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4ステップでオンリー1のアクア選び  バリエーション豊富な4つのカテ  

ORIGINAL
2タイプのスタイリング（グレード）から選ぶ

5つのインテリア（グレード）から選ぶ

14色のボディカラーから選ぶ

6つのメーカーパッケージオプションを追加する

メーカーオプションの衝突回避支援パッケージを追加する

■Lはパッケージオプションを選択できません。

詳しくはP38

詳しくはP39

より快適で安心なカーライフを
スマートエントリーパッケージ＊2

Toyota Safety Sense C＊3（衝突回避支援パッケージ）
・プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）　・レーンディパーチャーアラート　・オートマチックハイビーム

エコ運転をゲーム感覚で
アドバンストディスプレイパッケージ

消費電力を抑えて視認性アップ
LEDヘッドランプパッケージ

女性想いの装備をひとつに
ビューティーパッケージ

見た目も走りもスポーティに
ツーリングパッケージ

豊富な販売店装着オプションナビに対応
ナビレディパッケージ

＊1.メーカーオプション。　＊2.G“ブラックソフトレザーセレクション”は標準装備。　＊3.G“ブラックソフトレザーセレクション”、Gは標準装備。

G

LSSG

 G“ブラックソフトレザーセレクション”

 G“ブラックソフトレザーセレクション”

S L

上質さに磨きをかけた4つのグレード

ブラックソフトレザー
（合成皮革シート表皮）

シャイニーデコレーション専用色
シャイニーデコレーション専用色

ブルーブラック
（S用ファブリックシート表皮）

ナチュラルグレー
（L用ファブリックシート表皮）

ディープブラウン
（スエード調ファブリックシート表皮）

ブリリアントレッド［設定色］
（S用ファブリックシート表皮）

詳しくはP42～44

詳しくはP32～33

ドアミラー アウトサイドドアハンドル バックドアガーニッシュ

メッキのアクセントが輝くシャイニーデコレーション＊1も全カラーでお選びいただけます。

スーパーホワイトⅡ
〈040〉◆

チェリーパールクリスタル
シャイン〈3S7〉＊1

パープルメタリック〈9AD〉

ブラックマイカ〈209〉◆

フレッシュグリーンマイカ
メタリック〈588〉

ライムホワイトパール
クリスタルシャイン〈082〉＊1

スーパーレッドⅤ〈3P0〉

ブルーメタリック〈8T7〉

シルバーメタリック〈1F7〉◆

オレンジパールクリスタル
シャイン〈4X3〉＊1

クールソーダメタリック
〈8V7〉◆

グレーメタリック〈1G3〉 

イエロー〈5A3〉 ディープアメジストマイカ
メタリック〈9AH〉

■Lは選択できません。

◆Lは4色のみの設定となります。　

ステップ2

ステップ3

ステップ4

安全性をより高めたい方は

ステップ1



×
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 ゴリーで、あなただけの1台をかたちにします。

2つのインテリアから選ぶ

33パターンのボディカラー&パーツカラーから選ぶ

5つのメーカーパッケージオプションを追加する
詳しくはP42～44

詳しくはP40

詳しくはP40～41

より快適で安心なカーライフを
スマートエントリーパッケージ

エコ運転をゲーム感覚で
アドバンストディスプレイパッケージ

消費電力を抑えて視認性アップ
LEDヘッドランプパッケージ

女性想いの装備をひとつに
ビューティーパッケージ

豊富な販売店装着オプションナビに対応
ナビレディパッケージ

販売店装着オプションで、もっともっとあなたらしいアクアへ。
詳しくはP52～53、または別冊のACCESSORIES ＆ CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

■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。　■オーディオレスカバーは販売店装着オプション。装備の内容など、詳しくは販売店におたずねください。
■装備類の詳しい設定につきましては、P48~49の主要装備一覧表をご覧ください。

