
350RDS/ 250RDS 250S/ 250S Four

Photo：350RDS。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＞。内装色はブラック/レッド。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：250S Four。ボディカラーはダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉。内装色はブラック。寒冷地
仕様＜22,680円＞はメーカーオプション。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。

メーカー希望小売価格＊1 メーカー希望小売価格＊1

メーカー希望小売価格＊1 メーカー希望小売価格＊1

北海道地区メーカー希望小売価格＊2 北海道地区メーカー希望小売価格＊2

北海道地区メーカー希望小売価格＊2 北海道地区メーカー希望小売価格＊2

3,850,200円 3,207,600円3,872,880円 3,237,840円

3,434,400円 3,452,760円3,464,640円 3,475,440円

3,565,000円（消費税抜き） 2,970,000円（消費税抜き）

3,180,000円（消費税抜き） 3,197,000円（消費税抜き）

3,586,000円（消費税抜き） 2,998,000円（消費税抜き）

3,208,000円（消費税抜き） 3,218,000円（消費税抜き）

350RDS
（2WD）

250S
（2WD）

250RDS
（2WD）

250S Four
（4WD）

GRADE  SELECT ION
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250G/ 250G Four 250G “F package”/ 250G Four “F package”

Photo：250G。ボディカラーはブラック〈202〉。内装色はブラック。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：250G“Fパッケージ”。ボディカラーはシルバーメタリック〈1F7〉。内装色のフラクセンは
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。

＊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11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。　■価格はスペアタイヤ（応急用）、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。　■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　

■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。　■自動車リサイクル法の施行により、47ページ記載のリサイクル料金が別途必要となります。

メーカー希望小売価格＊1 メーカー希望小売価格＊1

メーカー希望小売価格＊1 メーカー希望小売価格＊1

北海道地区メーカー希望小売価格＊2 北海道地区メーカー希望小売価格＊2

北海道地区メーカー希望小売価格＊2 北海道地区メーカー希望小売価格＊2

2,916,000円 2,656,800円2,953,800円 2,694,600円

3,161,160円 2,901,960円3,191,400円 2,932,200円

2,700,000円（消費税抜き） 2,460,000円（消費税抜き）

2,927,000円（消費税抜き） 2,687,000円（消費税抜き）

2,735,000円（消費税抜き） 2,495,000円（消費税抜き）

2,955,000円（消費税抜き） 2,715,000円（消費税抜き）

250G
（2WD）

250G
“F package”
（2WD）

250G Four
（4WD）

250G Four
“F package”
（4WD）
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ボディカラー
〈カラーコード〉

グレード 350RDS / 250RDS 250S / 250S Four 250G / 250G“F package” /
250G Four / 250G Four“F package”

内装色 ブラック ブラック / レッド ブラック / ホワイト ブラック ブラック ブラック フラクセン

シート表皮 本革＊1 アルカンターラ®＋合成皮革 本革＊1 スポーツ
（ファブリック） ファブリック

シートステッチ色 エクリュ ブラック（前席ショル
ダー部はレッド）

ブラック（前席ショル
ダー部はエクリュ） エクリュ ライトグレー ライトグレー ブラウン

インテリアパネル ブロックデコ ジオメトリック クロッチウッド
ホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉＊2
シルバーメタリック〈1F7〉 
ブラック〈202〉
プレシャスブラックパール〈219〉＊2
ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉
トゥルーブルーマイカメタリック〈8W1〉

