
トヨタ マークX　グレード別主な装備比較表

PREMIUM(3.5L)

Premium

タイプ

■235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール
　（スーパークロムメタリック塗装）
■フロントディスクブレーキ
　(対向４ポッドキャリパー)
■FADショックアブソーバー

■215/60R16 95H＆
　16×7Jアルミホイール
■フロントディスクブレーキ
■FADショックアブソーバー（2WD）

■サイドマッドガード

■フロントロアグリル（メッシュタイプ）
■フロントフォグランプ

■フロントロアグリル　■フロントフォグランプ

■サイドマッドガード

■フロントロアグリル

■サイドマッドガード

■235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール
　（スーパークロムメタリック塗装）
■フロントディスクブレーキ
　(対向４ポッドキャリパー)
■AVS

■215/60R16 95H＆
　16×7Jアルミホイール
■フロントディスクブレーキ
■AVS

■215/60R16 95H＆
　16×7Jアルミホイール
■フロントディスクブレーキ　

■215/60R16 95H＆
　16×7Jスチールホイール
　＋樹脂フルキャップ
■フロントディスクブレーキ　

PREMIUM(2.5L) /
PREMIUM Four

350S

Sports

250G“S package”

250G / 250G Four

Standard

250G“F package” /
250G Four “F package” 

グレード エクステリア足まわり

■リヤスポイラー（ラゲージ）

■

■

■

■215/60R16 95H＆
16×7Jスチールホイール
＋樹脂フルキャップ
■フロントデ スクブレ キ

e” 

■リヤスポイラー（バンパーロア）

■メッキモール付サイドマッドガード

■フロントロアグリル（メッキ塗装）
■メッキモール付フロントフォグランプ

■プリクラッシュセーフティシステム専用
　フロントグリルエンブレム（3.5Lのみ）　
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快適・操作性 インテリア シート表皮

■本革巻きステアリングホイール　 ■本革巻きシフトノブ　
■本革シフトブーツ

■オプティトロンメーター

■スマートエントリー＆スタートシステム

■ウレタンステアリングホイール ■ウレタンシフトノブ
■合成皮革シフトブーツ

■アルミペダル（アクセル＆ブレーキ）
　＋アルミフットレスト

■本革巻きステアリングホイール
■パドルシフト　

■本革巻きシフトノブ　
■本革シフトブーツ

■運転席8ウェイパワー＋
　助手席マニュアルシート（250G/250G Four）

■運転席マニュアル＋助手席マニュアルシート
　（250G“Fパッケージ”/
　  250G Four“Fパッケージ”）

■オプティトロンメーター

■スマートエントリー＆スタートシステム

■常時発光式メーター

■ワイヤレスドアロックリモートコントロール

■フロントコンソールボックス（アクアウィッシュ®表皮）

■幾何学調パネル

■ステンレス製ドアスカッフプレート
　（フロント車名ロゴ入り）

■フロントコンソールボックス（アクアウィッシュ®表皮）

■木目調パネル（グレージュ）

■フロントコンソールボックス（アクアウィッシュ®表皮）

■運転席8ウェイパワー＋
　助手席マニュアルシート

■ブラック（スポーツタイプファブリック）

■ブラック（本革）＋運転席8ウェイパワー
　＋助手席4ウェイパワーシート
■運転席パワーイージーアクセスシステム

■ビターブラック（ファブリック）

■アイボリー（ファブリック）

メーカーオプション

メーカーオプション

設定色（詳細はＰ45をご覧ください。）

■木目調パネル（ブラウン）

■「nanoe」、「ナノイーⓇ」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。　■“アルカンターラ®”はアルカンターラ社の登録商標です。　■アクアウィッシュ®は共和レザー株式会社の商標です。
■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。　■装備類の詳しい設定につきましては、P46-47の主要装備一覧表をご覧ください。

■アイボリー（アルカンターラ®）

■フロントコンソールボックス（本革表皮）

■木目調パネル（ブラウン）

■ステンレス製ドアスカッフプレート
　（フロント車名ロゴ入り）

■運転席8ウェイパワー＋
　助手席4ウェイパワーシート
■運転席パワーイージーアクセスシステム

■オプティトロンメーター

■スマートエントリー＆スタートシステム

■本革巻き＋木目調
　ステアリングホイール

■「ナノイー」

■スーパーＵＶカットガラス

■本革巻き＋木目調シフトノブ　
■本革シフトブーツ

設定色（詳細はＰ45をご覧ください。）

■木目調パネル（ブラウン）
■ブラック（アルカンターラ®）

■フロントコンソールボックス（本革表皮）

■アイボリー（本革）
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カラーバリエーション

＊1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉はメーカーオプション＜37,800円（消費税抜き35,000円）＞となります。　＊2. 本革シートはメーカーオプションとなります。なお、カマチ材は合成皮革となります。　＊3. サイド材、カマチ材は合成皮革となります。
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）'14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。　■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
色と異なって見えることがあります。　■“アルカンターラ®”はアルカンターラ社の登録商標です。