 ACCENT ： SILVER

個性を楽しむための
都会派クロスオーバー

アクセント：シルバー
（合成皮革＋ファブリックシート表皮）

アクセント：オレンジ［設定色］
（合成皮革＋ファブリックシート表皮）

スーパーホワイトⅡ
〈040〉

ブラックマイカ〈209〉

フレッシュグリーンマイカ
メタリック〈588〉

ライムホワイトパール
クリスタルシャイン〈082〉＊1

スーパーレッドⅤ〈3P0〉

ブルーメタリック〈8T7〉

シルバーメタリック〈1F7〉

オレンジパールクリスタル
シャイン〈4X3〉＊1

クールソーダメタリック
〈8V7〉

グレーメタリック〈1G3〉 

イエロー〈5A3〉

ボディカラー

パーツカラー

ブロンズマイカメタリック
〈4T3〉

 FLEX TONE＊1

ACCENT ： ORANGE

BRONZE BASIC
オレンジメタリック
〈4R8〉

ブルーマイカメタリック
〈8L5〉

SPICY COLOR COOL BLUE

ステップ2

ステップ3

ステップ4
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ブラックソフトレザー（合成皮革シート表皮）

ブルーブラック（S用ファブリックシート表皮）

ブリリアントレッド［設定色］（S用ファブリックシート表皮）

ナチュラルグレー（L用ファブリックシート表皮）

ディープブラウン（スエード調ファブリックシート表皮）

G

L

 G“ブラックソフトレザーセレクション”

S

S

ORIGINAL
5つのインテリア（グレード）から選ぶ

をステップ1で選んだ方

ステップ2
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■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。　■オーディオレスカバーは販売店装着オプション。装備の内容など、詳しくは販売店におたずねください。
■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、P48~49の主要装備一覧表をご覧ください。

◆Lは4色のみの設定となります。　■写真はすべてS。

スーパーホワイトⅡ〈040〉◆ シルバーメタリック〈1F7〉◆

グレーメタリック〈1G3〉 

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

ディープアメジスト
マイカメタリック〈9AH〉

スーパーレッドⅤ〈3P0〉

ブラックマイカ〈209〉◆

イエロー〈5A3〉

フレッシュグリーン
マイカメタリック〈588〉

オレンジパール
クリスタルシャイン〈4X3〉

メーカーオプション

クールソーダメタリック〈8V7〉◆

チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉
シャイニーデコレーション専用色

メーカーオプション

ブルーメタリック〈8T7〉

パープルメタリック〈9AD〉
シャイニーデコレーション専用色

ドアミラー アウトサイドドアハンドル バックドアガーニッシュ

メッキのアクセントが輝く
シャイニーデコレーション
（メーカーオプション）

も全カラーで
お選びいただけます。
■Lは選択できません。 P42の

ステップ4へ

14色のボディカラーから選ぶステップ3



アクセント：シルバー（合成皮革＋ファブリックシート表皮）

アクセント：オレンジ［設定色］（合成皮革＋ファブリックシート表皮）

ACCENT：SILVER

ACCENT ： ORANGE

FLEX TONE

フレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉

【パーツカラー】ブロンズマイカメタリック〈4T3〉

BRONZE BASIC

ブラックマイカ〈209〉

SPICY COLOR

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

COOL BLUE

【パーツカラー】オレンジメタリック〈4R8〉
メーカーオプション

【パーツカラー】ブルーマイカメタリック〈8L5〉
メーカーオプション

パーツカラーをオレンジ 

33パターンのボディカラー& パ 

をステップ1で選んだ方

2つのインテリアから選ぶステップ2 ステップ3

40



■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。　■オーディオレスカバーは販売店装着オプション。装備の内容など、詳しくは販売店におたずねください。
■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、P48~49の主要装備一覧表をご覧ください。

