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3 ステップで、納得の    アクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード）

パッケージオプションを選ぶSTEP ② ▶

ボディカラーを決めるSTEP ③ ▶

インテリア（グレード）を決めるSTEP ① ▶

より快適・安心なカーライフのために
スマートエントリーパッケージ
→詳しくは P35 へ

消費電力を抑えて、
視認性をアップさせる
LED ヘッドランプパッケージ
→詳しくは P35 へ

見た目にも走りにも差をつける
ツーリングパッケージ
→詳しくは P36 へ

ゲーム感覚でエコ運転を楽しめる
アドバンストディスプレイパッケージ
→詳しくは P36 へ

女性想いの装備をひとつに
ビューティーパッケージ
→詳しくは P37 へ

G（アースブラウン） S（ディープブルー）

サウンドとデザイン、
両方こだわる人に
オーディオパッケージ
→詳しくは P37 へ

販売店装着オプションの
豊富なナビに対応
ナビレディパッケージ
→詳しくは P37 へ

3 ステップで、納得のアクア選び。
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グレードと内装色を組み合わせた5タイプのインテリアからお選びください。　→詳しくはP33へ

G“ブラックソフトレザーセレクション”
（ブラックソフトレザー）  →詳しくはP34へ

S（フレッシュグリーン） L（ナチュラルグレー）

7つのテーマで装備をセレクトしています。

個性あふれる11色のラインアップ。　→詳しくはP38-39へ

販売店装着オプションで、もっともっと自分らしいアクアへ。

→詳しくは別冊の ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。

クルマ選びに新提案! あなたのセンスやライフスタイルを映し出す、納得の一台に出会えます。

●内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 ●  写真の計器盤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。  ●装備類の詳しい設定につきましては、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

G
“ブラックソフトレザーセレクション”
（ブラックソフトレザー）

G
（アースブラウン）

S
（フレッシュグリーン）

S
（ディープブルー）

L
（ナチュラルグレー）

※Lグレードはパッケージオプションを選択できません。

Photo : G。内装色はアースブラウン。
SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション。
LEDヘッドランプパッケージ、スマートエントリーパッケージ、
アドバンストディスプレイパッケージ、ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色はフレッシュグリーン。
ビューティーパッケージ、ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色のディープブルーは設定色
（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフレッシュグリーンになります）。
シートヒーター＆排気熱回収器はメーカーオプション。
ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

Photo : L。内装色はナチュラルグレー。
オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

シート表皮（合成皮革）

シート表皮（スエード調ファブリック）

シート表皮（S用ファブリック）

シート表皮（S用ファブリック）

シート表皮（L用ファブリック）

Photo : G“ブラックソフトレザーセレクション”。内装色はブラックソフトレザー。
アドバンストディスプレイパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

G“ブラックソフトレザーセレクション”は標準装備。

スーパーホワイトⅡ
〈040〉◆

ライムホワイトパール
クリスタルシャイン
〈082〉＊メーカーオプション

シルバーメタリック
〈1F7〉◆

グレーメタリック
〈1G3〉

ブラックマイカ
〈209〉◆

スーパーレッドⅤ
〈3P0〉

シトラスオレンジ
マイカメタリック
〈4V7〉

イエロー
〈5A3〉

ブルーメタリック
〈8T7〉

クールソーダ
メタリック
〈8V7〉◆

ディープアメジスト
マイカメタリック
〈9AH〉

◆Lグレードは
　4色のみの
　設定となります。



32 33

3 ステップで、納得の    アクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード）

パッケージオプションを選ぶSTEP ② ▶

ボディカラーを決めるSTEP ③ ▶

インテリア（グレード）を決めるSTEP ① ▶

より快適・安心なカーライフのために
スマートエントリーパッケージ
→詳しくは P35 へ

消費電力を抑えて、
視認性をアップさせる
LED ヘッドランプパッケージ
→詳しくは P35 へ

見た目にも走りにも差をつける
ツーリングパッケージ
→詳しくは P36 へ

ゲーム感覚でエコ運転を楽しめる
アドバンストディスプレイパッケージ
→詳しくは P36 へ

女性想いの装備をひとつに
ビューティーパッケージ
→詳しくは P37 へ

G（アースブラウン） S（ディープブルー）

サウンドとデザイン、
両方こだわる人に
オーディオパッケージ
→詳しくは P37 へ

販売店装着オプションの
豊富なナビに対応
ナビレディパッケージ
→詳しくは P37 へ

3 ステップで、納得のアクア選び。

L
グ
レ
ー
ド
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
オ
プ
シ
ョ
ン
を
選
択
で
き
ま
せ
ん
。

グレードと内装色を組み合わせた5タイプのインテリアからお選びください。　→詳しくはP33へ

G“ブラックソフトレザーセレクション”
（ブラックソフトレザー）  →詳しくはP34へ

S（フレッシュグリーン） L（ナチュラルグレー）

7つのテーマで装備をセレクトしています。

個性あふれる11色のラインアップ。　→詳しくはP38-39へ

販売店装着オプションで、もっともっと自分らしいアクアへ。

→詳しくは別冊の ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。

クルマ選びに新提案! あなたのセンスやライフスタイルを映し出す、納得の一台に出会えます。

●内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 ●  写真の計器盤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。  ●装備類の詳しい設定につきましては、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

G
“ブラックソフトレザーセレクション”
（ブラックソフトレザー）

G
（アースブラウン）

S
（フレッシュグリーン）

S
（ディープブルー）

L
（ナチュラルグレー）

※Lグレードはパッケージオプションを選択できません。

Photo : G。内装色はアースブラウン。
SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション。
LEDヘッドランプパッケージ、スマートエントリーパッケージ、
アドバンストディスプレイパッケージ、ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色はフレッシュグリーン。
ビューティーパッケージ、ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色のディープブルーは設定色
（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフレッシュグリーンになります）。
シートヒーター＆排気熱回収器はメーカーオプション。
ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

Photo : L。内装色はナチュラルグレー。
オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

シート表皮（合成皮革）

シート表皮（スエード調ファブリック）

シート表皮（S用ファブリック）

シート表皮（S用ファブリック）

シート表皮（L用ファブリック）

Photo : G“ブラックソフトレザーセレクション”。内装色はブラックソフトレザー。
アドバンストディスプレイパッケージはメーカーパッケージオプション。
ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

G“ブラックソフトレザーセレクション”は標準装備。

スーパーホワイトⅡ
〈040〉◆

ライムホワイトパール
クリスタルシャイン
〈082〉＊メーカーオプション

シルバーメタリック
〈1F7〉◆

グレーメタリック
〈1G3〉

ブラックマイカ
〈209〉◆

スーパーレッドⅤ
〈3P0〉

シトラスオレンジ
マイカメタリック
〈4V7〉

イエロー
〈5A3〉

ブルーメタリック
〈8T7〉

クールソーダ
メタリック
〈8V7〉◆

ディープアメジスト
マイカメタリック
〈9AH〉

◆Lグレードは
　4色のみの
　設定となります。



＊1. LEDヘッドランプパッケージとツーリングパッケージを同時に選択した場合はLEDヘッドランプ（ブラックエクステンション加飾）が装着され、ヘッドランプスモークエクステンションは非装着となります。　＊2. フロントフォグランプは
販売店装着オプションとしても選択できます。
●パッケージオプションの詳しい設定につきましては、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

●  写真の計器盤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。 

ロービームに、消費電力が少ない LED ヘッドランプを採用しています。点灯してすぐに

最大光量を発揮するので、トンネルなど周囲が急に暗くなった場合でも安心。ヘッドランプ

の汚れを洗浄するクリーナー付です。ハイブリッドシステムをOFFにすると自動消灯する

ので、ライトの消し忘れも防止できます。
●標準装備のヘッドランプはハロゲンとなります。

夜間や雨、雪、霧などの際、ヘッドラン

プの明かりを補助。また、切れ味のある

デザインが、フロントフェイスの印象を

際立たせます。

LED ヘッドランプ
（オートレベリング機能 / ヘッドランプクリーナー付 / ブラックエクステンション加飾 /ランプオートカットシステム）

燃費向上に貢献する明るいランプです。

フロントフォグランプ（ハロゲン）＊2
夜間や悪天候時の視界を確保。

こんな方にオススメです !
☑  クルマの第一印象はヘッドランプで決まる。

☑  雨や雪の日のドライブは、疲れやすい。

消費電力を抑えて、視認性をアップさせる

LED ヘッドランプパッケージ＊1

手荷物が多い時でも、スマートキーをバッグやポケットに携帯していれば、

キーを取り出すことなくドアの解錠・施錠ができます。ハイブリッドシステムの

起動はブレーキを踏みながらパワースイッチをワンプッシュするだけです。

スマートエントリー &スタートシステム （運転席・助手席・バックドア / アンサーバック機能付）
乗り降りも起動もスマートに行えます。

より快適・安心なカーライフのために

スマートエントリーパッケージ

スマートキー
通信エリア

点灯 消灯

例：トンネル

半径約0.7～1.0m

室外検知エリア
（ドア解錠・施錠）

インジケーター
ランプ

握るだけで解錠
ドアハンドルを軽く握るだけで

ドアロックを解錠できます。

触れるだけで施錠
ドアハンドルの正面にあるセンサー

に手を触れるだけで施錠できます。

ワンプッシュで起動
ブレーキを踏みながらパワースイッ

チを押すだけでハイブリッドシス

テムが起動します。

　 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
医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信
機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにして
ください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。