内外配色一覧表 設定あり（ご注文時にご指定ください） メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）標準設定

ボディカラー
〈カラーコード〉

PREMIUM/
PREMIUM Four 350S/250G“Sパッケージ” 250G / 250G“Fパッケージ” /

 250G Four / 250G Four“Fパッケージ”

内装色/シート表皮 アイボリーブラック/
アイボリー（本革＊2）

木目調（ブラウン） 幾何学調 木目調（グレージュ） 木目調（ブラウン）

アイボリーブラック/
アイボリー

（アルカンターラ®＊3）

ブラック/ブラック
（アルカンターラ®＊3）

ブラック/
ブラック（本革＊2）

ブラック/ブラック
（スポーツタイプ
ファブリック）

ビターブラック/
ビターブラック 
（ファブリック）

アイボリーブラック/
アイボリー

（ファブリック）

グレード

インテリアパネル

ホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉＊1

シルバーメタリック〈1F7〉 

アイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉

ブラック〈202〉 

ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉

ダークブルーマイカ〈8T5〉 

ホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉＊1
メーカーオプション

ホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉＊1
メーカーオプション

ブラック〈202〉

カラーバリエーションカラーバリエーショーションン

シルバーメタリック〈1F7〉シルバーメタリック〈1F7〉

ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉 ダークブルーマイカ〈8T5〉

アイスチタニウムマイカメタリック〈1H4〉

ボディカラー

Premium Sports

■アイボリーブラック/アイボリー
　（アルカンターラ®＊3）
■アイ■アイボリーブラック/アイボリー（本革＊2）

　メーカーオプション

■木目調（ブラウン）

■木目調（ブラウン）

■ブラック/ブラック（本革＊2）
　メーカーオプションルカンターラ®＊3）（ア

ブラック/アイボリ （本革＊2）
オプション

■ブラック/ブラック（アルカンターラ®＊3）

■ブラック/ブラック（本革＊2）
メーカーオプション

■ブラック/ブラック
　（スポーツタイプファブリック）
■ブラック/ブラック■ブラッ

ポーツタイプファブリック（スポ

■幾何学調

■ビターブラック/ビターブラック
　（ファブリック）

■木目調（ブラウン）

ク）
■ビターブラック/ビターブラック
（ファブリック）

■木目調（グレージュ）

■アイボリーブラック/アイボリー
　（ファブリック）

内装色/シート表皮

インテリアパネル

Premium Sports Standard

Standard
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トヨタ マークX主要装備一覧表

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

3.5Ｌ 2.5Ｌ

350S 250G
“Sパッケージ”

3.5Ｌ 2.5Ｌ 2.5Ｌ

250G/250G Four
“Fパッケージ”

PREMIUM PREMIUM/
PREMIUM Four

■外装

■安全装備

■操作性

■シート

エクス
テリア

予防
安全

衝突
安全

視界

操作系

計器盤

シート

全車
標準装備

全車
標準装備

全車
標準装備

足まわり
＆

メカニズム

【足まわり】●スペアタイヤ（応急用）●フロントダブルウィッシュボーンサスペンション＆リヤマルチリンクサスペンション（5リンク）●スタビライザー（フロント・リヤ）●足踏み式パーキングブレーキ
【エクステリア】●デュアルエキゾーストテールパイプ（ディフューザー付）

全車
標準装備【シート】●6：4分割可倒式リヤシート（リクライニング機構付）●フロントシートフルフラット機構（4WDは運転席のみ）●フロントシートスライド●リヤセンターアームレスト（カップホルダー付）●シートバックポケット　

【予防安全】●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）　【衝突安全】●衝突安全ボディ“GOA”●ELR付3点式フロントシートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構＆テンション
リデューサー付）●ELR付3点式リヤシートベルト●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロント）●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）　【視界】●サイドターンランプ付電動格納式
リモコンカラードドアミラー（運転席ワイドビュー）●LEDハイマウントストップランプ●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）●ヘッドライトオートレベリング●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー

【操作系】●走行モード制御スイッチ（エコ・スポーツ・スノー）●電動パワーステアリング●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ（挟み込み防止機能＋エンジンOFF後作動機能）
●車速感応オート・電気式ドアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）●ラゲージ＆フューエルリッドオープナー　【計器盤】●デジタル時計　【ウォーニング】●キー忘れ防止ブザー●フューエル残量警告灯

プレミアムタイプ スポーツタイプ スタンダードタイプ

235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール
（スーパークロムメタリック塗装）
215/60R16 95H＆16×7Jアルミホイール
215/60R16 95H＆16×7Jスチールホイール＋樹脂フルキャップ