P42のステップ4へ

スーパーホワイトⅡ〈040〉

スーパーホワイトⅡ〈040〉

スーパーホワイトⅡ〈040〉

シルバーメタリック〈1F7〉

シルバーメタリック〈1F7〉

シルバーメタリック〈1F7〉

グレーメタリック〈1G3〉

グレーメタリック〈1G3〉

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〉

ブラックマイカ〈209〉 スーパーレッドⅤ〈3P0〉

スーパーレッドⅤ〈3P0〉

オレンジパール
クリスタルシャイン〈4X3〉
メーカーオプション

イエロー〈5A3〉

オレンジパール
クリスタルシャイン〈4X3〉
メーカーオプション

イエロー〈5A3〉

イエロー〈5A3〉

フレッシュグリーンマイカ
メタリック〈588〉

フレッシュグリーンマイカ
メタリック〈588〉

ブルーメタリック〈8T7〉

ブルーメタリック〈8T7〉

ブルーメタリック〈8T7〉

クールソーダメタリック〈8V7〉

クールソーダメタリック〈8V7〉

クールソーダメタリック〈8V7〉

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

オレンジパール
クリスタルシャイン〈4X3〉
メーカーオプション

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

 系とブルー系に変えられるフレックストーン（メーカーオプション）もお選びいただけます。

ーツカラーから選ぶ

〈 〉

ホ イトⅡ〈 〉

ホ ト〈 〉

イムホ イト

タ ク〈 〉

タ ク〈 〉

タ ク〈 〉

グ タ ク〈 〉グ

グ タ ク〈 〉グ

グ タ ク〈 〉グ

ブ ク イカ〈 〉ブ

ブ ク 〈 〉ブ

ドⅤ〈 〉

ドⅤ〈 〉
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室内検知エリア
（ハイブリッドシステム起動）

より快適で安心なカーライフを
スマートエントリーパッケージ

消費電力を抑えて視認性アップ
LEDヘッドランプパッケージ

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。

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。

スマートキー

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） Bi-Beam LEDヘッドランプ
 （オートレベリング機能付/スモークエクステンション加飾/
ランプオートカットシステム）

盗難防止システム （イモビライザーシステム）

LEDフロントフォグランプ

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）

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。

一灯の光源でハイビームとロービームの切り替えが
行えるBi-Beam（バイ・ビーム）LEDヘッドランプ
と、L型のLEDクリアランスランプを採用。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。

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。

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。

スマートキー通信エリア

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。

室外検知エリア
（ドア解錠・施錠）

半径約0.7～1.0m

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、電波によりそれらの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等の機器を近づけ
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。

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。

インジケーター
ランプ

施錠センサー部

クリアランスランプ ロービーム

X-URBAN★  Gブラック★  G★  S★

6つのメーカーパッケージオプションを追加するステップ4

X-URBAN★  Gブラック  G★  S★
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女性想いの装備をひとつに
ビューティーパッケージ

豊富な販売店装着オプションナビに対応
ナビレディパッケージ＊2

こんな方にオススメです!
お肌のケアは1年中かかせない。
クルマのニオイが気になることがある。

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。

「ナノイー」
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。

■ナビ本体は含まれません。別途、
販売店装着オプションのナビゲーション
システム装着が必要です。

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P27をご覧ください。

赤外線を効果的に遮断し、じりじりとしたお肌への刺激
を低減。車内の温度上昇も抑えるため、エアコン効率が
向上します。日焼けの原因となる紫外線を99％＊1カット
するスーパーUVカットガラスは標準装備（除くL）。

赤外線を
効果的に遮断
紫外線も

99％＊1カット

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

A

A

B

B

C

C

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P27をご覧ください。

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）

バックカメラ

シートヒーター（運転席・助手席）

IR＜赤外線＞カットガラス（フロントドア） 6スピーカー（ツィーター×2追加）

ステアリングスイッチ＊3（オーディオ操作＊4・TRIP・DISP・空調スイッチ）

3

4

21

左側 右側

＊1.トヨタ自動車（株）調べ。　＊2.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。　＊3. ナビレディ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。　＊4. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。
■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。　

■… 標準装備　■… メーカーパッケージオプション　■グレードアイコンの「Gブラック」は「G“ブラックソフトレザーセレクション”」です。　■メーカーパッケージオプションの詳しい設定につきましては、Ｐ48~49の主要装備一覧表をご覧ください。

X-URBAN★  Gブラック★  G★  S★ X-URBAN★  Gブラック★  G★  S★
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見た目も走りもスポーティに
ツーリングパッケージ＊1