正規のスマートキー以外ではハイブリッドシステムが起動しない

セキュリティシステムを搭載。車両盗難を防止します。

盗難防止システム（エンジン・モーターイモビライザーシステム）
車両盗難防止に貢献。

車外の明るさに応じて自動的にヘッドランプを点灯・消灯。夕暮れ時や

トンネルの続く山道などで役立ちます。ハイブリッドシステムOFF後、

ドアを開けると自動消灯するので、ライトの消し忘れも防止できます。

コンライト（ライト自動点灯・消灯システム /ランプオートカットシステム）
暗くなったら、自動的にライトオン。

こんな方にオススメです !
☑  買い物帰りにキーの出し入れでモタモタする。

☑  愛車にもセキュリティ対策が必要だ。

室内検知エリア
（ハイブリッドシステム起動）

Photo ： G“ブラックソフトレザーセレクション”。内装色はブラックソフトレザー。
アドバンストディスプレイパッケージはメーカーパッケージオプション。ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

ブラックを基調としたシックな室内に、
シルバー加飾がキラリと輝きます。

ブラックインテリア
シートとマッチした、こだわりのブラック。

ブラックソフトレザーシート（合成皮革）
上質感を演出する、シルバーステッチ。

“ブラックソフトレザーセレクション”G
G“ブラックソフトレザーセレクション”は標準装備。

クリーナー使用時

インパネ助手席オーナメント（合皮巻き） ドアトリム シフトレバー後方

施錠センサー部
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こんな方にオススメです !
☑  買い物帰りにキーの出し入れでモタモタする。

☑  愛車にもセキュリティ対策が必要だ。

室内検知エリア
（ハイブリッドシステム起動）

Photo ： G“ブラックソフトレザーセレクション”。内装色はブラックソフトレザー。
アドバンストディスプレイパッケージはメーカーパッケージオプション。ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

ブラックを基調としたシックな室内に、
シルバー加飾がキラリと輝きます。

ブラックインテリア
シートとマッチした、こだわりのブラック。

ブラックソフトレザーシート（合成皮革）
上質感を演出する、シルバーステッチ。

“ブラックソフトレザーセレクション”G
G“ブラックソフトレザーセレクション”は標準装備。

クリーナー使用時

インパネ助手席オーナメント（合皮巻き） ドアトリム シフトレバー後方

施錠センサー部

34   35

3 ステップで、納得のアクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード）

※L グレードはパッケージオプションを選択できません。

3ステップで、納得のアクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード）

スマートキー
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こんな方にオススメです !
☑  デザインの良さも性能の一部だと思う。

☑  CDも携帯音楽プレーヤーもどちらも楽しみたい。

6 スピーカー
（ツィーター×2 追加）
●詳しくはナビレディパッケージをご覧ください。

表情豊かなサウンドを楽しめます。

ステアリングスイッチ＊7
（オーディオ操作＊5・TRIP・DISP・空調スイッチ）
●詳しくはナビレディパッケージをご覧ください。

手を離さずに操作できます。

車庫入れなどの後退時に、後方の視界

を画面に表示するためのカメラです。
●ガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用
ガイドキット（販売店装着オプション）が必要となるナビがあ
ります。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION
CATALOGUEをご覧ください。

バックカメラ

バックモニター用カメラを装備。

高音域を出すツィーターを 2 個追加する

ことで、より表情豊かで臨場感のある

サウンドを楽しむことができます。
〈6スピーカーレイアウト〉
A　フロントドアツィーター×2
B　フロントドアスピーカー×2
C　リヤドアスピーカー×2

①オーディオ操作（音量調整 /

　選局/選曲/モード選択）

②空調（温度/内外気切替）

③DISP（表示切替）

④TRIP（切替/リセット）

こんな方にオススメです !
☑  ステアリングを握ったまま、いろいろ操作したい。

☑  クルマの中をリスニングルームにしたい。

6スピーカー（ツィーター×2 追加）

ステアリングスイッチ＊7
（オーディオ操作＊5・TRIP・DISP・空調スイッチ）

手を離さずに操作できます。

表情豊かなサウンドを楽しめます。

アクアのためにデザインされ

たオーディオシステム。CDや

ラジオはもちろん、市販の

ケーブルを使えば、iPodなど

の携帯音楽プレーヤーもそ

のまま楽しめます。

CD＋AM/FM&AUX 端子

すっきり収まるアクア専用デザインです。

A

A B C

B C

ゲーム感覚でエコ運転を楽しめる

アドバンストディスプレイパッケージ＊3

エネルギーモニター エコジャッジ エコウォレット エコウォレット履歴

＜表示例＞

左側 右側

販売店装着オプションの豊富なナビに対応

ナビレディパッケージ＊3＊6

サウンドとデザイン、両方こだわる人に

オーディオパッケージ＊3＊6

3

4
21

左側 右側

3

4
21

●写真はイメージです。●写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態。

高精細の液晶画面に、エコジャッジなどの最新コンテンツを表示。

より楽しく、ゲーム感覚でエコ運転をマスターできます。
●詳しくはP29をご覧ください。

TFTマルチインフォメーションディスプレイ

楽しいコンテンツがエコ運転へと導きます。

いま、どのステアリングスイッチを操作しているのか

をメーター内に自動表示。手元のスイッチを見る必要

がなく、運転中の視線移動を抑えることができます。

タッチトレーサーディスプレイ＊4
指先の操作がメーターで確認できます。

多彩な操作がステアリング上で行えます。

ステアリングスイッチ
（オーディオ操作＊5・TRIP・DISP・空調スイッチ /タッチトレーサー機能付）

①オーディオ操作（音量調整/選局/選曲/モード選択）　

②空調（温度/内外気切替）　③DISP（表示切替）　④TRIP（切替/リセット）

●ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションの用品ナビ装着が必要です。

＊6.ナビレディパッケージとオーディオパッケージは同時選択できません。　＊7.ナビレディパッケージとオーディオパッケージのステアリングスイッチにはタッチトレーサー機能はありません。
●写真のメーター表示や画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。　●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式
会社の商標です。　●iPodは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　●パッケージオプションの詳しい設定につきましては、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。
●パッケージオプション以外にも装着できるメーカーオプションがあります。詳しくはP42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

こんな方にオススメです !
☑  最新の情報機器は一通りチェックしている。

☑  コックピットという言葉に、なぜかひかれる。

お肌や髪にやさしい水に包まれた弱

酸性の「ナノイー」を運転席側のエア

コン吹き出し口から放出します。
●温湿度環境、風量・風向によってはナノイーシステムが100%の能力で作動しない場合があります。
●詳しくはP25をご覧ください。

こんな方にオススメです !
☑  クルマのニオイが気になることがある。

☑  冬のドライブは足腰が冷えてつらい。

「ナノイー」 シートヒーター（運転席・助手席）
クルマの中でエステ気分を味わえます。 寒い日のお出かけをシートから温かく。

身体を心地よく温めるシートヒーターを

座面と背もたれに採用しました。
●詳しくはP25をご覧ください。

女性想いの装備をひとつに

ビューティーパッケージ

●写真はオーディオパッケージ装着車。

見た目にも走りにも差をつける

ツーリングパッケージ＊1＊2

平らで幅のある面と動きのある面を組

み合わせたデザイン。空力性能に優れ

たダイナミックな走りを表現しています。
●最小回転半径は5.7mになります。

外観をよりスポーティにするとともに、ダ

ウンフォース効果で優れた操縦安定性

を実現します。

ヘッドランプの表情を、アイメイクのよう

にクールに引き立てます。

より気持ちよくキビキビと走るために、パワーステアリング

アシスト特性を専用チュ－ニングしています。

専用ステアリングアシスト特性
シャープな操舵感。

16   インチタイヤの性能を十分に引き出し、走りを存分に楽しむ

ために、サスペンションを専用チューニングしています。

専用サスペンション
走りのためのチューニング。

こんな方にオススメです !
☑  スポーティなスタイルと走りの良さにこだわる。

☑  目ヂカラのあるクルマが好きだ。

195/50R16タイヤ &16×6J アルミホイール
（センターオーナメント付）

ダイナミックなデザインを採用。

ヘッドランプスモークエクステンション
精悍な表情を演出。

大型リヤルーフスポイラー
優れた操縦安定性のために。

＊1.LEDヘッドランプパッケージとツーリングパッケージを同時に選択した場合はLEDヘッドランプ（ブラックエクステンション加飾）が装着され、ヘッドランプスモークエクステンションは非装着となります。　＊2.ツーリング
パッケージを選択した場合、標準装備のパンク修理キットの代わりにスペアタイヤ（応急用）が装着されます（リヤバンパーリインホース無し）。　＊3.アドバンストディスプレイパッケージと同時にナビレディパッケージ
またはオーディオパッケージを選択した場合、ステアリングスイッチはタッチトレーサー機能付となります。　＊4.タッチトレーサー機能は、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオ以外を
装着した場合、正常に作動しない場合があります。　＊5.オーディオ操作スイッチは、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。

3 ステップで、納得のアクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード） ※Lグレードはパッケージオプションを選択できません。
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こんな方にオススメです !
☑  デザインの良さも性能の一部だと思う。

☑  CDも携帯音楽プレーヤーもどちらも楽しみたい。

6 スピーカー
（ツィーター×2 追加）
●詳しくはナビレディパッケージをご覧ください。

表情豊かなサウンドを楽しめます。

ステアリングスイッチ＊7
（オーディオ操作＊5・TRIP・DISP・空調スイッチ）
●詳しくはナビレディパッケージをご覧ください。

手を離さずに操作できます。

車庫入れなどの後退時に、後方の視界

を画面に表示するためのカメラです。
●ガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用
ガイドキット（販売店装着オプション）が必要となるナビがあ
ります。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION
CATALOGUEをご覧ください。