ディスクブレーキ 　フロント   　リヤ 
ＦＡＤショックアブソーバー
AVS（NAVI・AI-AVS＊1）
VGRS（ギヤ比可変ステアリング）
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス

ＵＶカットフロントドアガラス　撥水機能付グリーンガラス  　グリーンガラス 
UVカット機能付グリーンガラス（リヤドア・バックガラス）
フロントグリル   
フロントロアグリル   
サイドマッドガード   
リヤスポイラー（ラゲージ＆バンパーロア）
アウトサイドドアハンドル   
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ

VDIM（アクティブステアリング統合制御付）
VDIM    
VSC&TRC&EBD付ABS    
プリクラッシュセーフティシステム
レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）    
クルーズコントロール    
ヒルスタートアシストコントロール    
SRSエアバッグ    
アクティブヘッドレスト（前席）
上下調整式リヤヘッドレスト
バイキセノン式ディスチャージヘッドランプ＆LEDクリアランスランプ

フロントフォグランプ    
リヤフォグランプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊4

間欠フロントワイパー（ミスト機能付）　雨滴感応式オート  　　　　　時間調整式  

インナーミラー  　　　　  自動防眩  
  　　　　  防眩  
ヒーター付レインクリアリングドアミラー

クリアランスソナー＆バックソナー
ステアリングホイール＆シフトノブ
シフトブーツ
パドルシフト    
ステアリングスイッチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊8
アルミペダル（アクセル＆ブレーキ）＋アルミフットレスト

チルト＆テレスコピック
ステアリング　　　　　　　 　　　  マニュアル  
スマートエントリー＆スタートシステム（スマートキー2本）　   ＊9
ワイヤレスドアロックリモートコントロール（ワイヤレスキー1本、メインキー2本）
メーター（メーター照度コントロール付）
白色有機ELドットマルチインフォメーションディスプレイ

　　　　　　　　　　　　   本革
シート表皮　　　　　　　　 合成皮革
　　　　　　　　　　　　　ファブリック

運転席電動ランバーサポート　4ウェイ　　　　　　　　　　　　　2ウェイ 
快適温熱シート（運転席・助手席）   
運転席パワーイージーアクセスシステム

　　　　　　  運転席8ウェイパワー＋助手席4ウェイパワーフロントシート　運転席8ウェイパワー＋助手席マニュアル
　　　　　　　運転席マニュアル＋助手席マニュアル

2WD 110,160円
（消費税抜き102,000円）

対向4ポッドキャリパー

インテリジェントAFS付

メッキモール付

対向4ポッドキャリパー

全席

オプティトロン

本革

常時発光式

合成皮革
ウレタン本革巻き本革巻き＋木目調

アルカンターラ®
スポーツタイプ

中央席（左右席は固定式）

トップシェード付

ソフトプライバシー

スーパーUVカットガラス

2WD

メッキ塗装
専用（ミリ波）

メッシュタイプ
メッキモール付

メッキモール付

110,160円
（消費税抜き102,000円）

10,800円
（消費税抜き10,000円）

174,960円（消費税抜き162,000円）＊10 252,720円（消費税抜き234,000円）＊11

108,000円（消費税抜き100,000円）

 掲載
ページ

　

P42

P42
P42
-
-
P15
P15
P19
P32
P32
-
-
P42
P42
P42
P42
-
P33

P19
P19
P19
P34
P19
-
-
P35
P35
-
P34

P42

P44
P35
-
P34
-
-

P31
P43
P43
P15
-
P43

-

P33
P43
P33
P33

P45

P33
-
P32
P33
P33

P43

＊2
＊3

＊5

＊5

＊7

＊11＊10

＊11
＊11
＊11

＊6

電動
（オートチルトアウェイ＆リターン機能付）

Option  A

Option  B

Option  C

Option  D

アランスソナー＆バッ
アリングホイール＆シ
トブーツ
ルシフト  

グ

【予防安全】●運転席・助手
ーサー付）●ELR付3点
ンカラードドアミラー（

間欠フロントワイパー（ミ

インナーミラー

ヒーター付レインクリアリ

操作系
ステア
アルミ

チルト
ステア　　ステア

■操作性

全車
標準装備

クリア
ステア
シフト
パドル

【予防
リデュー
リモコ
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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

3.5Ｌ 2.5Ｌ

350S 250G
“Sパッケージ”

3.5Ｌ 2.5Ｌ 2.5Ｌ

250G/250G Four
“Fパッケージ”