エコ運転をゲーム感覚で
アドバンストディスプレイパッケージ＊2

こんな方にオススメです!
スポーティなスタイルが好きだ。
走りの良さにこだわりたい。

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。

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）

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。

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P30～31をご覧ください。

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。

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。また、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にも専用のチューニングを施し
ました。

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。

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）

＊1. ツーリングパッケージを選択した場合、標準装備のタイヤパンク応急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）。　＊2. 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。　＊3. タッチトレーサー機能は、販売店装着オプションのナビゲーションシステム以外を装着した場合、正常に作動しない場合があります。
＊4.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。
■メーカー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P48~49の主要装備一覧表をご覧ください。

大型リヤルーフスポイラー

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＊3

エネルギーモニター

＜表示例＞

エコジャッジ エコウォレット エコウォレット履歴

ステアリングスイッチ
 （オーディオ操作＊4・TRIP・DISP・空調スイッチ/タッチトレーサー機能付）

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。

左側 右側

 Gブラック★  G★  S★ X-URBAN★  Gブラック★  G★  S★

■… メーカーパッケージオプション　■グレードアイコンの「Gブラック」は「G“ブラックソフトレザーセレクション”」です。　■メーカーパッケージオプションの詳しい設定につきましては、Ｐ48~49の主要装備一覧表をご覧ください。★

6つのメーカーパッケージオプションを追加するステップ4
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LINEUP

Photo：X-URBAN。ボディカラーはフレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉。
パーツカラーはブロンズマイカメタリック〈4T3〉。
スマートエントリーパッケージ＜55,080円＞はメーカーパッケージオプション。

Photo：S。ボディカラーはスーパーレッドⅤ〈3P0〉。
スマートエントリーパッケージ＜55,080円＞はメーカーパッケージオプション。

Photo：G“ブラックソフトレザーセレクション”。
ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。

Photo：L。ボディカラーはシルバーメタリック〈1F7〉。

Photo：X-URBAN。内装色はアクセント：シルバー。オー
ディオレスカバー＜1,296円（取付費が別途必要）＞は
販売店装着オプション。

Photo：S。内装色はブルーブラック。オーディオレスカバー
＜1,296円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

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。オーディオレスカバー＜1,296円
（取付費が別途必要）＞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＜1,296 円（取付費が別途必要）＞は販売店装着
オプション。

Photo：X-URBAN。内装色のアクセント：オレンジは設定色
（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はアクセント：
シルバーになります）。オーディオレスカバー＜1,296円
（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo：S。内装色のブリリアントレッドは設定色（ご注文
時に指定が必要です。指定がない場合はブルーブラック
になります）。オーディオレスカバー＜1,296円（取付費
が別途必要）＞は販売店装着オプション。

Photo：G。内装色はディープブラウン。オーディオレス
カバー＜1,296円（取付費が別途必要）＞は販売店装着
オプション。

G
メーカー希望小売価格＊5 北海道地区メーカー希望小売価格＊6

2,007,818円
（消費税抜き 1,859,091円）

2,024,018円
（消費税抜き 1,874,091円）

S
メーカー希望小売価格＊5 北海道地区メーカー希望小売価格＊6

1,887,055円
（消費税抜き 1,747,273円）

1,903,255円
（消費税抜き 1,762,273円）

L
メーカー希望小売価格＊5 北海道地区メーカー希望小売価格＊6

1,761,382円
（消費税抜き 1,630,909円）

1,792,702円
（消費税抜き 1,659,909円）

X-URBAN
メーカー希望小売価格＊5 北海道地区メーカー希望小売価格＊6

2,100,109円
（消費税抜き 1,944,545円）

2,116,309円
（消費税抜き 1,959,545円）

G“ブラックソフトレザー  セレクション”

メーカー希望小売価格＊5 北海道地区メーカー希望小売価格＊6

2,090,291円
（消費税抜き 1,935,455円）

2,106,491円
（消費税抜き 1,950,455円）

G

S

L

 G“ブラックソフトレザーセレクション”

＊5.沖縄地区は価格が異なります。　＊6.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）’16年12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。　■価格はタイヤパンク応急修理キット（除くL）またはスペアタイヤ（応急用）〈L〉、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。　■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。　■自動車リサイクル法の施行により、P51記載のリサイクル料金が別途必要となります。