バックカメラ

バックモニター用カメラを装備。

高音域を出すツィーターを 2 個追加する

ことで、より表情豊かで臨場感のある

サウンドを楽しむことができます。
〈6スピーカーレイアウト〉
A　フロントドアツィーター×2
B　フロントドアスピーカー×2
C　リヤドアスピーカー×2

①オーディオ操作（音量調整 /

　選局/選曲/モード選択）

②空調（温度/内外気切替）

③DISP（表示切替）

④TRIP（切替/リセット）

こんな方にオススメです !
☑  ステアリングを握ったまま、いろいろ操作したい。

☑  クルマの中をリスニングルームにしたい。

6スピーカー（ツィーター×2 追加）

ステアリングスイッチ＊7
（オーディオ操作＊5・TRIP・DISP・空調スイッチ）

手を離さずに操作できます。

表情豊かなサウンドを楽しめます。

アクアのためにデザインされ

たオーディオシステム。CDや

ラジオはもちろん、市販の

ケーブルを使えば、iPodなど

の携帯音楽プレーヤーもそ

のまま楽しめます。

CD＋AM/FM&AUX 端子

すっきり収まるアクア専用デザインです。

A

A B C

B C

ゲーム感覚でエコ運転を楽しめる

アドバンストディスプレイパッケージ＊3

エネルギーモニター エコジャッジ エコウォレット エコウォレット履歴

＜表示例＞

左側 右側

販売店装着オプションの豊富なナビに対応

ナビレディパッケージ＊3＊6

サウンドとデザイン、両方こだわる人に

オーディオパッケージ＊3＊6

3

4
21

左側 右側

3

4
21

●写真はイメージです。●写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態。

高精細の液晶画面に、エコジャッジなどの最新コンテンツを表示。

より楽しく、ゲーム感覚でエコ運転をマスターできます。
●詳しくはP29をご覧ください。

TFTマルチインフォメーションディスプレイ

楽しいコンテンツがエコ運転へと導きます。

いま、どのステアリングスイッチを操作しているのか

をメーター内に自動表示。手元のスイッチを見る必要

がなく、運転中の視線移動を抑えることができます。

タッチトレーサーディスプレイ＊4
指先の操作がメーターで確認できます。

多彩な操作がステアリング上で行えます。

ステアリングスイッチ
（オーディオ操作＊5・TRIP・DISP・空調スイッチ /タッチトレーサー機能付）

①オーディオ操作（音量調整/選局/選曲/モード選択）　

②空調（温度/内外気切替）　③DISP（表示切替）　④TRIP（切替/リセット）

●ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションの用品ナビ装着が必要です。

＊6.ナビレディパッケージとオーディオパッケージは同時選択できません。　＊7.ナビレディパッケージとオーディオパッケージのステアリングスイッチにはタッチトレーサー機能はありません。
●写真のメーター表示や画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。　●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式
会社の商標です。　●iPodは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　●パッケージオプションの詳しい設定につきましては、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。
●パッケージオプション以外にも装着できるメーカーオプションがあります。詳しくはP42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

こんな方にオススメです !
☑  最新の情報機器は一通りチェックしている。

☑  コックピットという言葉に、なぜかひかれる。

お肌や髪にやさしい水に包まれた弱

酸性の「ナノイー」を運転席側のエア

コン吹き出し口から放出します。
●温湿度環境、風量・風向によってはナノイーシステムが100%の能力で作動しない場合があります。
●詳しくはP25をご覧ください。

こんな方にオススメです !
☑  クルマのニオイが気になることがある。

☑  冬のドライブは足腰が冷えてつらい。

「ナノイー」 シートヒーター（運転席・助手席）
クルマの中でエステ気分を味わえます。 寒い日のお出かけをシートから温かく。

身体を心地よく温めるシートヒーターを

座面と背もたれに採用しました。
●詳しくはP25をご覧ください。

女性想いの装備をひとつに

ビューティーパッケージ

●写真はオーディオパッケージ装着車。

見た目にも走りにも差をつける

ツーリングパッケージ＊1＊2

平らで幅のある面と動きのある面を組

み合わせたデザイン。空力性能に優れ

たダイナミックな走りを表現しています。
●最小回転半径は5.7mになります。

外観をよりスポーティにするとともに、ダ

ウンフォース効果で優れた操縦安定性

を実現します。

ヘッドランプの表情を、アイメイクのよう

にクールに引き立てます。

より気持ちよくキビキビと走るために、パワーステアリング

アシスト特性を専用チュ－ニングしています。

専用ステアリングアシスト特性
シャープな操舵感。

16   インチタイヤの性能を十分に引き出し、走りを存分に楽しむ

ために、サスペンションを専用チューニングしています。

専用サスペンション
走りのためのチューニング。

こんな方にオススメです !
☑  スポーティなスタイルと走りの良さにこだわる。

☑  目ヂカラのあるクルマが好きだ。

195/50R16タイヤ &16×6J アルミホイール
（センターオーナメント付）

ダイナミックなデザインを採用。

ヘッドランプスモークエクステンション
精悍な表情を演出。

大型リヤルーフスポイラー
優れた操縦安定性のために。

＊1.LEDヘッドランプパッケージとツーリングパッケージを同時に選択した場合はLEDヘッドランプ（ブラックエクステンション加飾）が装着され、ヘッドランプスモークエクステンションは非装着となります。　＊2.ツーリング
パッケージを選択した場合、標準装備のパンク修理キットの代わりにスペアタイヤ（応急用）が装着されます（リヤバンパーリインホース無し）。　＊3.アドバンストディスプレイパッケージと同時にナビレディパッケージ
またはオーディオパッケージを選択した場合、ステアリングスイッチはタッチトレーサー機能付となります。　＊4.タッチトレーサー機能は、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオ以外を
装着した場合、正常に作動しない場合があります。　＊5.オーディオ操作スイッチは、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。

3 ステップで、納得のアクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード） ※Lグレードはパッケージオプションを選択できません。
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Photo : G。内装色はアースブラウン。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色はフレッシュグリーン。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色のディープブルーは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフレッシュグリーンになります）。
オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo : L。内装色はナチュラルグレー。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

＊1. ライムホワイトパールクリスタルシャイン〈082〉はメーカーオプション
　　＜32,400円（消費税抜き30,000円）＞となります。
●「設定あり」「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの
　工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
●価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）'14年6月現在のもの＞で
　参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店に
　おたずねください。
●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって
　見えることがあります。
●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。

設定あり（ご注文時にご指定ください）標準設定内外配色一覧表

フレッシュグリーン ディープブルー ナチュラルグレー
シート表皮
内装色 アースブラウン

スエード調ファブリック
ブラックソフトレザー

“ブラックソフトレザーセレクション”
合成皮革

G

S用ファブリック

S

L用ファブリック

L

ボディカラー〈カラーコード〉
スーパーホワイトⅡ〈040〉
ライムホワイトパールクリスタルシャイン〈082〉＊1

シルバーメタリック〈1F7〉
グレーメタリック〈1G3〉
ブラックマイカ〈209〉　　
スーパーレッドⅤ〈3P0〉　
シトラスオレンジマイカメタリック〈4V7〉
イエロー〈5A3〉
ブルーメタリック〈8T7〉
クールソーダメタリック〈8V7〉
ディープアメジストマイカメタリック〈9AH〉

G
アース
ブラウン

G
“ブラック
ソフトレザー
セレクション”

ブラック
ソフトレザー

S
フレッシュ
グリーン

L
ナチュラル
グレー

S
ディープ
ブルー

Photo : G“ブラックソフトレザーセレクション”。内装色はブラックソフトレザー。アドバンストディスプレイパッケージ、
ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

040
スーパーホワイトII

1G3
グレーメタリック

4V7
シトラスオレンジマイカメタリック

8V7
クールソーダメタリック

082
ライムホワイトパールクリスタルシャイン

メーカーオプション＊1

209
ブラックマイカ

5A3
イエロー

9AH
ディープアメジストマイカメタリック

1F7
シルバーメタリック

3P0
スーパーレッドⅤ

8T7
ブルーメタリック

3 ステップで、納得のアクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード）

気分をあげるヴィヴィッドカラーから、エコイメージのナチュラルカラーまで、
多彩なボディカラーをご用意しています。
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Photo : G。内装色はアースブラウン。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色はフレッシュグリーン。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo : S。内装色のディープブルーは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフレッシュグリーンになります）。
オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

Photo : L。内装色はナチュラルグレー。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

＊1. ライムホワイトパールクリスタルシャイン〈082〉はメーカーオプション
　　＜32,400円（消費税抜き30,000円）＞となります。
●「設定あり」「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの
　工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
●価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）'14年6月現在のもの＞で
　参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店に
　おたずねください。
●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって
　見えることがあります。
●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。

設定あり（ご注文時にご指定ください）標準設定内外配色一覧表

フレッシュグリーン ディープブルー ナチュラルグレー
シート表皮
内装色 アースブラウン

スエード調ファブリック
ブラックソフトレザー

“ブラックソフトレザーセレクション”
合成皮革

G

S用ファブリック

S

L用ファブリック

L

ボディカラー〈カラーコード〉
スーパーホワイトⅡ〈040〉
ライムホワイトパールクリスタルシャイン〈082〉＊1

シルバーメタリック〈1F7〉
グレーメタリック〈1G3〉
ブラックマイカ〈209〉　　
スーパーレッドⅤ〈3P0〉　
シトラスオレンジマイカメタリック〈4V7〉
イエロー〈5A3〉
ブルーメタリック〈8T7〉
クールソーダメタリック〈8V7〉
ディープアメジストマイカメタリック〈9AH〉

G
アース
ブラウン

G
“ブラック
ソフトレザー
セレクション”

ブラック
ソフトレザー

S
フレッシュ
グリーン

L
ナチュラル
グレー

S
ディープ
ブルー

Photo : G“ブラックソフトレザーセレクション”。内装色はブラックソフトレザー。アドバンストディスプレイパッケージ、
ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。ナビゲーションシステムは販売店装着オプション。