PREMIUM PREMIUM/
PREMIUM Four

プレミアムタイプ スポーツタイプ スタンダードタイプ

235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール（スーパークロムメタリック塗装）

マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ

フロントフォグランプ

本革シート

電動リヤサンシェード

ＨＤＤナビゲーションシステム〈G-BOOK mX（Ver.2.0対応）〉   

CD、AM/FM（6スピーカー）＋AUX端子

CD、AM/FM（4スピーカー）

寒冷地仕様

全車
標準装備

空調

収納

照明

快適装備

その他

ナビ
＆

オーディオ
＊13

【収納】●カップホルダー（フロント2）●ボトルホルダー付ドアポケット（フロント2）●ボトルホルダー（リヤ2）●アクセサリーボックス（植毛付・プッシュクローズ式）●運転席小物入れ
●オーバーヘッドコンソール●グローブボックス（照明付）　【空調】●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ）●プッシュ式ヒーターコントロールパネル●リヤレジスター（風向調整式）　
【照明】●フロントパーソナルランプ●ラゲージルームランプ　【快適装備】●アクセサリーソケット（DC12V）

■内装

■エンターテイメント

盗難防止システム（エンジンイモビライザーシステム）［国土交通省認可品］
寒冷地仕様
（リヤワイパー、フロントウインドシールドデアイサーなど）＊18 
工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチなど）

41,040円（消費税抜き38,000円）＊1630,240円（消費税抜き28,000円）

31,320円（消費税抜き29,000円）

6スピーカー

 2WD

4スピーカー

43,200円
（消費税抜き40,000円）

41,040円
（消費税抜き38,000円）＊17

29,160円
（消費税抜き27,000円）

スポーツタイプ

足元照明付

助手席ランプ付運転席・助手席ランプ付

54,000円
（消費税抜き50,000円）＊5

470,880円
（消費税抜き436,000円）

＊14

545,400円
（消費税抜き505,000円）

＊7＊14

552,960円
（消費税抜き512,000円）
＊7＊14＊17

520,560円
（消費税抜き482,000円）

＊7＊16

 掲載
ページ

　

P43

-

-

P33

P32
P32

-

-
-

P33

-
-

P29

P30
P31

P30

-

P30
P30

-

-

-

350S 250G
“Sパッケージ”

250G/250G Four
“Fパッケージ”

PREMIUM PREMIUM/
PREMIUM Four

プレミアムタイプ スポーツタイプ スタンダードタイプ

ステンレス製ドアスカッフプレート（フロント車名ロゴ入り）
                             　　　  アクアウィッシュ

®表皮インサイドドアグリップ          ウレタン

ドアトリム　　　　　　　　　ソフトレザー　　　　　　　　　　　　　ファブリック

フロントコンソールボックス 　本革表皮　　　　　　　　　　　　　アクアウィッシュ®表皮 
左右独立温度コントロールフルオートエアコン（花粉除去モード付）
「ナノイー」   

イルミネーション　　　　　　フロントドアトリム　　　　　　　　　　　　　リヤドアトリム
イルミネーテッドエントリーシステム
ドアカーテシランプ

電動リヤサンシェード   
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー
アシストグリップ（格納式）［フロント1＋リヤ2］

インテリジェントパーキングアシスト
（イージーセット機能＆駐車空間認識機能付）

CD、AM/FM（6スピーカー）＋AUX端子    

CD、AM/FM（4スピーカー）    
オーディオレス
オーディオレスカバー    

HDDナビゲーションシステム〈G-BOOK mX（Ver.2.0対応）〉＆
マークX・スーパーライブサウンドシステム（12スピーカー）
＋地上デジタルＴＶチューナー＋ＥＴＣユニット ＊15
＋音声ガイダンス機能付カラーバックガイド
モニター＆サイドモニター　　　

■その他

＊11

＊14 ＊14 ＊14

＊12

＊11

＊11

＊11

★

★

★印のメーカーオプションは、同時装着できません。いずれかを選択してください。

HDDナビゲーションシステム選択時にはNAVI・AI-AVSとなります。
寒冷地仕様を選択時には、トップシェード付となります。
寒冷地仕様を選択時のみ、撥水機能付となります。
寒冷地仕様を選択時のみ、装着可能です。なお、リヤフォグランプはリヤバンパー中央に装着されます。
販売店での取付費が別途必要です。
電動リヤサンシェード選択時には、雨滴感応式オート間欠フロントワイパー、自動防眩インナー
ミラーが同時装着されます。
寒冷地仕様を選択時には、ヒーター付レインクリアリングドアミラーとなります。また、HDDナビゲー
ションシステムを選択時にはカメラ付になります。
ＨＤＤナビゲーションシステムを選択時には、クリアランスソナー＆バックソナーが同時装着されます。
オプション装着等により、各種機能スイッチが追加装着されます。詳しくは販売店におたずねください。
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。
本革シートを選択時には、運転席電動ランバーサポート（4ウェイ）が同時装着されます。

＊1.
＊2.
＊3.
＊4.

＊5.

＊6.

＊7.
＊8.
＊9.

＊10.