内外配色一覧表

I N TER IOR  COLOR  &  SEAT  MAT E R I AL

250S/ 250S Four

350RDS/ 250RDS 350RDS/ 250RDS

250G/ 250G Four/ 250G“F package”/ 　

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

シート表皮： ファブリック（スポーツ）

シート表皮： アルカンターラ®＋合成皮革 シート表皮： アルカンターラ®＋合成皮革

シート表皮： ファブリック

インサイドドアグリップ表皮：アクアウィッシュ®

ドアトリム表皮：ソフトレザー

インサイドドアグリップ表皮：樹脂
ドアトリム表皮：ソフトレザー

内装色：ブラック

内装色：ブラック/レッド 内装色：ブラック/ホワイト

内装色：ブラック

標準設定

標準設定
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ヨーロッパで極められた上質マテリアル。
アルカンターラ®シート表皮
ヨーロッパを拠点に、インテリア、ファッション業界からも
高い評価を受けている「アルカンターラ®」。柔らかで繊細
な肌触り、乗る人をやさしく包み込むホールド性があり、
高級ソファのようなくつろぎを演出します。またパーフォ
レーション(一定間隔に開けられた打ち抜き穴)を施す
ことで、優れた通気性と透湿性を確保しています。
［350RDS/250RDSに標準装備］
■“アルカンターラ®”はアルカンターラ社の登録商標です。

＊1. メーカーオプションとなります。メーカー希望小売価格は、
350RDS/250RDSが180,900円（消費税抜き167,500円）、
250S/250S Fourが213,300円（消費税抜き197,500円）と
なります。また、本革シートのシート背面・ヘッドレストなどに
は合成皮革を使用しています。
＊2. メーカーオプションとなります。メーカー希望小売価格
は、ホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉が37,800円
（消費税抜き35,000円）、プレシャスブラックパール〈219〉
が54,000円（消費税抜き50,000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＜（消費税込み）'16年11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。

■写真は250G。 ■写真は250G“F パッケージ”。

■写真は350RDS。

350RDS/ 250RDS/ 250S/ 250S Four

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

本革に近いソフトな触感と、優れた吸放湿性。
アクアウィッシュ®表皮インサイドドアグリップ
有機溶剤を一切使用しない、環境性能に優れ
たアクアウィッシュ®を採用。心地よい触感、優
れた吸放湿性を備えています。使用部位ごと
に快適性を最適化し、手で握るグリップ部位に
は、汗を吸収しやすい性質を持たせています。
［350RDS/250RDSに標準装備。その他グレードは、本革
シート（メーカーオプション）選択時に装着されます］
■アクアウィッシュ®は共和レザー株式会社の商標です。

シート表皮： ファブリック

シート表皮： 本革

インサイドドアグリップ表皮：樹脂
ドアトリム表皮：ファブリック

インサイドドアグリップ表皮：樹脂
ドアトリム表皮：ファブリック

インサイドドアグリップ表皮：アクアウィッシュ®

ドアトリム表皮：ソフトレザー
インサイドドアグリップ表皮：アクアウィッシュ®

ドアトリム表皮：ソフトレザー

内装色：フラクセン

内装色：ブラック

標準設定

設定あり メーカーオプション＊1

設定あり

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■写真は販売店装着オプションのオーディオレスカバー装着車です。
■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。 41



350RDS 250RDS 250S/ 250S Four 250G/ 250G Four
"F package"

エクステリア

フロントバンパーモール（ダークメッキ）＆
ロアグリル（メッシュ）＆LEDフロントフォグランプ

フロントバンパーモール
（ピアノブラック）＆
ロアグリル（メッシュ）＆

LEDフロントフォグランプ

フロントバンパーモール
（クロームメッキ）＆

ロアグリル（サイドフィン）＆
LEDフロントフォグランプ

フロントバンパーモール
（クロームメッキ）＆
ロアグリル（サイドフィン）

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（メッキモール付） アウトサイドドアハンドル
（カラード）

Bi-Beam LEDヘッドランプ＆LEDクリアランスランプ/ デイライト 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