040
スーパーホワイトII

1G3
グレーメタリック

4V7
シトラスオレンジマイカメタリック

8V7
クールソーダメタリック

082
ライムホワイトパールクリスタルシャイン

メーカーオプション＊1

209
ブラックマイカ

5A3
イエロー

9AH
ディープアメジストマイカメタリック

1F7
シルバーメタリック

3P0
スーパーレッドⅤ

8T7
ブルーメタリック

3 ステップで、納得のアクア選び。 ② パッケージオプションを選ぶ ③ ボディカラーを決める① 　　　　   を決めるインテリア
（グレード）

気分をあげるヴィヴィッドカラーから、エコイメージのナチュラルカラーまで、
多彩なボディカラーをご用意しています。
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175/65R15 タイヤ＆15×5½Jアルミホイール（センターオーナメント付）

175/65R15 タイヤ＆15×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付）

165/70R14 タイヤ＆14×5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付）

スペアタイヤ(応急用）

パンク修理キット

スタビライザー（フロント）

リヤルーフスポイラー

エアスパッツ（フロント・リヤ）

トヨタ  アクア 主要装備一覧表

G LS

48,600円（消費税抜き 45,000円）

10,800円（消費税抜き 10,000円）T125/70D16

T125/70D15
足回り

エクステリア

■外装

＊1

＊1
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ジ

6・7

40

40

‒

‒

‒

‒

27

‒

‒

35

‒

22

‒

25

‒

‒

‒

31

31

19

31

31

30

30

41

22

21

‒

‒

‒

28・29

32

32

39

39

41

25

24

23

41

41

41

25

41

41

‒

‒

25

25

25
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‒

‒

‒

‒

24・41

24・41

24

24

24

24

‒

‒

‒

‒

‒

24

‒

予防安全

衝突安全

操作系

計器盤

シート

インテリア

全車標準装備

視界

■安全装備

■操作性

■内装・快適性

空調

●「メーカーオプション」および「パッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
●“ブラックソフトレザーセレクション”はグレード名称ではありません。 ●価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’14年6月現在のもの＞で参考価格です。
　価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）

フロントフォグランプ

リヤフォグランプ（中央）

サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー

UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）

UVカット機能付フロントドアグリーンガラス

UVカット機能付ガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）

ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（ミスト付）

ウォッシャー連動間欠リヤワイパー

EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト

VSC＆TRC

ECB（電子制御ブレーキシステム）

ヒルスタートアシストコントロール

車両接近通報装置

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）

●リヤコンビネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩インナーミラー ●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付） ●フロントELR付3点式シートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付） ●運転席・助手席シート
ベルト非着用警告灯（点滅式）＋リマインダー（警告音） ●リヤ左右席・中央席ELR付3点式シートベルト ●チャイルドプロテクター（リヤドア） ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＆トップテザーアンカー（リヤ左右席） ＊6　など全車標準装備

高遮音性

スーパーUVカット/撥水

プライバシー

時間調整式

高遮音性

スーパーUVカット/撥水

プライバシー

時間調整式

高遮音性

スーパーUVカット/撥水

プライバシー

時間調整式

グリーン

＊4

＊5 43,200円（消費税抜き 40,000円）

＊2

＊3

43,200円（消費税抜き 40,000円）

４本スポークステアリングホイール

チルトステアリング

モードスイッチ（エコドライブモード・EVドライブモード）

パワーウインドゥ（運転席ワンタッチ式／運転席挟み込み防止機能付）

ドアキー連動パワードアロック（バックドア連動）

ワイヤレスドアロックリモートコントロール（アンサーバック機能付／ワイヤレスキー1本）

デジタル式センターメーター（ハイブリッドシステムインジケーター・ドライブモニター／
メーター照度コントロール機能付）

シート表皮

フロントシート

フロントヘッドレスト

シートヒーター（運転席・助手席）＆排気熱回収器

助手席シートバックポケット

可倒式リヤシート

インパネ助手席オーナメント

メッキ加飾

シルバー塗装（ステアリングホイール）

アクセントカラー（助手席オープントレイ・パワーウインドゥスイッチベース）

デッキサイドトリム

サンバイザー（運転席バニティミラー/運転席チケットホルダー付）

合成皮革

ファブリック

運転席６ウェイ（前後スライド＋リクライニング＋シート上下アジャスター）＆
助手席４ウェイ（前後スライド＋リクライニング）

シフトノブ・パーキングブレーキボタン・センターレジスターノブ・
サイドレジスター・インサイドドアハンドル

シフトノブ・パーキングブレーキボタン・センターレジスターノブ

エアコン温度調整ダイヤル

樹脂

ニーパン

運転席４ウェイ（前後スライド＋リクライニング）＆
助手席４ウェイ（前後スライド＋リクライニング）

●電動パワーステアリング（車速感応型） ●フューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●キー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー） ●半ドアウォーニング
●ランプ消し忘れウォーニング（ブザー）  ●フューエル残量ウォーニング（警告灯） ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●エンジンモニターウォーニング　など

オートエアコン（電動インバーターコンプレッサー）

クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）

本革巻き

テレスコピック機能付

フロント・リヤ

本革巻き

テレスコピック機能付

フロント・リヤ

＊7

ウレタン

テレスコピック機能付

フロント・リヤ

ウレタン

フロント

スエード調ファブリック

上下調整式

6：4分割

合皮巻き

助手席バニティミラー付

上下調整式

6：4分割

合皮巻き

助手席バニティミラー付

S用ファブリック

上下調整式

6：4分割 

塗装

助手席バニティミラー付

L用ファブリック

シートバック一体式

一体

塗装

＊10

21,600円（消費税抜き 20,000円） ＊8＊9

イルミネーテッドエントリーシステム（マップランプ）

ラゲージルームランプ（バックドア連動）

アシストグリップ（フロント2・リヤ2）

コートフック（リヤ1）

アームレスト付センターコンソールボックス＆センターコンソールトレイ＆リヤカップホルダー

リヤカップホルダー＆リヤコンソールトレイ

メーターサイドボックス

助手席オープントレイ&グローブボックス（ダンパー付）

フロントコンソールトレイ（カップホルダー2個付）

フロントドアポケット&ボトルホルダー（両側）

トノカバー

フードサイレンサー

●上下式リヤヘッドレスト（左右席・中央席）  ●ドアスカッフプレート（フロント・リヤ）  ●フロントパーソナルランプ（マップランプ）  ●ドアアームレスト（フロント:ファブリック・リヤ:樹脂）
●アクセサリーソケット（DC12V 120W）＊11  ●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）  ●エンジンアンダーカバー＆プロテクター　など

収納

快適装備
遮音

＊10

＊5

＊10 2,160円（消費税抜き 2,000円）

照明

■内装・快適性

全車標準装備

G LS

標準装備 販売店装着オプションメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）標準装備 販売店装着オプションメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

オーディオレス

スピーカー

ルーフアンテナ（可倒式）

オーディオレスカバー

ETC車載器

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー・排気熱回収器・PTCヒーター＊14など）

工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）

＊1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、パンク修理キットは装着されません。なお、175/65R15タイヤの場合はリヤバンパーリインホース付となります。　＊2. LEDヘッドランプパッケージのフロントフォグ
ランプを装着した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。　＊3. 寒冷地仕様を選択した場合のみ、販売店装着オプションのリヤフォグランプを装着できます。ただし、
175/65R15タイヤかつスペアタイヤ選択時は装着できません。　＊4. 寒冷地仕様とウォッシャー連動間欠リヤワイパーはセットでメーカーオプション。　＊5. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ
とアシストグリップ（フロント2・リヤ2）はセットでメーカーオプション。　＊6. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルト
での装着となります。詳しくは販売店におたずねください。　＊ 7. G“ブラックソフトレザーセレクション”は「スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2本）＆スタート
システム」が標準装備となります。　＊8. シートヒーター&排気熱回収器と寒冷地仕様を同時に選択した場合、合計で27,000円（消費税抜き25,000円）となります。　＊9. シートヒーター&排気熱回収器と
ビューティーパッケージを同時に選択した場合、合計で32,400円（消費税抜き30,000円）となります。　＊10. ラゲージルームランプ、デッキサイドトリム（樹脂）、トノカバーはセットでメーカーオプション。
＊11. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。　＊12. 販売店装着オプションとして用品ナビ・
オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか、販売店におたずねください。　＊13. 別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店
におたずねください。　＊14. PTC［自己温度制御システム］: PositiveTemperature Coefficient　＊15. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー・ヒーター等の信頼性・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全車標準装備となります。

■エンターテイメント

■その他

その他

オーディオ
4スピーカー4スピーカー4スピーカー 2スピーカー

＊4 25,920円（消費税抜き 24,000円）10,800円（消費税抜き 10,000円）

＊12

＊3＊8＊15

＊13

＊12

トヨタ  アクア パッケージオプション一覧表 販売店装着オプション標準装備 メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）
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スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付／スマートキー2本）＆スタートシステム