45



X-URBAN G S L“ブラックソフトレザーセレクション”

足
回
り

175/60R16 タイヤ＆16×6J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） 

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントグリル･フロントバンパースポイラー・
サイドマッドガード・リヤバンパースポイラー

 ・ルーフモール（専用色塗装）
フロントグリル（ブラック塗装） フロントグリル（ブラック素地）

予
防
安
全

Toyota Safety Sense C　・プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
　　　　　　　　　　　　　　　　・レーンディパーチャーアラート　・オートマチックハイビーム　 ̶

操
作
系 本革巻きステアリングホイール（シルバー塗装＋シルバーステッチ＊） ウレタンステアリングホイール（シルバー塗装） ウレタンステアリングホイール

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） 

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

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） 

̶ クルーズコントロール ̶

シ
ー
ト

合成皮革＋ファブリックシート表皮（シルバーステッチ＊）／
上下調整式フロントヘッドレスト

合成皮革シート表皮（シルバーステッチ）／
上下調整式フロントヘッドレスト

スエード調ファブリックシート表皮／
上下調整式フロントヘッドレスト

S用ファブリックシート表皮／
上下調整式フロントヘッドレスト

L用ファブリックシート表皮／
シートバック一体式フロントヘッドレスト

イ
ン
テ
リ
ア

合成皮革巻きインパネ助手席オーナメント（メッキモール付）／
サイドレジスター（メッキ加飾＋ピアノブラック加飾）／

アクセントカラー（助手席オープントレイ）

塗装インパネ助手席オーナメント／
サイドレジスター（ピアノブラック加飾）／
アクセントカラー（助手席オープントレイ）

塗装インパネ助手席オーナメント

メッキ加飾（インサイドドアハンドル）／アクセントカラー（パワーウインドゥスイッチベース）／
ピアノブラック加飾（運転席・助手席パワーウインドゥスイッチベース／シフトベース）

アクセントカラー
（パワーウインドゥスイッチベース）

手動式ウインドゥ（リヤドア）

収
納

運転席アームレスト／リヤカップホルダー＆
リヤコンソールトレイ 

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 

グレード別 主な標準装備比較表

＊X-URBANの内装色アクセント：オレンジでは、内装色に合わせたオレンジステッチとなります。

■写真はG“ブラック
ソフトレザーセレクション”

■写真はG
“ブラック

ソフトレザー
セレクション”

■写真はG“ブラック
ソフトレザーセレクション”

■写真はS（ブルーブラック）

■写真はS（ブルーブラック）

■写真はS（ブルーブラック）
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X-URBAN G S L“ブラックソフトレザーセレクション”

足
回
り

̶

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） 

̶

スペアタイヤ（応急用） T125/70D16 ̶

エ
ク
ス
テ
リ
ア

̶

シャイニーデコレーション
（メッキ加飾：ドアミラー･アウトサイドドアハンドル・バックドアガーニッシュ）

̶

フレックストーン（パーツカラー変更）
［フロントグリル･フロントバンパースポイラー・サイドマッドガード・リヤバンパースポイラー・ルーフモール］

̶

予
防
安
全

̶

Toyota Safety Sense C
・プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
・レーンディパーチャーアラート
・オートマチックハイビーム

シ
ー
ト

シートヒーター（運転席・助手席）＆排気熱回収器 ̶

X-URBAN G S L“ブラックソフトレザー
セレクション”

シート表皮 合成皮革＋ファブリック 合成皮革 スエード調ファブリック S用ファブリック L用ファブリック
内装色 アクセント：シルバー アクセント：オレンジ ブラックソフトレザー ディープブラウン ブルーブラック ブリリアントレッド ナチュラルグレー

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〉
チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉 ※1 ※2
オレンジパールクリスタルシャイン〈4X3〉 ※1
イエロー〈5A3〉
フレッシュグリーンマイカメタリック〈588〉
ブルーメタリック〈8T7〉
クールソーダメタリック〈8V7〉
パープルメタリック〈9AD〉 ※2
ディープアメジストマイカメタリック〈9AH〉