スーパーUVカットフロントドアグリーンガラス（撥水機能付） UVカットフロントドアグリーンガラス

UVカット機能付ソフトプライバシーグリーンガラス（リヤドア・バックガラス） UVカット機能付グリーンガラス（リヤドア・バックガラス）

18インチアルミホイール（スパッタリング塗装）
16インチアルミホイール
（切削光輝＋

ダークグレーメタリック塗装）
16インチアルミホイール
（シルバーメタリック塗装）

16インチスチールホイール
（樹脂フルキャップ付）

インテリア

本革巻き4本スポークステアリングホイール（ディンプル付）＆
本革巻きシフトノブ&パドルシフト

本革巻き4本スポークステアリ
ングホイール（ディンプル付）＆

本革巻きシフトノブ

ウレタン4本スポーク
ステアリングホイール＆
ウレタンシフトノブ

アルミペダル（アクセル＆ブレーキ）＋アルミフットレスト ペダル（アクセル＆ブレーキ）＋フットレスト

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
フロントシート

運転席マニュアル＋
助手席マニュアル
フロントシート

快適温熱シート（運転席・助手席） - -

電動チルト&テレスコピックステアリング（オートチルトアウェイ&リターン機能付） マニュアルチルト&テレスコピックステアリング

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） - -

「ナノイー」 - -

6スピーカー 4スピーカー

スマートエントリー&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

その他
Toyota Safety Sense P

AVS FADショックアブソーバー（2WD）

GRADE  CHART

■「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。　■装備類の詳しい設定は、44ー45ページの主要装備一覧表をご覧ください。

マークX グレード別主な標準装備比較表
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EQU IPMENT  L I ST

掲
載

ペ
ー
ジ

350RDS 250RDS 250S/ 250S Four
250G/ 250G Four

“F package”

外装・メカニズム

足
ま
わ
り
＆
メ
カ
ニ
ズ
ム

235/45R18 94W＆18×8Jアルミホイール（スパッタリング塗装） 42
2WD 

164,160円
（消費税抜き152,000円）

215/60R16 95H＆16×7Jアルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装） 42

215/60R16 95H＆16×7Jアルミホイール（シルバーメタリック塗装） 42
215/60R16 95H＆16×7Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 42

ディスクブレーキ
フロント（ベンチレーテッド）

ー
対向4ポッドキャリパー

リヤ ベンチレーテッド
AVS 13
FADショックアブソーバー 13 2WD

エ
ク
ス
テ
リ
ア

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 33 スーパーUVカット ＊1
グリーンガラス ー

UVカット機能付グリーンガラス（リヤドア・バックガラス） ー ソフトプライバシー
フロントバンパーモール 42 ダークメッキ ピアノブラック クロームメッキ
ロアグリル 42 メッシュ サイドフィン
リヤスポイラー（ラゲージ＆バンパーロア） 42
アウトサイドドアハンドル ー メッキモール付 カラード
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（挟み込み防止機能＋エンジンOFF後作動機能付） 35 108,000円（消費税抜き100,000円）

全車
標準
装備

【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）　●DRAMS　●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】 ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス　●サイドマッドガード　●デュアルエキゾーストテールパイプ（ディフューザー付）　●エアスパッツ（フロント・リヤ）

安全装備

予
防
安
全

Toyota Safety Sense P

プリクラッシュセーフティシステム
（歩行者検知機能付衝突回避
支援タイプ／ミリ波レーダー＋
単眼カメラ方式）

20

レーンディパーチャーアラート
（ステアリング制御機能付）

21オートマチックハイビーム
レーダークルーズコントロール
（ブレーキ制御付）

ドライブスタートコントロール 22
VDIM ［EBD付ABS＆VSC＆TRC＆EPS］ 14
VSC & TRC & EBD付ABS ー
ヒルスタートアシストコントロール 22

衝
突
安
全

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）、
SRSニーエアバッグ(運転席)

23

アクティブヘッドレスト（前席／上下調整式） 23

上下調整式リヤヘッドレスト ー 全席 中央席
（左右席は固定式）

視
界

Bi-Beam LEDヘッドランプ＆LEDクリアランスランプ/デイライト 22
42

64,800円
（消費税抜き60,000円）

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

22
42

LEDフロントフォグランプ 22
42

21,600円
（消費税抜き20,000円）

リヤフォグランプ ー
LEDハイマウントストップランプ ー プライバシー用
ヒーター付ブルードアミラー ー ＊3

全車
標準
装備

【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）＊4　●衝撃感知式フューエルカットシステム　●チャイルドプロテクター（リヤドア）
【視　　界】 ●時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト機構付）＊5　●防眩インナーミラー　●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）　●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）　●ヘッドランプオートレベリング　●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー

操作性

操
作
系

クリアランスソナー＆バックソナー 31 32,400円 （消費税抜き30,000円）
4本スポークステアリングホイール 42 本革巻き（ディンプル付） ウレタン
シフトノブ ー 本革巻き ウレタン
シフトブーツ（合成皮革） ー
パドルシフト 14
ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・
オーディオ・TRIP・音声認識・ハンズフリー通話・車間距離切替・
レーンディパーチャーアラート）

31

アルミペダル（アクセル＆ブレーキ）＋アルミフットレスト 42

チルト＆テレスコピックステアリング
電動（オートチルトアウェイ＆
リターン機能付） ー
マニュアル

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／スマートキー2本） 31

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） ー

計
器
盤

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） 31
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 31

全車
標準
装備

【 操 作 系 】 ●走行制御モードスイッチ（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 　●タコメーター
【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

トヨタ マークX 主要装備一覧表

＊2

＊6

＊7
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■ 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。　 
■ “F package”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11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。　
■ “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。　

＊1. 寒冷地仕様を選択時のみ、撥水機能付となります。　
＊2. 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。
＊3. 寒冷地仕様を選択時には、ヒーター付ブルードアミラーとなります。
＊4. 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い。
＊5. 寒冷地仕様を選択した場合、ロックバック機構付となります。 
＊6. 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・オーディオを装着した場合に操作可能となります。また、ハンズフリー通話は販売店装着オプションナビを、
       音声認識スイッチはT-Connectナビを装着した場合に操作可能となります。詳しくは別冊のAUDIO VSIUAL & NAVIGATION CATALOGUEにてご確認ください。
＊7. 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。
＊8. 本革シートのシート背面・ヘッドレストなどには合成皮革を使用しています。
＊9. 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）、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。
＊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）、運転席パワーイージーアクセスシステム、アクアウィッシュ®表皮インサイドドアグリップ、イルミネーション（リヤドアトリム）が同時装着されます。
＊11. 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。
＊12. 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。
＊13. 販売店装着オプションとしてナビ・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。
＊14. 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。
＊15. 寒冷地仕様を選択時には、補助ヒーター付となります。

　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

掲
載

ペ
ー
ジ

350RDS 250RDS 250S/ 250S Four
250G/ 250G Four

“F package”

内装

シ
ー
ト

シート表皮

本革
40
41

＊9
180,900円

（消費税抜き167,500円）

＊10
213,300円

（消費税抜き197,500円）

アルカンターラ®＋合成皮革

ファブリック スポーツ

運転席電動ランバーサポート
4ウェイ 33 ＊9 ＊10
2ウェイ ー

快適温熱シート（運転席・助手席） 33
運転席パワーイージーアクセスシステム 33 ＊9 ＊10

フロントシート
（前後スライド＋リクライニング＋
運転席シート上下アジャスター）

運転席8ウェイパワー＋
助手席4ウェイパワー 33

運転席8ウェイパワー＋
助手席マニュアル

ー
運転席マニュアル＋
助手席マニュアル

イ
ン
テ
リ
ア

センタークラスター（ピアノブラック） ー
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） 35

インサイドドアグリップ表皮
アクアウィッシュ® 40

41
＊10

樹脂

ドアトリム表皮
ソフトレザー 40

41ファブリック
収
納 合成皮革フロントコンソールボックス表皮（昇温抑制機能付） 35

空
調

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） 33

「ナノイー」 33

照
明

イルミネーション
フロントドアトリム

ー
リヤドアトリム ＊9 ＊10

イルミネーテッドエントリーシステム 33 足元照明付
ドアカーテシランプ ー
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー ー 運転席・助手席ランプ付 助手席ランプ付
アシストグリップ（格納式）［フロント1＋リヤ2］ ー ＊11