盗難防止システム（エンジン・モーターイモビライザーシステム）［国土交通省認可品］

コンライト（ライト自動点灯・消灯システム／ランプオートカットシステム）

LEDヘッドランプ（オートレベリング機能／ヘッドランプクリーナー付／ブラックエクステンション加飾／ランプオートカットシステム）

フロントフォグランプ（ハロゲン）

195/50R16 タイヤ＆16×6Jアルミホイール（センターオーナメント付）

大型リヤルーフスポイラー

ヘッドランプスモークエクステンション

専用サスペンション

TFTマルチインフォメーションディスプレイ

タッチトレーサーディスプレイ

ステアリングスイッチ（オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ／タッチトレーサー機能付）

「ナノイー」

シートヒーター（運転席・助手席）

バックカメラ

6スピーカー

ステアリングスイッチ（オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ）

工場装着バックカメラ用ガイドキット

CD＋AM/FM&AUX端子

ステアリングスイッチ（オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ）

6スピーカー

※5

※6※7

※1

※10

※6※11

※10※12

※13

※6※11

55,080円
（消費税抜き 51,000円）

27,000円
（消費税抜き 25,000円） ※8

47,520円
（消費税抜き 44,000円）

113,400円
（消費税抜き 105,000円）

43,200円
（消費税抜き 40,000円）

43,200円
（消費税抜き 40,000円）

35

35

37

29・36

36

25・37

37

36

118,800円
（消費税抜き 110,000円）

スマートエントリー
パッケージ 

LEDヘッドランプパッケージ

ナビレディパッケージ
※4※9

アドバンストディスプレイ
パッケージ ※4

ビューティーパッケージ

ツーリングパッケージ
※2※3

オーディオパッケージ
※4※9

※2

“ブラックソフトレザーセレクション” “ブラックソフトレザーセレクション”

“ブラックソフトレザー
セレクション ”

※1.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを
近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。　※2.LEDヘッドランプパッケージとツーリングパッケージを同時に選択した場合はLEDヘッドランプ
（ブラックエクステンション加飾）が装着され、ヘッドランプスモークエクステンションは非装着となります。　※3.ツーリングパッケージを選択した場合、標準装備のパンク修理キットの代わりにスペアタイヤ
（応急用）が装着されます（リヤバンパーリインホース無し）。　※4.アドバンストディスプレイパッケージと同時にナビレディパッケージまたはオーディオパッケージを選択した場合、ステアリングスイッチはタッチ
トレーサー機能付となります。価格は、アドバンストディスプレイパッケージ＋ナビレディパッケージが76,680円（消費税抜き71,000円）、アドバンストディスプレイパッケージ＋オーディオパッケージが
81,000円（消費税抜き75,000円）となります。　※5.タッチトレーサー機能は、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオ以外を装着した場合、正常に作動しない場合が
あります。　※6.オーディオ操作スイッチは、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。　※7.インパネのODO・TRIP/DISP/時刻合わせ
スイッチは非装着となります。　※8.シートヒーター&排気熱回収器とビューティーパッケージを同時に選択した場合、合計で32,400円（消費税抜き30,000円）となります。　※9.ナビレディパッケージと
オーディオパッケージは同時選択できません。　※10.ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット（販売店装着オプション）が必要となるナビがあります。
※11.インパネのODO・TRIP/DISPスイッチは非装着となります。　※12.工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。　※13.ディスクによっては再生できない場合があります。
●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

42   43



‒

‒

175/65R15 タイヤ＆15×5½Jアルミホイール（センターオーナメント付）

175/65R15 タイヤ＆15×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付）

165/70R14 タイヤ＆14×5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付）

スペアタイヤ(応急用）

パンク修理キット

スタビライザー（フロント）

リヤルーフスポイラー

エアスパッツ（フロント・リヤ）

トヨタ  アクア 主要装備一覧表

G LS

48,600円（消費税抜き 45,000円）

10,800円（消費税抜き 10,000円）T125/70D16

T125/70D15
足回り

エクステリア

■外装

＊1

＊1

掲
載
ペ
ー
ジ

6・7

40

40

‒

‒

‒

‒

27

‒

‒

35

‒

22

‒

25

‒

‒

‒

31

31

19

31

31

30

30

41

22

21

‒

‒

‒

28・29

32

32

39

39

41

25

24

23

41

41

41

25

41

41

‒

‒

25

25

25

掲
載
ペ
ー
ジ

‒

‒

‒

‒

24・41

24・41

24

24

24

24

‒

‒

‒

‒

‒

24

‒

予防安全

衝突安全

操作系

計器盤

シート

インテリア

全車標準装備

視界

■安全装備

■操作性

■内装・快適性

空調

●「メーカーオプション」および「パッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
●“ブラックソフトレザーセレクション”はグレード名称ではありません。 ●価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’14年6月現在のもの＞で参考価格です。
　価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）

フロントフォグランプ

リヤフォグランプ（中央）

サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー

UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）

UVカット機能付フロントドアグリーンガラス

UVカット機能付ガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）

ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（ミスト付）

ウォッシャー連動間欠リヤワイパー

EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト

VSC＆TRC

ECB（電子制御ブレーキシステム）

ヒルスタートアシストコントロール

車両接近通報装置

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）

●リヤコンビネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩インナーミラー ●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付） ●フロントELR付3点式シートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付） ●運転席・助手席シート
ベルト非着用警告灯（点滅式）＋リマインダー（警告音） ●リヤ左右席・中央席ELR付3点式シートベルト ●チャイルドプロテクター（リヤドア） ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＆トップテザーアンカー（リヤ左右席） ＊6　など全車標準装備

高遮音性

スーパーUVカット/撥水

プライバシー

時間調整式

高遮音性

スーパーUVカット/撥水

プライバシー

時間調整式

高遮音性

スーパーUVカット/撥水

プライバシー

時間調整式

グリーン

＊4

＊5 43,200円（消費税抜き 40,000円）

＊2

＊3

43,200円（消費税抜き 40,000円）

４本スポークステアリングホイール

チルトステアリング

モードスイッチ（エコドライブモード・EVドライブモード）

パワーウインドゥ（運転席ワンタッチ式／運転席挟み込み防止機能付）

ドアキー連動パワードアロック（バックドア連動）

ワイヤレスドアロックリモートコントロール（アンサーバック機能付／ワイヤレスキー1本）

デジタル式センターメーター（ハイブリッドシステムインジケーター・ドライブモニター／
メーター照度コントロール機能付）

シート表皮

フロントシート

フロントヘッドレスト

シートヒーター（運転席・助手席）＆排気熱回収器

助手席シートバックポケット

可倒式リヤシート

インパネ助手席オーナメント

メッキ加飾

シルバー塗装（ステアリングホイール）

アクセントカラー（助手席オープントレイ・パワーウインドゥスイッチベース）

デッキサイドトリム

サンバイザー（運転席バニティミラー/運転席チケットホルダー付）

合成皮革

ファブリック

運転席６ウェイ（前後スライド＋リクライニング＋シート上下アジャスター）＆
助手席４ウェイ（前後スライド＋リクライニング）

シフトノブ・パーキングブレーキボタン・センターレジスターノブ・
サイドレジスター・インサイドドアハンドル

シフトノブ・パーキングブレーキボタン・センターレジスターノブ

エアコン温度調整ダイヤル

樹脂

ニーパン

運転席４ウェイ（前後スライド＋リクライニング）＆
助手席４ウェイ（前後スライド＋リクライニング）

●電動パワーステアリング（車速感応型） ●フューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●キー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー） ●半ドアウォーニング
●ランプ消し忘れウォーニング（ブザー）  ●フューエル残量ウォーニング（警告灯） ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●エンジンモニターウォーニング　など

オートエアコン（電動インバーターコンプレッサー）

クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）

本革巻き

テレスコピック機能付

フロント・リヤ

本革巻き

テレスコピック機能付

フロント・リヤ

＊7

ウレタン

テレスコピック機能付

フロント・リヤ

ウレタン

フロント

スエード調ファブリック

上下調整式

6：4分割

合皮巻き

助手席バニティミラー付

上下調整式

6：4分割

合皮巻き

助手席バニティミラー付

S用ファブリック

上下調整式

6：4分割 

塗装

助手席バニティミラー付

L用ファブリック

シートバック一体式

一体

塗装

＊10

21,600円（消費税抜き 20,000円） ＊8＊9

イルミネーテッドエントリーシステム（マップランプ）

ラゲージルームランプ（バックドア連動）

アシストグリップ（フロント2・リヤ2）

コートフック（リヤ1）

アームレスト付センターコンソールボックス＆センターコンソールトレイ＆リヤカップホルダー

リヤカップホルダー＆リヤコンソールトレイ

メーターサイドボックス

助手席オープントレイ&グローブボックス（ダンパー付）

フロントコンソールトレイ（カップホルダー2個付）

フロントドアポケット&ボトルホルダー（両側）

トノカバー

フードサイレンサー

●上下式リヤヘッドレスト（左右席・中央席）  ●ドアスカッフプレート（フロント・リヤ）  ●フロントパーソナルランプ（マップランプ）  ●ドアアームレスト（フロント:ファブリック・リヤ:樹脂）
●アクセサリーソケット（DC12V 120W）＊11  ●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）  ●エンジンアンダーカバー＆プロテクター　など

収納

快適装備
遮音

＊10

＊5

＊10 2,160円（消費税抜き 2,000円）

照明

■内装・快適性

全車標準装備

G LS

標準装備 販売店装着オプションメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）標準装備 販売店装着オプションメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