本革シートを選択時には、運転席電動ランバーサポート（4ウェイ）、快適温熱シート、運転席パワー
イージーアクセスシステム、運転席8ウェイパワー＋助手席4ウェイパワーシート、アクアウィッシュ®表皮
インサイドドアグリップ、ソフトレザードアトリム、フロントコンソールボックス（本革表皮）、イルミネーション
（リヤドアトリム）が同時装着されます。なお、250G“Sパッケージ”にはステアリングのオートチルト
アウェイ＆リターン機能はありません。
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを選択時には、伸縮式になります。
ナビ＆オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定につきましては販売店におたずねください。また、
ディスクによっては再生できないものがあります。
ＨＤＤナビゲーションシステムを選択時には、インテリジェントパーキングアシストが同時装着
されます。なお、カラーバックガイドモニターの音声ガイダンス機能は搭載されません。
ETCユニットの取り付けには、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。
HDDナビゲーションシステムと寒冷地仕様を同時選択した場合、554,040円（消費税抜き
513,000円）となります（寒冷地仕様の価格を含みます）。
HDDナビゲーションシステムと寒冷地仕様を同時選択した場合、586,440円（消費税抜き
543,000円）となります（寒冷地仕様の価格を含みます）。
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、ヒーター関係の信頼性・耐久性の向上を
図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

＊11.

＊12.
＊13.

＊14.

＊15.
＊16.

＊17.

＊18.

■〈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。　■“Sパッケージ”、“Fパッケージ”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。　■アクアウィッシュ®は共和レザー株式会社の商標です。　■「nanoe」、「ナノイーⓇ」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。　

選択可能メーカーオプション一覧表

Option  A

Option  F

Option  E

Option  D

Option  C

Option  B

Option  E

Option  F

Option  G

Option  H

Option     I

3.5Ｌ 2.5Ｌ 3.5Ｌ 2.5Ｌ 2.5Ｌ

Option    I

Option  H

Option  G
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フロント　
リヤ

フロント　
リヤ
フロント　
リヤ

長
幅
高

kg

kg

m

km/L

　

　
　

L

　

　

mm

　

kW［PS］/r.p.m.

N･m［kgf･m］/r.p.m.

　

L

　

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

名

全車

資金管理料金

380円

合計フロン類料金
1,650円

情報管理料金
130円

自動車リサイクル法の施行により、
右表のリサイクル料金が別途必要となります。

●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。詳しくは取り扱い販売店におたずねください。

●リサイクル料金は’14年12月時点の金額。

リサイクル預託金リサイクル料金表 

DBA-GRX133-
AETUH

1,550＊1＊2
1,825＊1＊2

DBA-GRX133-
AETSH

1,550＊1＊2＊3
1,825＊1＊2＊3

DBA-GRX130-
AETUH
1,520＊1
1,795＊1

DBA-GRX130-
AETZH（S）

1,510＊1＊2＊3
1,785＊1＊2＊3

DBA-GRX130-
AETZH

1,510＊1＊2
1,785＊1＊2

DBA-GRX130-
AETZH（F）
1,510
1,785

DBA-GRX135-
AETUH
1,570＊1
1,845＊1

DBA-GRX135-
AETZH

1,560＊1＊2
1,835＊1＊2

DBA-GRX135-
AETZH（F）
1,560
1,835

■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
■寸法・定員
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
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式
ステアリング

サスペンション
　
ブレーキ

駆動方式
■トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション
第1速
第2速
第3速
第4速
第5速
第6速
後退
減速比

5.2

10.0 11.8 10.6

71

5.4

筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御（3.5L車のみ）

2GR-FSE
3.456

V型6気筒DOHC
無鉛プレミアムガソリン＊4

94.0×83.0
11.8

234［318］/6,400
380［38.7］/4,800

筒内直接＋ポート燃料噴射装置〈D-4S〉

4GR-FSE
2.499

V型6気筒DOHC
無鉛レギュラーガソリン

83.0×77.0
12.0

149［203］/6,400
243［24.8］/4,800

筒内直接燃料噴射装置〈D-4〉

4,750
1,795

2,850

1,975
1,500

5

1,535
1,535

1,545＊5
1,545＊5

1,545
1,545 1,540

150

後輪駆動方式 4輪駆動方式

1,1701,170＊61,1701,170＊6

155

1,435 1,445

パワーアシスト付ラック＆ピニオン式
ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

マルチリンク式コイルスプリング
ベンチレーテッドディスク

スーパーインテリジェント6速オートマチック〈6 Super ECT〉
3.520
2.042
1.400
1.000
0.716
0.586
3.224
3.769

3.538
2.060
1.404
1.000
0.713
0.582
3.168
4.100

3.520
2.042
1.400
1.000
0.716
0.586
3.224
4.300

＊1. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。
＊2. HDDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。
＊3. 本革シートを装着した場合、10kg増加します。HDDナビゲーションシステムと本革シートを同時装着した場合、10kg増加します。
＊4. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
＊5. 235/45R18 94W（18×8Jアルミホイール）を装着した場合、1,535mmとなります。
＊6. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、1,125mmとなります。
      