※1.ライムホワイトパールクリスタルシャイン〈082〉・チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉・オレンジパールクリスタルシャイン〈4X3〉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。
※2.チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉・パープルメタリック〈9AD〉は、シャイニーデコレーション専用色です。
■「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）’16年12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。

オレンジメタリック〈4R8〉 ブルーマイカメタリック〈8L5〉

（専用ボディカラー：チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉・パープルメタリック〈9AD〉）

グレード別 主なメーカーオプション比較表

内外配色一覧表

販売店装着オプション

■標準設定　■設定あり（ご注文時にご指定ください）

Ｔ-Connectナビ 9インチモデル NSZT-Y66T

専用に設計されたフィッティングキットにより、9型大画面ディスプレイの装着を実現しています。
■標準のクラスターパネルは「Ｔ-Connectナビ 9インチモデル専用クラスターパネル」と交換となります。
■9インチナビ取付には、一部車両部品の切削加工が必要です。

X-URBAN  Gブラック  G  S

 ■… 販売店装着オプション　■グレードアイコンの「Gブラック」は「G“ブラックソフトレザーセレクション”」です。
■詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEにてご確認ください。

販売店装着オプション
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トヨタ  アクア 主要装備一覧表 ■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

掲載
ページ LSGX-URBAN “ブラックソフトレザーセレクション”

■外装

■安全装備

■操作性

■内装・快適性

足回り

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）
175/60R16 タイヤ＆16×6J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）

タイヤパンク応急修理キット
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）

フロントグリル

フロントグリル･フロントバンパースポイラー・サイドマッドガード・リヤバンパースポイラー・ルーフモール＊2
シャイニーデコレーション（メッキ加飾）［ドアミラー･アウトサイドドアハンドル・バックドアガーニッシュ］
フレックストーン（パーツカラー変更）［フロントグリル･フロントバンパー
スポイラー・サイドマッドガード・リヤバンパースポイラー・ルーフモール＊2］

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

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）
クルーズコントロール

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）
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）

ピアノブラック加飾

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）

Toyota Safety Sense C 
・プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
・レーンディパーチャーアラート
・オートマチックハイビーム

先行車発進告知機能
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
緊急ブレーキシグナル（ハザードランプ点滅式）
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）　●ドライブスタートコントロール　●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） ＊9　など

●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
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̶
̶
29