オーディオレス

スピーカー

ルーフアンテナ（可倒式）

オーディオレスカバー

ETC車載器

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー・排気熱回収器・PTCヒーター＊14など）

工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）

＊1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、パンク修理キットは装着されません。なお、175/65R15タイヤの場合はリヤバンパーリインホース付となります。　＊2. LEDヘッドランプパッケージのフロントフォグ
ランプを装着した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。　＊3. 寒冷地仕様を選択した場合のみ、販売店装着オプションのリヤフォグランプを装着できます。ただし、
175/65R15タイヤかつスペアタイヤ選択時は装着できません。　＊4. 寒冷地仕様とウォッシャー連動間欠リヤワイパーはセットでメーカーオプション。　＊5. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ
とアシストグリップ（フロント2・リヤ2）はセットでメーカーオプション。　＊6. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルト
での装着となります。詳しくは販売店におたずねください。　＊ 7. G“ブラックソフトレザーセレクション”は「スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2本）＆スタート
システム」が標準装備となります。　＊8. シートヒーター&排気熱回収器と寒冷地仕様を同時に選択した場合、合計で27,000円（消費税抜き25,000円）となります。　＊9. シートヒーター&排気熱回収器と
ビューティーパッケージを同時に選択した場合、合計で32,400円（消費税抜き30,000円）となります。　＊10. ラゲージルームランプ、デッキサイドトリム（樹脂）、トノカバーはセットでメーカーオプション。
＊11. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。　＊12. 販売店装着オプションとして用品ナビ・
オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか、販売店におたずねください。　＊13. 別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店
におたずねください。　＊14. PTC［自己温度制御システム］: PositiveTemperature Coefficient　＊15. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー・ヒーター等の信頼性・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全車標準装備となります。

■エンターテイメント

■その他

その他

オーディオ
4スピーカー4スピーカー4スピーカー 2スピーカー

＊4 25,920円（消費税抜き 24,000円）10,800円（消費税抜き 10,000円）

＊12

＊3＊8＊15

＊13

＊12

トヨタ  アクア パッケージオプション一覧表 販売店装着オプション標準装備 メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）

G S L
掲
載
ペ
ー
ジ

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付／スマートキー2本）＆スタートシステム

盗難防止システム（エンジン・モーターイモビライザーシステム）［国土交通省認可品］

コンライト（ライト自動点灯・消灯システム／ランプオートカットシステム）

LEDヘッドランプ（オートレベリング機能／ヘッドランプクリーナー付／ブラックエクステンション加飾／ランプオートカットシステム）

フロントフォグランプ（ハロゲン）

195/50R16 タイヤ＆16×6Jアルミホイール（センターオーナメント付）

大型リヤルーフスポイラー

ヘッドランプスモークエクステンション

専用サスペンション

TFTマルチインフォメーションディスプレイ

タッチトレーサーディスプレイ

ステアリングスイッチ（オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ／タッチトレーサー機能付）

「ナノイー」

シートヒーター（運転席・助手席）

バックカメラ

6スピーカー

ステアリングスイッチ（オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ）

工場装着バックカメラ用ガイドキット

CD＋AM/FM&AUX端子

ステアリングスイッチ（オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ）

6スピーカー

※5

※6※7

※1

※10

※6※11

※10※12

※13

※6※11

55,080円
（消費税抜き 51,000円）

27,000円
（消費税抜き 25,000円） ※8

47,520円
（消費税抜き 44,000円）

113,400円
（消費税抜き 105,000円）

43,200円
（消費税抜き 40,000円）

43,200円
（消費税抜き 40,000円）

35

35

37

29・36

36

25・37

37

36

118,800円
（消費税抜き 110,000円）

スマートエントリー
パッケージ 

LEDヘッドランプパッケージ

ナビレディパッケージ
※4※9

アドバンストディスプレイ
パッケージ ※4

ビューティーパッケージ

ツーリングパッケージ
※2※3

オーディオパッケージ
※4※9

※2

“ブラックソフトレザーセレクション” “ブラックソフトレザーセレクション”

“ブラックソフトレザー
セレクション ”

※1.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを
近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。　※2.LEDヘッドランプパッケージとツーリングパッケージを同時に選択した場合はLEDヘッドランプ
（ブラックエクステンション加飾）が装着され、ヘッドランプスモークエクステンションは非装着となります。　※3.ツーリングパッケージを選択した場合、標準装備のパンク修理キットの代わりにスペアタイヤ
（応急用）が装着されます（リヤバンパーリインホース無し）。　※4.アドバンストディスプレイパッケージと同時にナビレディパッケージまたはオーディオパッケージを選択した場合、ステアリングスイッチはタッチ
トレーサー機能付となります。価格は、アドバンストディスプレイパッケージ＋ナビレディパッケージが76,680円（消費税抜き71,000円）、アドバンストディスプレイパッケージ＋オーディオパッケージが
81,000円（消費税抜き75,000円）となります。　※5.タッチトレーサー機能は、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオ以外を装着した場合、正常に作動しない場合が
あります。　※6.オーディオ操作スイッチは、オーディオパッケージまたは販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。　※7.インパネのODO・TRIP/DISP/時刻合わせ
スイッチは非装着となります。　※8.シートヒーター&排気熱回収器とビューティーパッケージを同時に選択した場合、合計で32,400円（消費税抜き30,000円）となります。　※9.ナビレディパッケージと
オーディオパッケージは同時選択できません。　※10.ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット（販売店装着オプション）が必要となるナビがあります。
※11.インパネのODO・TRIP/DISPスイッチは非装着となります。　※12.工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。　※13.ディスクによっては再生できない場合があります。
●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
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トヨタ アクア 主要諸元表

 ■車両型式・重量・性能
車両型式  
車両重量 
車両総重量 
最小回転半径 
燃料消費率

主要燃費改善対策

 ■エンジン
型式  
総排気量 
種類  
使用燃料  
内径×行程  
圧縮比  
最高出力〈ネット〉 
最大トルク〈ネット〉 
燃料供給装置  
燃料タンク容量 
 ■モーター
型式  
種類  
最高出力 
最大トルク 
 ■動力用主電池
種類  
個数  
接続方式  
容量 
 ■寸法・定員
全長 
全幅 
全高 
ホイールベース 
トレッド　　　　　　　　　  フロント
　　　　　　　　　　　　　リヤ
最低地上高 
室内　　　　　　　　　　　長　
　　　　　　　　　　　　　幅　　　
　　　　　　　　　　　　　高　　
乗車定員 
 ■走行装置
ステアリング 
サスペンション　　　　　　　フロント
　　　　　　　　　　　　　リヤ
ブレーキ　　　　　　　　　 フロント
　　　　　　　　　　　　　リヤ
作動方式 
 ■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
減速比  

  
kg
kg
m

km/L

  
L

  
  

mm
  

kW（PS）/r.p.m.
N･m（kgf・m）/r.p.m.

  
L

  
  

kW（PS）
N･m（kgf・m）

  
  
  

Ah

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
名

  

G

DAA-NHP10-AHXEB★
1,080 ＊1
1,355 ＊1
4.8 ＊3

37.0 ＊4

“ブラックソフトレザーセレクション”

DAA-NHP10-AHXEB（B）★
1,080 ＊1
1,355 ＊1
4.8 ＊3

37.0 ＊4

ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、
可変バルブタイミング、電動パワーステアリング

1NZ-FXE
1.496

水冷直列4気筒DOHC
無鉛レギュラーガソリン

75.0×84.7
13.4

54（74）/4,800
111（11.3）/3,600～4,400
電子制御式燃料噴射装置（EFI）

36

1LM
交流同期電動機（永久磁石式同期型モーター）

45（61）
169（17.2）

ニッケル水素電池
20
直列
6.5

3,995
1,695
1,445
2,550

140
2,015
1,395
1,175
5

ラック&ピニオン
ストラット式コイルスプリング（スタビライザー付）

トーションビーム式コイルスプリング
ベンチレーテッドディスク

リーディングトレーリング式ドラム
油圧・回生ブレーキ協調式

前輪駆動方式
電気式無段変速機

3.190

S

DAA-NHP10-AHXNB★
1,080 ＊1
1,355 ＊1
4.8 ＊3

37.0 ＊4

L

DAA-NHP10-AHXCB★
1,050 ＊2
1,325 ＊2
4.8

37.0（国土交通省審査値）

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます（平成27年3月31日まで）。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます
（平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます（平成28年3月31日までの新車登録車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。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。
なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
＊1.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、シートヒーター&排気熱回収器、寒冷地仕様、175/65R15タイヤ用スペアタイヤ（リヤバンパーリインホース付）をメーカーオプション装着した場合、
 それぞれ＋10kg増加します。LEDヘッドランプパッケージ、ツーリングパッケージ、オーディオパッケージをメーカーパッケージオプション装着した場合、それぞれ＋10kg増加します。
＊2.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ＋10kg増加します。
＊3.ツーリングパッケージ（16インチタイヤ）をメーカーパッケージオプション装着した場合、5.7mとなります。
＊4.メーカーオプション装着およびメーカーパッケージオプション装着により、車両重量が1,090kg以上の場合、33.8km/Lとなります。
＊5.ツーリングパッケージ（16インチタイヤ）をメーカーパッケージオプション装着した場合、フロントは1,460mm、リヤは1,450mmとなります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
　同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。
■“AQUA”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“ECB”“VSC”“TRC”“EFI”“GOA”“TSOP”“Welcab”“FRIENDMATIC”“TECS”はトヨタ自動車（株）の商標です。
■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 ： トヨタ自動車株式会社

1,480 ＊5
1,475 ＊5

1,480
1,475
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＊3.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　＊4.トヨタの取り組み範囲において、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える要因を定量化し、総合評価する手法
（LCA『ライフサイクルアセスメント』:Life Cycle Assessment）で評価。ISO14040シリーズで国際標準化されています。

アクアは、「平成27年度燃費基準*3＋20％
達成車」および「平成17年基準排出ガス
75％低減レベル」の認定を国土交通省より
取得しています。

アクアは、走行段階だけでなく、生産から廃棄までの
全ライフサイクルで排出するCO2を同クラスガソリン車
に比べて37％低減*4。また、その他の大気汚染物質の
総量も同クラスガソリン車に比べて低減しています。

トヨタの環境技術を凝縮した、世界トップレベルの環境性能。

Ecology

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表
（単位：円）

リサイクル預託金
シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金

資金管理料金

5,420全車 1,6501,930 130 380

合 計

9,510

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

※リサイクル料金は'14年6月時点の金額

kg

km/L
g/km

g

           