●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。
●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。
■“TOYOTA MARK X” “D-4” “VVT-i” “ECT” “DRAMS” “VDIM” “VSC” “TRC” “VGRS” “AFS” “GOA” “OPTITRON” “G-BOOK” “TSOP” “スマイルパスポート”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　■撮影協力：P40-41 東北歴史博物館

ベンチレーテッドディスク ディスク

11,910円
シュレッダーダスト料金

7,820円
エアバッグ類料金
1,930円

トヨタ マークX 主要諸元表

3.5Ｌ
2WD 2WD 4WD

2.5Ｌ

350S “Sパッケージ” “Fパッケージ” “Fパッケージ”PREMIUM PREMIUM 250G PREMIUM Four 250G Four

（国土交通省審査値）
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G’s  Exterior

G’s  Interior

G’s  Special  Tune
G'sはサスペンションの専用チューニングに加え、ボディ剛性の向上やフロア下気流の整流化により、
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します。

■フロントサスペンションメンバーVブレース　　　
■フロントフロアパネル フロントブレース
■フロントフロアパネル リヤブレース No.1
■フロントフロアパネル リヤブレース No.2
■ロッカーフランジスポット溶接打点追加
■リヤサスペンションメンバー フロントブレース
■リヤサスペンションメンバーブレース
■リヤバンパーリインホースメント

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
フルに引き出します。

1

2

3

4

5

6

7

8

販売店装着オプション

■レッドライン仕様＋ハイグロスブラック塗装 ■レッドライン仕様＋ダークスパッタリング 

専用設計の空力パーツが、優れた整流効果を発揮。
路面を的確に捉え、卓越した操縦安定性を実現します。

●左記、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12月現在のもの＞で参考価格
です。
　　 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、
AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。

G’s専用メーカーオプション

※写真は機能説明のため一部部品を取り外しています。

※リヤはフローティングキャリパーとなります。

1

1

3

5

5

42

6
7

7

89

6

235/40R19 92Y（ブリヂストン POTENZA RE050A）＆
19×8J G's専用鍛造アルミホイール

G's専用対向4ポッドキャリパー
（レッド塗装/G'sロゴ付/スポーツブレーキ
パッド付/ベンチレーテッドディスク）

G's専用チューニングサスペンション
（フロント約20mm・リヤ約15mmダウン）

G’s専用フロアマット
1台分：38,880円（消費税抜き36,000円）〈GS00〉
G’sエンブレム付（フロント・リヤマットセンター）、ヒールパッド付（運転席）
色：ブラック（オーバーロック：レッド）　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。
●他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

G's専用4本出しマフラー
（大径バッフル）

G's専用LEDイルミネーションビームG's専用エンブレム
（フェンダー・ラゲージドア）

G’s専用ボディストライプ（メタルストライプ×G’sロゴ）
1台分：32,400円（消費税抜き30,000円）　　　 〈GSB4〉
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

剛性アップアイテム

1.4H

G's専用オプティトロンメーター
（白文字盤/G’sロゴ付）
※写真は点灯状態。

本革巻きシフトノブ（ディンプル付）＆
本革シフトブーツ（レッドステッチ）

本革巻きステアリングホイール
（レッドステッチ/ディンプル付）

G's専用エンジンスイッチ
（レッド/G'sロゴ付）

ステンレス製ドアスカッフプレート
（フロントG'sロゴ入り）

フロントコンソール
（ピアノブラック塗装）
※オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

アクアウィッシュ®表皮
インサイドドアグリップ（レッドステッチ）

インストルメントパネル
（カーボン調＋高輝度シルバー塗装）

アクアウィッシュ®表皮
フロントコンソールボックス
（レッドステッチ）

G's専用スポーツフロントシート
（アルカンターラⓇ表皮＋レッドパーフォレーション
＋レッドステッチ〈G'sエンブレム付〉）
※シートサイド材は合成皮革となります。

 空力向上アイテム

■リヤフロアアンダーカバー大型化9

1.4H

～ 意 の ま ま に 操 る 喜 び を ～

 部は設定部位
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ディンプル付

108,000円（消費税抜き100,000円）

235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール（スーパークロムメタリック塗装）

215/60R16 95H＆16×7Jアルミホイール
235/40R19 92Y（ブリヂストン POTENZA RE050A）＆
19×8J G's専用鍛造アルミホイール（レッドライン仕様＋ハイグロスブラック塗装）

235/40R19 92Y（ブリヂストン POTENZA RE050A）＆
19×8J G's専用鍛造アルミホイール（レッドライン仕様＋ダークスパッタリング）
スペアタイヤ（応急用）
パンク修理キット（スペアタイヤレス）    
  

