD

全車標準装備 ●電動式パワーステアリング ●パワーウインドゥ ●スイッチ式バックドアオープナー ●クリーンエアフィルター ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ
●車速感応式オートパワードアロック（全ドア）

オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス ※12
16cmフロントスピーカー 
純正ナビ装着用アップグレードパック ※9 ※13 ★D ★D ★D ※18
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 ※13 ★E ★E ★E ※18
USBソケット 運転席(1口)
フロントカメラ、サイドカメラ ★C ★E ★C ★E ★C ★E ※18
バックカメラ ※14

★C ★D ★E ★D ★C ★D ★E ★D ★C ★D ★E ※18

16cmリヤスピーカー
ツィーター
後席モニター用ハーネス
ＧＰＳアンテナ
フルセグTVアンテナ
ETCユニット ※15 ★B ★B

足
回
り

14インチフルホイールキャップ
14インチアルミホイール(切削)
15インチアルミホイール(切削)
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

スタビライザー フロント
リヤ 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

福
祉
車
両
装
備

リトラクタブルスロープ
電動ウインチ式昇降/固定装置
車いす固定ベルト（リトラクタ式）
車いす乗車者用３点式ＥＬＲシートベルト
車いす乗車者用手すり
助手席シートリフト

（２モード昇降パターン・折り畳み式フットレスト・アームレスト〈右〉・リモコンポケット付）
助手席電動前後スライド

ワイヤレスリモコン スローパー電動ウインチ用
助手席シートリフト用

車いす固縛ベルト スローパー用
ウェルカムシートリフト/ウェルカムターンシート用

ラクスマシリーズ

助手席ターンシート

パワークレーン（車いす収納クレーン） 80,000円
（消費税非課税）

ラクスマグリップ(助手席) 3,240円（消費税抜き3,000円）
ラクスマグリップ(運転席シートバック) ※5
ラクスマグリップ(助手席シートバック) ※4 ※7
ミラクルオートステップ ※16 ※16 ※16

地
域

仕
様 寒冷地仕様 ※17

メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

★A. コンフォータブルパック
※4 ※5

［2WD車］ 37,800円（消費税抜き35,000円）
［4WD車］ 32,400円（消費税抜き30,000円）

●360ﾟスーパーUV＆IR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

★B. スマートクルーズパック
［Xターボ］ 59,400円（消費税抜き55,000円）
［カスタムRS］ 54,000円（消費税抜き50,000円）

●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）　●運転席シートリフター
●チルトステアリング　●ＥＴＣユニット※15　　　【Xターボのみ/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）

★C. スマートパノラマパーキングパック
※9 ※10 70,200円（消費税抜き65,000円）※18

●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
●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※14　●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　

★D. 純正ナビ装着用アップグレードパック
※9 ※13 27,000円（消費税抜き25,000円） ※18

●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）　●バックカメラ※14　●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のみ/Xターボ、X、カスタムRS、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、スローパー X
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）

★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
※9 ※13

59,400円（消費税抜き55,000円） ※18
●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※14　●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）

★F. スタイルパック 25,920円（消費税抜き24,000円） ●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）

2019年9月生産開始予定  
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タント 寸法図　
車種： カスタムRS 2WD

全
高

 1
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m
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内

幅
 1
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m
m

室内長 2,180mm

ホイールベース 2,460mm
全長 3,395mm

室
内

高
 1

,3
70

m
m

トレッド 1,295mm

タント 主要諸元表

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2019年9月30日まで。自動車重量税は2021年4月30日まで。）
★「グリーン税制（グリーン化特例）」に適合。ご購入の翌年度の軽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。（2021年3月31日までの新車新規届出車を対象。）#「グリーン購入法※4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。　※1：ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフトは持ち込み検査時の実測値（寸法・重量）により、エコカー減税（環境対応車普及促進税制）およびグリーン税制

（グリーン化特例）対象であることが決定します。　※2：車いす乗車時は3名になります。　※3：スマートクルーズパック装着車は24.8km/L。　※4：「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。　■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各
走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での
走行を想定しています。　■“ミラクルオープンドア”、“スマートアシスト”、“スマアシ”、“コンフォータブルパック”、“キーフリーシステム”、“スローパー”、“タント ウェルカムシート”、“LKC”、“パノラマモニター”、“TAF”、“フレンドシップ”、

“アミックス”、“eco IDLE”、“e:S Technology”、“TOPAZ NEO”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（ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフト除く）　■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車