トヨタ アクア 環境仕様
車両仕様

環境情報

車両型式

エンジン

駆動装置

燃料消費率

排出ガス

車外騒音

リサイクル
関係

エアコン冷媒使用量（冷媒の種類）

環境負荷物質削減

車室内VOC ＊5

燃料消費率 ＊1（国土交通省審査値）

CO2排出量 

参考 

主要燃費改善対策 

認定レベルまたは適合規制（国土交通省）

適合騒音規制レベル

樹脂、ゴム部品への材料表示

CO

鉛

TSOP

再生綿フェルト

再生チップウレタン

水銀

カドミウム
六価クロム

NMHC

NOx

認定レベル値または
適合規制値（g/km）

型式

総排気量

燃料

駆動方式

変速機
車両重量

1NZ-FXE

1.496

電気式無段変速機 

1,090～1,140

33.8

69

1,050～1,080

37.0

63

前輪駆動

無鉛レギュラーガソリン

ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング

SU-LEV ＊3＊4

1.15

0.013

0.013
加速騒音規制値：76

420（代替フロンHFC-134a）

自工会自主目標達成（1996年比1/10以下）

自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止）

自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）

自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）

フロントスポイラー、カーテンシールドエアバッグ
あり

フロアカーペット、ドアトリム、デッキサイドトリム

フロアサイレンサー

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

＊1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。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。なおJC08モード走行は10・15モード
走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。　＊2.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　＊3.JC08モード走行
＊4.平成17年基準排出ガス75％低減レベル　＊5.VOC:Volatile Organic Compounds（ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物）　＊6.TSOP：Toyota Super Olefin Polymer
＊7.TPO：Thermo Plastic Olefin

「平成27年度燃費基準＊2」をクリアしています。

自工会自主目標達成

バンパー、リヤコンソールボックス、インストルメントパネル  ＊6

TPO   ＊7

dB-A

DAA-NHP10

「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮したクルマづくりを進めています。
生産から廃棄にいたるトータルライフの視点により、環境への取り組みのひとつひとつ
をすべての過程で連携させ、クリーンなクルマづくりをめざします。さまざまな環境目標
を、バランスを取りながら達成し、総合的に環境性能の向上を図ります。

＊1.トータルクリーン：「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で環境との調和を図ることを意味します。
＊2.Eco-VAS［エコバス］：Eco-Vehicle Assessment System。車両開発責任者が企画段階で生産、使用、廃棄にいたる
LCA（ライフサイクルアセスメント）の考え方を踏まえた環境目標値を設定。全開発プロセスを通じて目標達成状況をフォローして、
確実な達成を図る総合的な環境評価システムです。

トヨタは、「トータルクリーン＊1」をめざしています。

2005年からEco-VAS＊2を導入し、
環境配慮設計をさらに強化。
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L

●「低燃費」「低排出ガス」の
　基準を高レベルで達成。

●全ライフサイクルでの
　CO2排出量を低減。

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。
トヨタでは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。

■

■

1000

800

600

400

200

0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0A B A B A B A B A B

LCA実施結果

CO2
Carbon Dioxide
（二酸化炭素）

NOX
Nitrogen Oxide
（窒素酸化物）

PM
Particulate Matter
（粒子状物質）

NMHC
Non Methane Hydrocarbons
（非メタン炭化水素）

SOX
Sulfur Oxide

（硫黄酸化物）

Ａ：当社1.5Lガソリン車　Ｂ：アクア
■廃棄　■メンテナンス　■走行　■車両製造　■素材製造
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 剛性アップパーツ
アンダーボディ剛性アップパーツが
高性能サスペンション＆タイヤの実力をフルに引き出す。
■ フロントサスペンションメンバー後端ブレース
■ フロアセンターブレース
■ ロッカーフランジ＋
　 ドアオープニングスポット溶接打点追加
■ リヤバンパーリインホース

EXTERIOR

G’s専用フロントバンパー（専用クリア
ターンランプ内蔵/スモークメッキ加飾）

G’s専用サイドマッドガード

アームレスト付センター
コンソールボックス
（シルバーステッチ）

本革巻きステアリングホイール
（シルバーステッチ/
ラメ入りピアノブラック塗装）
●写真はナビレディパッケージ装着車。

G’s専用本革巻きシフトノブ
（クリスタルレッド/シルバーステッチ/
G’sロゴ付）＆シフトベゼル
（ラメ入りピアノブラック塗装）

オートエアコン（ラメ入りピアノ
ブラック塗装パネル）＆エアコン
温度調整ダイヤル（スピンドル調
加工）

G’s専用ハロゲンヘッドランプ
（ブラックエクステンション加飾）

G’s専用LEDイルミネーション
ビーム（コンソールスイッチ付）

 G’s専用リヤバンパー
（スモークメッキ加飾）

G’s専用フェンダーガーニッシュ
（HYBRIDロゴ・G’sロゴ付）

G’s専用エンブレム（バックドア） G’s専用17インチアルミホイール&
タイヤ（ブリヂストン  POTENZA  RE050A ）

G’s専用フロントスポーティシート〈アル
カンターラ®表皮＋パーフォレーション＋
シルバーステッチ（G’sエンブレム付）〉
※シートサイド材は合成皮革。

フロントパワーウインドゥ
スイッチベース（ラメ入りピアノ
ブラック塗装＋メッキ加飾）

G’s専用ボディストライプ（メタルストライプ×G’sロゴ）　1台分：18,360円（消費税抜き17,000円）　　　  〈GSB4〉
材質：メタルフィルム　設定：除くサイドガーニッシュ付車（トヨタ純正用品）

G’s専用ホイールデカール
キット
1台分：9,720円
（消費税抜き9,000円）　　　
　      　〈GSE0〉
材質：ポリ塩化ビニル

G’s専用LEDアクセント
ライト（運転席・助手席）
1台分：19,440円（消費税抜き18,000円）
　　　〈GSF0〉
設定：除くエントリーライト付車（トヨタ純正用品）
＊写真の色や照度は実際とは異なります。

G’s専用フロアマット
1台分：23,760円
（消費税抜き22,000円）〈GS00〉
G’sエンブレム付（フロント・リヤ）、
ヒールパッド付（運転席）、カーボン
シート付〈マジカルカーボン®〉
（運転席左下・助手席右下）
色：ブラック（オーバーロック：グレー）
材質：ポリプロピレン
●トヨタ純正フロアマットは難燃性・
　耐久性など、車両同等の品質基準を
　クリアしています。
＊マジカルカーボン®は株式会社
　ハセ・プロの登録商標です。

G’s専用パワースイッチ
（レッド/G’sロゴ付）
●写真はスマートエントリーパッケージ装着車。

アルミペダル
（アクセル・ブレーキ）

スピーカーリング
（メッキ加飾）

インパネ助手席オーナメント（合皮巻き/
シルバーステッチ）＆アクセントカラー
（メッキ加飾）＆サイドレジスター（ラメ入り
ピアノブラック塗装＋メッキ加飾）

INTERIOR

G’s   SPECIAL   TUNE

 DEALER   OPTION

■G’s専用チューニングサスペンション
　（約25mmダウン）

●上記、販売店装着オプションの価格は、取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’14年6月現在のもの＞で参考価格です。 0.0H は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格、取付費は
販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。　●その他、装着可能なトヨタ純正用品につきましては、別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE および AUDIO VISUAL & 
NAVIGATION CATALOGUE をご覧ください。

1.0H

1.3H

G’sは、専用サスチューニングに加えて、ボディ剛性を向上させることで、
乗り心地を損なうことなく、ステアリング操作に対する素早い反応と正確な挙動を実現。

安定性の向上による安心感・車格感の向上。

1

2

3

4

G’s専用メーカーオプション

0.9H

G’s
エンブレム

カーボン
シート

G’sロゴ

■納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。　■購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。　■架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元数値は参考数値です。登録の際は車両の
実測値が適用されます。　■専用フロント／リヤバンパーおよび専用チューニングサスペンションなどの装着により、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが偏摩耗し易くなる場合があり、さらに音が発生したり路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープ、不整地路などで路面と下廻りおよびバンパーが干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。　■17インチタイヤ＆専用アルミホイールを
装着しているため、標準車に比べ走行音が増加したり雨の日に排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。　■「トヨタ純正用品」
との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。また、「TRDパーツ」および「モデリスタパーツ」について、G'sシリーズへの装着は原則できません。　■架装部分についても、ベース車両同様の保証となります。

●その他の標準装備はP42-43の主要装備一覧表をご覧ください。　●「G's専用メーカーオプション」「メーカーオプション」および「パッケージオプション」はご注文時に申し
受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　●価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’14年6月現在のもの＞で
参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。　●“G's”はグレード名称ではありません。　●“アルカンターラ®”はアルカンターラ
社の登録商標です。

●メーカーパッケージオプションについて詳しくはP43のパッケージオプション一覧表をご覧ください。

＊SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、シートヒーター&排気熱回収器、
寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ＋10kg増加します。LEDヘッド
ランプパッケージをメーカーパッケージオプション装着した場合、＋10kg増加します。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定した
ものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い
値（自工会調べ）となっています。
■各諸元表数値は参考数値です。登録の際には車両の実測値が適用されます。
■“AQUA” “G’s” “EFI”はトヨタ自動車（株）の商標です。
■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

トヨタ アクアG“G’s”は、架装車両のため、持ち込み登録となります。持ち込み登録車は、登録時
の実測値により燃費基準達成レベルが決定されるため、自動車重量税および自動車取得税の
軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合があります。　★アクアG“G’s”は、環境対応車
普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます（平成27年
3月31日まで）。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます（平成27年4月30日までに新規
登録を受ける車を対象）。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます
（平成28年3月31日までの新車登録車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。