̶
̶
̶
24
̶
27
̶
̶
̶

35
33

32・33

35
23
35
35
34
34
34

46
24
23
̶
̶
̶
29

38
40
38

̶

̶

46
27
26
25
46
46

46

46
46
46
27

46

30・31

46

48,600円（消費税抜き 45,000円）

10,800円（消費税抜き 10,000円）
54,000円（消費税抜き 50,000円）

専用色

高遮音性 高遮音性 高遮音性 高遮音性 ＊5

＊8 43,200円（消費税抜き 40,000円）

＊7 54,000円
（消費税抜き 50,000円）

43,200円（消費税抜き 40,000円）

21,600円（消費税抜き 20,000円） ＊12 ＊13

＊5

＊7

プライバシー プライバシー プライバシー プライバシー
時間調整式 時間調整式 時間調整式 時間調整式

グリーン

本革巻き＋シルバーステッチ＊10 本革巻き＋シルバーステッチ 本革巻き＋シルバーステッチ ウレタン
テレスコピック機能付

運転席アームレスト付

テレスコピック機能付 テレスコピック機能付 テレスコピック機能付
ウレタン

フロント・リヤ フロント・リヤ

＊11

フロント・リヤ フロント・リヤ フロント

上下調整式 上下調整式 上下調整式 上下調整式 シートバック一体式

6：4分割 6：4分割 6：4分割 6：4分割 一体

助手席バニティミラー付 助手席バニティミラー付 助手席バニティミラー付 助手席バニティミラー付

スエード調ファブリック S用ファブリック L用ファブリック

スーパーUVカット/撥水 スーパーUVカット/撥水 スーパーUVカット/撥水 スーパーUVカット/撥水

ブラック ブラック ブラック
ブラック

専用色塗装

54,000円（消費税抜き 50,000円）

10,800円（消費税抜き 10,000円）

エクステリア

視界

予防安全

操作系

シート

インテリア

衝突安全

全車標準装備

全車標準装備

計器盤

26・27・46

＊1

＊1

＊3
＊4

＊6

T125/70D16
T125/70D15

塗装
素地

合成皮革（シルバーステッチ）
合成皮革＋ファブリック（シルバーステッチ＊10）
ファブリック

センタークラスター・サイドレジスター・ヒーターコントロールパネル
パワーウインドゥスイッチベース（運転席・助手席）・シフトベース

合成皮革巻き（メッキモール付）
塗装
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・
サイドレジスターリング・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

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）

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）

オレンジメタリック
ブルーマイカメタリック
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16,200円（消費税抜き 15,000円） ＊5 31,320円
（消費税抜き 29,000円）

■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

掲載
ページ LSGX-URBAN “ブラックソフトレザーセレクション”

■内装・快適性

■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）　■販売店装着オプション

掲載
ページ LSGX-URBAN “ブラックソフトレザー

セレクション”

■エンターテイメント

■その他

空調

快適装備
遮音

照明

オーディオ

収納

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）
イルミネーテッドエントリーシステム（フロントパーソナルランプ＋ルームランプ）
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

オーディオレス
スピーカー
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー

ETC車載器
寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー・ウインドシールド
デアイサー・排気熱回収器・PTCヒーター＊17など）
工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）

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（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）
Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付／スモークエクステンション加飾／ランプオートカットシステム）
LEDフロントフォグランプ

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
専用サスペンション

バックカメラ
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

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）
IR＜赤外線＞カット機能付フロントドアグリーンガラス

27
27
25
̶
̶
̶

26・46
26・46
26
26
26
26

̶

42

42

44

44

27・43

43

30・31・44

̶
29

̶
47

26

̶

̶

̶
買い物フック（運転席シートバック1・リヤ席シートバック1） 26

̶

●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）  ●ルームランプ（後席） 
●ドアアームレスト（フロント:合成皮革・リヤ:樹脂）　●アクセサリーソケット（DC12V 120W）＊14  ●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　など全車標準装備

4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 2スピーカー

＊8

その他

＊1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急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. ルーフモールには積載
能力はありません。　＊3. LEDヘッドランプパッケージのLED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。　＊4. 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。　＊5. 寒冷地仕様、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。なお、UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラスは高遮音性となります。　＊6. ランプオートカットシステム付。　＊7. Toyota Safety Sense Cと先行車発進告知機能はセットでメー
カーオプションとなります。　＊8. 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。　＊9. 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。　＊10. 内装色アクセント：オレンジでは、内装色
に合わせたオレンジステッチとなります。　＊11. 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。　＊12. 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32,400円（消費税抜き30,000円）となります。　＊13. 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34,560円（消費税抜き32,000円）となります。　＊14. 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。　＊15. 販売店装着オプションとしてナビゲーションシステム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。　＊16. 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。　＊17. PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient
＊18. 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.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの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等の
機器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.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
34,560円（消費税抜き32,000円）となります。　※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。　※4.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。　※5.インパネのODO・TRIP/DISP
スイッチは非装着となります。　※6.ツーリングパッケージを選択した場合、標準装備のタイヤパンク応急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）。　※7.タッチ
トレーサー機能は、販売店装着オプションのナビゲーションシステム以外を装着した場合、正常に作動しない場合があります。　※8.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。　
■「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。
■「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）’16年12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。

スマートエントリー
パッケージ 

ツーリングパッケージ
※6 

ナビレディパッケージ
※3

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 

LEDヘッドランプパッケージ

55,080円
（消費税抜き
51,000円）

55,080円
（消費税抜き 51,000円）

108,000円
（消費税抜き 100,000円）

113,400円
（消費税抜き 105,000円）

43,200円
（消費税抜き 40,000円）

29,160円
（消費税抜き 27,000円） ※2

43,200円
（消費税抜き 40,000円）

トヨタ  アクア パッケージオプション一覧表

＊4 ＊12 ＊18

＊16

＊15

※1

※4 ※8

※4 ※5

※7
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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 ＊2
1,355 ＊2
4.8 ＊4