駆動方式 ２WD ４WD

グレード Xターボ X Ｌ カスタム
ＲＳ

カスタム
X

カスタム
L

ウェルカム
ターンシート

※1

ウェルカム
シートリフト

※1
スローパー

Xターボ X Ｌ カスタム
ＲＳ

カスタム
X

カスタム
L

ウェルカム
ターンシート

※1

ウェルカム
シートリフト

※1
スマートアシ
スト非装着車 X X X スマートアシ

スト非装着車 X X

車名･型式
ダイハツ

5BA-
LA650S

ダイハツ6BA-LA650S
ダイハツ

5BA-
LA650S

ダイハツ6BA-LA650S
ダイハツ

5BA-
LA660S

ダイハツ6BA-LA660S
ダイハツ

5BA-
LA660S

ダイハツ6BA-LA660S

車種記号 CVTインパネセンターシフト #GBGZ ★#GBGF ★#GBDF #GBVZ ★#GBVF ★#GBPF ★GBGF ★#GBLF #GBGZ #GBGF #GBDF #GBVZ #GBVF #GBPF GBGF

寸
法
・
重
量

全長 mm 3,395

全幅 mm 1,475

全高 mm 1,755 1,775

室内
長 mm 2,180 2,060 2,180 2,060 2,180

1,910
（4人乗車時）

2,180 2,060 2,180 2,060 2,180

幅 mm 1,350

高 mm 1,370

ホイールベース mm 2,460

トレッド 前 mm 1,300 1,295 1,300 1,295

後 mm 1,295 1,265

最低地上高 mm 150 165

車両重量 kg 910 900 880 920 900 890 930 950 960 950 930 970 950 940 980 1,000

乗車定員 名 4 4 ※2 4

性
能

燃料消費率
（国土交通省審査値） 

km/L 25.2
※3 27.2 25.2

※3 27.2 ー 26.2 23.8 25.4 23.8 25.4 ー

燃料消費率

（国土交通省審査値）

 km/L 20.0 21.2 20.0 21.2 ー 21.2 18.8 20.2 18.8 20.2 ー

市街地モード（WLTC-L） km/L 17.5 18.4 17.5 18.4 ー 18.4 16.7 17.6 16.7 17.6 ー

郊外モード（WLTC-M） km/L 21.4 22.8 21.4 22.8 ー 22.8 20.1 21.7 20.1 21.7 ー

高速道路モード（WLTC-H） km/L 20.4 21.6 20.4 21.6 ー 21.6 19.0 20.5 19.0 20.5 ー

主要燃費向上対策 自動無段変速機：CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、
オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置

最小回転半径 m 4.4 4.7 4.4 4.7 4.4

エ
ン
ジ
ン

型式 ＫF型

種類 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

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

水冷直列３気筒
１２バルブDOHC横置

総排気量 cc 658

内径×行程 mm 63.0×70.4

圧縮比 9.0 11.5 9.0 11.5 9.0 11.5 9.0 11.5

最高出力(ネット)
 kW[PS]/rpm 47[64] / 

6,400 38[52] / 6,900 47[64] / 
6,400 38[52] / 6,900 47[64] / 

6,400 38[52] / 6,900 47[64] / 
6,400 38[52] / 6,900

最大トルク(ネット)
 N･m[kg･m]/rpm 100[10.2]/

3,600 60[6.1] / 3,600 100[10.2]/
3,600 60[6.1] / 3,600 100[10.2]/

3,600 60[6.1] / 3,600 100[10.2]/
3,600 60[6.1] / 3,600

燃料供給装置 EFI （電子制御式燃料噴射装置）

使用燃料及びタンク容量 L 無鉛レギュラーガソリン・30

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

駆動方式 FF（前２輪駆動） フルタイム４WD（４輪駆動）

クラッチ形式 3要素1段2相形（ロックアップ機構付）

変速比 前進 3.316～0.501

後退 5.665～2.540

最終減速比 5.444

ステアリング形式 ラック＆ピ二オン

ブレーキ形式 前 ベンチレーテッドディスク

後 リーディング・トレーリング

駐車ブレーキ 機械式後２輪制動

サスペンション
形式

前 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

後 トーションビーム式コイルスプリング 3リンク式コイルスプリング

タイヤ
前後 155/65R14 75S 165/55R15

75V 155/65R14 75S 165/55R15
75V 155/65R14 75S
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あなたの個性を際立たせる、4つのスタイルパッケージ。

■詳しくは、別冊の「タント アクセサリー カタログ」をご覧ください。

上質に、そしてスタイリッシュにドレスアップ。

クロームメッキのクールさが際立つスタイル。

差し色をつかって、個性的にドレスアップ。

力強く時代を駆け抜けていく精悍なスタイル。

　　　　　 Aero Stylish

　　　　　　　　　　 Another Style Package Premium Plus

　　　　　 Casual

　　　　　　　　　     Premium Sports Face