フロント対向4ポッドキャリパーディスクブレーキ    
  リヤキャリパー
AVS（NAVI・AI-AVS＊2）
VGRS（ギヤ比可変ステアリング）
G's専用チューニングサスペンション
G's専用剛性アップアイテム
G's専用フロントバンパー　G's専用LEDイルミネーションビーム
G's専用リヤバンパー　　　G's専用エンブレム（フェンダー・ラゲージドア）
リヤスポイラー（ラゲージ）
グレードエンブレム
G's専用ボディストライプ（メタルストライプ×G’sロゴ）
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ

＊1

＊1

＊3

＊4

＊5

＊11

足まわり
＆

メカニズム

エクステリア

予防安全

視界

操作系

計器盤

シート

収納

その他

　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 350S“G’s”/250G“Sパッケージ・G’s” 350S/250G“Sパッケージ”

G’s
ベース車両

■トヨタ マークX 350S“G’s”/250G“Sパッケージ・G’s” 主要装備一覧表

350S

350S

350S“G’s”

ブラック塗装

レッドステッチ/ディンプル付

レッドステッチ

G's専用クリアレンズ＋エクステンション
（スモーク加飾）

G's専用エンジンスイッチ（レッド/G'sロゴ付）

G's専用レッドパーフォレーション＋レッドステッチ

フロントG'sロゴ入り
G's専用スポーツ

レッドステッチ

ピアノブラック塗装
カーボン調＋高輝度シルバー塗装

カーボン調
G's専用（G'sエンブレム付）

レッドステッチ

G's専用オプティトロン（白文字盤/G’sロゴ付） オプティトロン

G's専用エクステンション（スモーク加飾）

350S

250G“Sパッケージ” 

■トヨタ マークX 350S“G’s”/250G“Sパッケージ・G’s” 主要諸元表

DBA-GRX133-
VLJBTS

DBA-GRX133-
AETSH
1,550＊2
1,825＊2

2GR-FSE
3.456

無鉛プレミアムガソリン＊4
94.0×83.0
11.8

234［318］/6,400
380［38.7］/4,800
筒内直接＋ポート
燃料噴射装置〈D-4S〉

無鉛レギュラーガソリン
83.0×77.0
12.0

149［203］/6,400
243［24.8］/4,800

筒内直接
燃料噴射装置〈D-4〉

DBA-GRX130-
VLJBTZS

DBA-GRX130-
AETZH＊1
1,530＊2
1,805＊2

4GR-FSE
2.499

5.2
4,795 ／ 1,795 ／ 1,420

2,850
1,550 ／ 1,550

130
1,975 ／ 1,500 ／ 1,170＊3

5
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後輪駆動方式

スーパーインテリジェント
6速オートマチック〈6 Super ECT〉

V型6気筒DOHC

350S“G’s” 250G“Sパッケージ・G’s”

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　フロント／リヤ
最低地上高
室内　長／幅／高
乗車定員
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
駆動方式

トランスミッション

kg
kg
m
mm
mm
mm
mm
mm
名

L

mm

kW［PS］/r.p.m.
N・m［kgf・m］/r.p.m.

L

VDIM（アクティブステアリング統合制御付）
VDIM
バイキセノン式ディスチャージヘッドランプ＆LEDクリアランスランプ
フロントフォグランプ

リヤコンビネーションランプ

リヤフォグランプ
本革巻きステアリングホイール  
本革巻きシフトノブ 
本革シフトブーツ    
スマートエントリー＆スタートシステム（スマートキー2本）
メーター（メーター照度コントロール付）
　　　　　　　　アルカンターラ®（フロントG’sエンブレム付）
シート表皮　　 本革
 ファブリック
 運転席8ウェイパワー＋助手席4ウェイパワー
フロントシート 運転席8ウェイパワー＋助手席マニュアル
 運転席マニュアル＋助手席マニュアル
ステンレス製ドアスカッフプレート
　　　　　　　　　　　　　　  アクアウィッシュ®表皮
インサイドドアグリップ                

ウレタン

ドアトリム
 ソフトレザー  

 ファブリック
フロントコンソール
インストルメントパネル
センターコンソール/ドアスイッチベース
フロアマット

フロントコンソールボックス
  本革表皮

   アクアウィッシュ®表皮

CD、AM/FM（6スピーカー）＋AUX端子
オーディオレス（6スピーカー）
オーディオレスカバー   
盗難防止システム（エンジンイモビライザーシステム）［国土交通省認可品］
寒冷地仕様（リヤワイパー、フロントウインドシールドデアイサーなど）

HDDナビゲーションシステム〈G-BOOK mX（Ver.2.0対応）〉＆
マークX・スーパーライブサウンドシステム（12スピーカー）
＋地上デジタルＴＶチューナー＋ＥＴＣユニット＊8
＋音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター＆サイドモニター