37.0 ＊5

“ブラックソフトレザーセレクション”

DAA-NHP10-AHXEB（B）★
1,080 ＊2
1,355 ＊2
4.8 ＊4

37.0 ＊5

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

　
1,695 
　

2,550
1,470 ＊6
1,460 ＊6

　
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

3,995
　　
1,455

140

S

DAA-NHP10-AHXNB★
1,080 ＊2
1,355 ＊2
4.8 ＊4

37.0 ＊5

X-URBAN

DAA-NHP10-AHXXB★
1,090 ＊1
1,365 ＊1
5.4

33.8

L

DAA-NHP10-AHXCB★
1,050 ＊3
1,325 ＊3
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29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29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。さらに、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29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。
＊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。
 ナビレディ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。
＊2.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。ツーリングパッケージ、ナビレディ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。
＊3.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。
＊4.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。
＊5.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。
＊6.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”“X-URBAN”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“ECB”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“EFI”“GOA”“T-Connect”“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

4,030

1,490

1,465
1,460
160

1,480
1,475

50



■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／チューニングサスペンションの採用によ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、不整地などで路面と干渉しやすくなります。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、
部品が破損する恐れがあります。　■17インチタイヤ＆専用アルミホイールの装着により、標準車に比べ走行音の増加、摩耗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。　■「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P48-49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）’16年12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P49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。
●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” “TOYOTA SAFETY SENSE” “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29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29年4月30日までに新規
登録を受ける車を対象）。さらに、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29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）’16年12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。
■価格はタイヤパンク応急修理キット、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＜’16年
12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、タイヤパンク応急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LED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。
ランプオートカットシステム付。
植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの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32,400円（消費税抜き30,000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34,560円（消費税抜き32,000円）となります。　
販売店装着オプションとしてナビゲーションシステム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. 
＊ 11. 

植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの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&排気熱回収器とビューティーパッケージを同時に選択した場合、合計で34,560円（消費税抜き32,000円）となります。
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。

＊ 1. 
＊ 2. 
＊ 3. 

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 ／ 1,430

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

最大トルク

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

G’s専用ブラックエクステンション加飾 LEDヘッドランプパッケージ
LEDヘッドランプパッケージ＊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
3枚フィン形状/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

メッキモール付

メッキ加飾

ピアノブラック加飾
ピアノブラック加飾＋メッキ加飾

シルバー加飾
シルバーステッチ/シルバー塗装

フロント：ピアノブラック加飾

スエード調ファブリック

ピアノブラック加飾パネル

運転席シートバック1・リヤ席シートバック1リヤ席シートバック1

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

16,200円（消費税抜き15,000円）

55,080円
（消費税抜き51,000円）

43,200円
（消費税抜き40,000円）

29,160円
（消費税抜き27,000円）＊2

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）＊7 ＊8
インパネ助手席オーナメント（合成皮革巻き）

シフトノブ

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
買い物フック
オーディオレス（4スピーカー）

寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー・ウインドシールド
デアイサー・排気熱回収器・PTCヒーター＊10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（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）

LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）
LEDフロントフォグランプ
リヤフォグランプ（中央）
リヤコンビネーションランプ

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＊6/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）
クルーズコントロール

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）

Toyota Safety Sense C
・プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
・レーンディパーチャーアラート
・オートマチックハイビーム

先行車発進告知機能

■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

予防安全

操作系

シート

空調

収納

オーディオ＊9

その他

LED
ヘッドランプ
パッケージ

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

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） 
タイヤパンク応急修理キット
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
G’s専用バルブキャップ

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）

2,431,963円
（2,251,818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

2,448,163円
（2,266,818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://gazooracing.com/pages/gs/aqua/をご覧ください。
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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

＊1

＊1

＊2
＊2

＊4

＊5

＊4 ＊7 ＊11

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）

Ah

フロント／リヤ

フロント／リヤ
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