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）　●リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）　●シートバックポケット　
【収   納】 ●フロントカップホルダー2個 　●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　
              ●ダンパー付グローブボックス（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）＊12

エンターテインメント

ナ
ビ
＆

オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス（カバーレス） 35 6スピーカー 4スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ ー
オーディオレスカバー ー

その他

そ
の
他

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］ ー

寒冷地仕様
（ウォッシャー連動間欠式リヤワイパー、
フロントウインドシールドデアイサーなど）

ー 22,680円
（消費税抜き21,000円）

30,240円
（消費税抜き28,000円）

2WD  30,240円
（消費税抜き28,000円） 2WD  37,800円（消費税抜き35,000円）

4WD  22,680円
（消費税抜き21,000円） 4WD  30,240円（消費税抜き28,000円）

補助ヒーター ー ＊15
　　 2WD ＊15

4WD
タイヤ交換用工具 ー

＊13

＊8

＊14
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3.5L 2.5L

2WD 2WD 4WD

350RDS 250RDS 250S 250G 250S Four 250G Four
“F package” “F package”

■車両型式・重量・性能

車両型式 DBA-GRX133-
AETTH

DBA-GRX130-
AETTH

DBA-GRX130-
AETSH

DBA-GRX130-
AETZH

DBA-GRX130-
AETZH（F）

DBA-GRX135-
AETSH

DBA-GRX135-
AETZH

DBA-GRX135-
AETZH（F）

車両重量 1,560＊1 1,520＊1 1,510 1,570＊1 1,560

車両総重量 1,835＊1 1,795＊1 1,785 1,845＊1 1,835

最小回転半径 5.2 5.4

燃料消費率 10.0 11.8 10.6

主要燃費改善対策 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）
■エンジン
型式 2GR-FSE 4GR-FSE

総排気量 3.456 2.499

種類 V型6気筒DOHC V型6気筒DOHC

使用燃料 無鉛プレミアム
ガソリン＊2 無鉛レギュラーガソリン

内径×行程 94.0×83.0 83.0×77.0

圧縮比 11.8 12.0

最高出力〈ネット〉 234［318］
/6,400 149［203］/ 6,400

最大トルク〈ネット〉 380［38.7］
/4,800 243［24.8］/4,800

燃料供給装置
筒内直接＋
ポート燃料噴射
装置〈D-4S〉

筒内直接燃料噴射装置〈D-4〉

燃料タンク容量 71

■寸法・定員
全長 4,770

全幅 1,795

全高 1,435 1,445

ホイールベース 2,850

トレッド
フロント 1,535 1,545＊3 1,545

リヤ 1,535 1,545＊3 1,545 1,540

最低地上高 155 150

室内
長 1,975

幅 1,500

高 1,170＊4 1,170 1,170＊4 1,170

乗車定員 5

■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 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 ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
リヤ マルチリンク式コイルスプリング

ブレーキ
フロント ベンチレーテッドディスク

リヤ ベンチレーテッド
ディスク ディスク

駆動方式 後輪駆動方式 4輪駆動方式
■トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション スーパーインテリジェント6速オートマチック〈6 Super ECT〉
第1速 3.520 3.538 3.520

第2速 2.042 2.060 2.042

第3速 1.400 1.404 1.400

第4速 1.000 1.000 1.000

第5速 0.716 0.713 0.716

第6速 0.586 0.582 0.586

後退 3.224 3.168 3.224

減速比 3.769 4.100 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. 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。
＊3. 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。
＊4. 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。

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

●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”“TOYOTA SAFETY SENSE” “D-4” “VVT-i” “ECT” “DRAMS” “VDIM” “VSC” “TRC” “GOA”“T-Connect” “OPTITRON” “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

●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。

トヨタ マークX 主要諸元表

（国土交通省審査値）

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’16年11月時点の金額。

リサイクル預託金リサイクル料金表 

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
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