74,520円（消費税抜き69,000円）

252,720円（消費税抜き234,000円）＊6

250G“Sパッケージ” 
110,160円（消費税抜き102,000円）

41,040円（消費税抜き38,000円）＊10

31,320円（消費税抜き29,000円）

スポーツタイプ

フロント車名ロゴ入り
＊6

＊6
スポーツタイプ

高輝度シルバー塗装
幾何学調＋高輝度シルバー塗装

幾何学調

＊6

＊6

520,560円
（消費税抜き482,000円）

＊9＊10

G's専用（レッド塗装/G'sロゴ付/
スポーツブレーキパッド付/
ベンチレーテッドディスク）

350S

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。

■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。　■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装着により、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。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。　■19インチハイグリップタイヤ＆専用アルミホイールの装着により、ベース車に比べ走行音や摩耗
レベルが違うことや、雪道、凍結路面でのグリップが低下する場合があります。　■専用対向4ポッドキャリパーを装着しているため、スペアタイヤ（応急用）を装着することができません。　■専用4本出しマフラー（大径バッフル）を装着しているため、ベース車両に比べ、音質が変化します。
また、素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。　■専用対向4ポッドキャリパーは、すぐれた制動力を発揮すると同時に剛性感あふれるブレーキタッチを実現しています。また、その制動力などによりブレーキング時に鳴きが発生したり、ブレーキディスクや
ブレーキパッドの摩耗が早くなる性質があります。　■「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。

詳しくは、http://dkwt.toyota.jp/gs/lineup/markx/をご覧ください。

■内外配色一覧表

メーカー希望小売価格 ＊1
（消費税抜き）

北海道地区メーカー
希望小売価格 ＊2
（消費税抜き）

4,320,000円
（4,000,000円）

4,361,040円
（4,038,000円）

3,692,572円
（3,419,048円）

3,733,612円
（3,457,048円）

■価格表

＊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。　
■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（11,910円＜'14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。

350S“G’s”

250G
“Sパッケージ・G’s”

ボディカラー〈コード〉 内装色

〈062〉

〈1F7〉

〈1H4〉

〈202〉

〈3Q3〉

〈5B7〉

〈8T5〉

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

アイスチタニウムマイカメタリック

ブラック

ダークレッドマイカメタリック

アウェイクンイエロー

ダークブルーマイカ

ブラック

＊ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉はメーカーオプション
＜37,800円（消費税抜き35,000円）＞となります。

■その他の標準装備はP46-47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」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”、“Sパッケージ・G’s”、“Sパッケージ”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。　■アクアウィッシュ®は
共和レザー株式会社の商標です。
＊1.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。なお、G’s専用対向4ポッドキャリパーを装着しているため、
ベース車両のアルミホイールを装着することができません。　＊2.HDDナビゲーションシステム選択時にはNAVI・AI-AVSとなります。　＊3.マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを選択時
には、アシストグリップ（格納式）が伸縮式になります。　＊4.寒冷地仕様を選択時のみ、装着可能です。なお、リヤフォグランプはリヤバンパー中央に装着されます。販売店での取付費が別途必要です。
＊5.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。　＊6.本革シートを選択時には、運転席
8ウェイパワー＋助手席4ウェイパワーシート、アクアウィッシュ®表皮インサイドドアグリップ、ソフトレザードアトリム、フロントコンソールボックス（本革表皮）の他、運転席電動ランバーサポート
（4ウェイ）、快適温熱シート、運転席パワーイージーアクセスシステム、イルミネーション（リヤドアトリム）が同時装着されます。なお、250G“Sパッケージ”にはステアリングのオートチルトアウェイ＆リターン
機能はありません。　＊7.ナビ＆オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定につきましては販売店におたずねください。また、ディスクによっては再生できないものがあります。　＊8.ETCユニット
の取り付けには、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。　＊9.HDDナビゲーションシステムを選択時には、クリアランスソナー＆バックソナーが同時装着
されます。　＊10.HDDナビゲーションシステムと寒冷地仕様を同時選択した場合、554,040円（消費税抜き513,000円）となります（寒冷地仕様の価格を含みます）。　＊11.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、ヒーター関係の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

G's専用4本出しマフラー（大径バッフル）　 
G's専用空力向上アイテム 

■ステアリング：パワーアシスト付ラック＆ピニオン式
■サスペンション（フロント／リヤ）：ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング／
　マルチリンク式コイルスプリング
■ブレーキ（フロント／リヤ）：G's専用φ356mmベンチレーテッドディスク／
　φ310mmベンチレーテッドディスク

ナビ
＆

オーディオ
＊7

＊1. 250G“Sパッケージ”は車両型式の末尾に（S）が付きます。
＊2. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。
＊3. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、1,125mmとなります。
＊4. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分
　　に発揮できません。
●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。

■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。　
■“TOYOTA MARK X” “G’s” “D-4” “ECT” “VDIM” “VGRS” “OPTITRON” “G-BOOK”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
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