＊ボディカラーのライムホワイトパールクリスタルシャイン〈082〉はメーカーオプション
＜32,400円（消費税抜き30,000円）＞となります。

＊1. 沖縄地区は価格が異なります。　＊2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’14年6月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。　■価格にはオプション価格、
取付費は含まれていません。　■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し
受けます。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（9,510円＜’14年6月時点の
金額＞）が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができません。雪道や凍結路を走行する場合は冬用タイヤをご使用ください。
スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、パンク修理キットは装着されません。なお、175/65R15タイヤの場合はリヤバンパーリインホース付となります。　
LEDヘッドランプパッケージのフロントフォグランプを装着した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。　
寒冷地仕様を選択した場合のみ、販売店装着オプションのリヤフォグランプを装着できます。ただし、175/65R15タイヤかつスペアタイヤ選択時は装着できません。　
G’sにはリヤフォグランプは装着できません。
植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店におたずねください。　
シートヒーター&排気熱回収器と寒冷地仕様を同時に選択した場合、合計で27,000円（消費税抜き25,000円）となります。　
シートヒーター&排気熱回収器とビューティーパッケージを同時に選択した場合、合計で32,400円（消費税抜き30,000円）となります。　
販売店装着オプションとして用品ナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか、販売店におたずねください。
PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient　
寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー・ヒーター等の信頼性・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全車標準装備となります。

＊ 1. 
＊ 2. 
＊ 3. 
＊ 4. 

＊ 5. 
＊ 6. 
＊ 7. 
＊ 8. 
＊ 9. 
＊ 10. 

植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店におたずねください。
ヘッドランプクリーナーは装着されません。フロントフォグランプは標準装備です。
アドバンストディスプレイパッケージと同時にナビレディパッケージを選択した場合、ステアリングスイッチはタッチトレーサー機能付となります。価格は76,680円（消費税抜き71,000円）となります。
シートヒーター&排気熱回収器とビューティーパッケージを同時に選択した場合、合計で32,400円（消費税抜き30,000円）となります。

＊ 1. 
＊ 2. 
＊ 3. 
＊ 4. 

48,600円（消費税抜き45,000円）

DAA-NHP10-VLJBXE★

DAA-NHP10-AHXEB

1,110＊

1,385＊

5.8

4,055 ／ 1,695 ／ 1,420

2,550

1,480 ／ 1,470

115

2,015 ／ 1,395 ／ 1,175

5

1NZ-FXE

1.496

水冷直列4気筒DOHC

無鉛レギュラーガソリン

75.0×84.7

13.4

54（74）/4,800

111（11.3）/3,600～4,400

電子制御式燃料噴射装置（EFI）

36

1LM

交流同期電動機
（永久磁石式同期型モーター）

45（61）

169（17.2）

ニッケル水素電池

20

直列

6.5

ラック＆ピニオン

ストラット式コイルスプリング
（スタビライザー付） ／

トーションビーム式コイルスプリング

ベンチレーテッドディスク／
リーディングトレーリング式ドラム

油圧・回生ブレーキ協調式

前輪駆動方式

電気式無段変速機

車両型式

ベース車両型式

車両重量 

車両総重量 

最小回転半径

全長／全幅／全高

ホイールベース

トレッド

最低地上高

室内

乗車定員

型式

総排気量

種類

使用燃料

内径×行程

圧縮比

最高出力〈ネット〉

最大トルク〈ネット〉

燃料供給装置

燃料タンク容量

型式

種類

最高出力〈ネット〉

最大トルク〈ネット〉

種類

個数

接続方式

容量

ステアリング

サスペンション

ブレーキ

作動方式

駆動方式

トランスミッション

10,800円（消費税抜き10,000円）

64,800円（消費税抜き60,000円）

G’s専用ブラックエクステンション加飾

＊3

G’s専用パワースイッチ
（レッド/G’sロゴ付）

G’s専用パーフォレーション＋
シルバーステッチ

シルバーステッチ

G’s専用本革巻き（クリスタルレッド/
シルバーステッチ/G’sロゴ付）

ラメ入りピアノブラック塗装

ラメ入りピアノブラック塗装＋メッキ加飾

スピーカーリング（メッキ加飾）

スピンドル調加工

シルバーステッチ/ラメ入りピアノブラック塗装

メッキ加飾

フロント：ラメ入りピアノブラック塗装＋
メッキ加飾、リヤ：ラメ入りピアノブラック塗装

メッキ加飾

メッキ加飾

メッキ加飾

シルバー塗装

スエード調ファブリック

G’s専用（G'sエンブレム・カーボンシート付）

ラメ入りピアノブラック塗装パネル

シルバーステッチ

10,800円（消費税抜き10,000円）

55,080円
（消費税抜き51,000円）

108,000円
（消費税抜き100,000円）

43,200円
（消費税抜き40,000円）

27,000円
（消費税抜き25,000円）

＊4

43,200円
（消費税抜き40,000円）

43,200円（消費税抜き40,000円）

21,600円（消費税抜き20,000円）＊6＊7

インパネ助手席オーナメント（合皮巻き）

シフトノブ

シフトベゼル/センタークラスター

サイドレジスター 

スピーカーグリル（フロントドア）

エアコン温度調整ダイヤル

本革巻きステアリングホイール

アクセントカラー

G’s専用LEDアクセントライト（運転席・助手席）

フロアマット

オートエアコン（電動インバーターコンプレッサー）

アームレスト付センターコンソールボックス

オーディオレス（4スピーカー）

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー・
排気熱回収器・PTCヒーター＊9など）

G’s専用フロントバンパー（専用クリアターンランプ内蔵/スモークメッキ加飾）

G’s専用LEDイルミネーションビーム（コンソールスイッチ付）

G’s専用フェンダーガーニッシュ（HYBRIDロゴ・G'sロゴ付）

G’s専用サイドマッドガード

G’s専用リヤバンパー（スモークメッキ加飾）

G’s専用エンブレム（バックドア）

G’s専用ボディストライプ（メタルストライプ×G'sロゴ）

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ
（マニュアルレベリング機能付）

フロントフォグランプ

リヤフォグランプ（中央）

スマートエントリーパッケージ（スマートエントリー＆スタート
システム＊5/盗難防止システム［国土交通省認可品］/コンライト）

アルミペダル（アクセル・ブレーキ）

シート表皮

シートヒーター（運転席・助手席）＆排気熱回収器

助手席オープントレイ 

パワーウインドゥスイッチベース

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）

■G’s専用装備 ■G’s専用メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
■標準装備 ■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
■販売店装着オプション ■メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）

足回り

G “G’s”
G “G’s”

ベース車両 G

エクステリア

視界

衝突安全

操作系

シート

空調

収納

オーディオ＊8

その他

LED
ヘッドランプ
パッケージ＊2 

ツーリング
パッケージ

アドバンスト
ディスプレイ
パッケージ＊3

ビューティー
パッケージ

ナビレディ
パッケージ
     ＊3

オーディオ
パッケージ

インテリア

175/65R15 タイヤ＆15×5½Jアルミホイール
（センターオーナメント付）

175/65R15 タイヤ＆15×5½Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ付）

195/45R17 タイヤ（ブリヂストン POTENZA RE050A）＆
17×6½J G’s専用アルミホイール（切削光輝）

195/45R17 タイヤ（ブリヂストン POTENZA RE050A）＆
17×6½J G’s専用アルミホイール（ダークスパッタリング）

スペアタイヤ（応急用 T125/70D16） 

パンク修理キット

G’s専用チューニングサスペンション（約25mmダウン）

G’s専用剛性アップパーツ

G’s専用ホイールデカールキット

トヨタ アクア G“G's”  主要装備一覧表 トヨタ アクア G“G’s” 主要諸元表

内外配色一覧表

価格表

ライムホワイトパールクリスタルシャイン＊ 

シルバーメタリック 

グレーメタリック 

ブラックマイカ 

スーパーレッドⅤ 

イエロー 

ブルーメタリック 

〈082〉

〈1F7〉

〈1G3〉

〈209〉

〈3P0〉

〈5A3〉

〈8T7〉

G’s専用
ブラック

ボディカラー〈カラーコード〉

メーカー希望小売価格＊1
（消費税抜き）

2,283,429円
（2,114,286円）

G“G's”

北海道地区メーカー希望小売価格＊2
（消費税抜き）

内装色

2,294,229円
（2,124,286円）

G'sはトヨタが、GAZOO Racingの活動を通じて追求してきた「クルマの味」を、より多くのお客様のために自ら開発・提供する
スポーツコンバージョンシリーズの名称です。「自分だけのクルマ」にこだわる多くのお客様に、新たな「クルマの夢・楽しさ」を提供します。 詳しくは、http://toyota.jp/aqua/gs/をご覧ください。
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ダークスパッタリング切削光輝

1 2 4

3

3

G “G’s”

トヨタ アクア G“G’s” パッケージオプション一覧表 ■メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）

スマート
エントリー
パッケージ＊1

写真は
助手席

1 3はG’s専用※ ～

＊1

＊1

＊2

＊2

＊4

＊4＊6＊10

アルカンターラ®＋合成皮革
（フロント：スポーティシートG’sエンブレム付）

ファブリック

kg

kg

m

mm

mm

フロント／リヤ  mm

mm

長／幅／高  mm

　　　　　　　　　名

L

mm

kW（PS）/r.p.m.

N･m（kgf・m）/r.p.m.

L

kW（PS）

N･m（kgf・m）

kW（PS）/r.p.m.

Ah

フロント／リヤ

フロント／リヤ
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