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Photo:1.5G"PRIMESＴYLE"oボ ディカラーはスー パーレッドV<3PO>。 内装色 はブラック。

アイドリングストップ機能 〈79,920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。

PhotO:1.5X。 ボディカラーはシルバーメタリック<1F7>。 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。

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

1.5L2WD 1,886,073円 1.746,364円 1,905,513円 1.764,364円

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

1.3L2WD 1,615,091円 1.495.455円 1,638.851円 1.517.455円

　　 　 2WD
1.5L

1,656,327円 1,533,636円 1,675,767円 1,551,636円

4WD 1,813,418円 1.679.091円 1,830,698円 1.695.091円

θ
＼

Photo:1,5G。 ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070>〈32,400円 〉はメーカーオプション。

① 内装色 のクローブブラウンは設定 色(ご 注文時 に指 定が必 要です。指定が ない場合にはブラックにな 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。

② 内装色 はブラック。オーディオレスカバー く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 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

1.3L2WD 1,756,473円 1.626.364円 1,780,233円 1.648.364円

　 　　 2WD
1.5L

1,797,709円 1.664,545円 1,817,149円 1,682,545円

4WD 1,954,800円 1.810.000円 1,972,080円 1.826.000円
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PhOtO:1,5S。 ボデ ィカラーはデ ィープアメジス トマイカメタリック 〈9AH>。 内装色 はブラック。オーディオレスカバー 〈1,296円 く取付費 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 消費税抜き 北海道地区メーカー希望小売価格*2 消費税抜舌

1.5L2WD 1,9051709円 11・764・545円 11925,149円 1.782.545円

Q

*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1よメーノ」一希望 小売価格 〈(消 費税8%込 み)'14年5月 現在 のもの〉で参考価 格です。価 格、取イ・」費1よ販売店 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 費は含まれていまぜん。

■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 の計 器盤 は機 能説明 のために各ランプを点灯させ たものです。実際 の走行状 態を示すもので はありません。

■室 内の写真 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。 国 一痢 一'i-It..,ll巳.1-.:.}＼..:..・ 一{・.IIl....1・ ・.「二・;.ll・.!、斐 ・..一
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W/DESELEC「/ONワ イβ勧レクション 方 ラーノ「り工 ー ション COLOR　 VAR〃l　 r10〃
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シート表皮

G　 "PRIME　 STYLE"

ソク

ホ ワイトパール クリスタルシャイン 〈070>

メーカーオプション
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Photo:1,5G車 いす仕様車(タ イプ1)"助 手 席側 リヤシート付'L

ボディカラーはスー パーホワイト1<040>。
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ブロンズマイカメタリック 〈4T3>
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oto:1.3x車 いす仕様車(タ イプ1)"助 手席 側 リヤシート付'L

ボ ディカラー はライトブルーマイカメタ1」ック〈8S7>。
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Photo:1.3X車 いす仕様車(タ イプ1)`'助 手席側 リヤシー ト付'L内 装 色はブラック。オーデ ィオレスカバー 〈1,200円(取 付費 が別途必要)〉 は販売店 装着オプション。

サテ ンプルー マイカメタリック 〈8V9>

車いす仕様車 専用色

スーパーホ ワイト1〈040>
一.蓼'.

」

デ ィープアメジス トマイカメタリック<9AH>

ノ

ミ

S

ツク

■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。

メーカー希望小売価格*1(消 費税非課税) 北海道地区メーカー希望小売価格*2(消 費税非課税)

G1.5L2WD 2,041,000円 2,059,000円

X1.3L2WD 1,916,000円 1,938,000円

■」サイクル料金表 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。

●車いす仕様車(タ イプ1)"助 手席側リヤシート付"1ま
「型式指定自動車」のため、

持ち込み登録の必要はありません。

■リサイクル料 金は'14年5月 時 点の金額 。

型 式
リサイクル預託金

資金管理料金 合 計
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

全 車 5,350円 1.930円 1.650円 130円 380円 9,440円

■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)が 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、取扱い販売店におたずねください。

*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。 ■車 いす仕様車 の消 費税 は非課税 とな り、メーカー希望 小売価 格 は消 費税抜 きの価格 とな ります。

■価格 はメーカー希望 小売価格 〈(消 費税非 課税)'14年5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。

■写 真の計 器盤 は機能説 明の ために各ランプを点灯 さUた ものです。実際 の走行 状態 を示すものではあ りまUん 。 ■室内 の写真は機 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。

口臣.動皐 リ1.1イニわILt去:り施行に∫1・」、1-;ヨ」)1}リ1'ノ1し糟`}t声が 別途赫 窒とな1・」:ζT.

標準設定 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)

グ レー ド X S
車いす仕様車

`PRIME　 STYLE" G
G X

内装色 ブラック ブラック クローブブラウン*2 ブラック ブラック ブラック クローブブラウン*2 ブラツク

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070>*1

シル バーメタ リック 〈1F7>

ブラックマイカ〈209>

スー パー レッドV〈3PO>

ブロンズマイカメタリック〈4T3>

ライトブルーマイカメタリック<8S7>

サテンブルーマイカメタリック〈8V9>

ディープアメジストマイカメタリック〈9AH>

スーパーホワイト1〈040>

*1.ボ デ ィカラーのホワイトパー ルクリスタルシャイン 〈070>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.内 装 色 のクローブブラウンは設定 色(ご 注 文時 に指 定が必 要です。指 定が ない場合 にはブラックにな ります)。
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トヨタ ラクテ ィス グレー ド別 装備比 較表
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G　 "PRIME　 S了YLE"

175/60R16タ イヤ&5%zJア ルミホイール

(センターオーナメント)

G X

175/60R16タ イヤ&5%Jス チールホイール

(樹脂 フル キャップ)

バイキセノン式ディスチャージヘッドランプ(スモークタイプ)

メッキフロントグ リル

フロントフオグランプ

プ ロジ ェクター式八 口ゲ ンヘッドラ ンプ

メ ッキフロン トグリル

S

185!60R16タ イヤ&5%Jア ルミホイール

(セ ンターオーナメ ント)

ユーロサスペンション

リヤデ ィスクブ レーキ

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ(スモークタイプ)

メッキフロントグ リル(ス モークタイプ)

フロントフォグランプ

LEDリ ヤコンビネーションラ ンプ

1

UVカ ットプライバシーガ ラス(リ ヤ ドア ・リヤクォーター ・バ ックドア)

UVカ ット・IRカ ット機 能付 フロントウインドシール ドグリーンガラス(合 わせ)/ス ーパーUVカ ット・IRカ ット機 能付 フロン トドアガ ラス

アジャスタブルデ ッキボ ード(2WD)★

本革 巻き3本 スポークステアリング

(シル バーステッチ)

デ ッキアンダー トレイ(4WD)

本革巻き3本 スポークステアリング

デッキアンダー トレイ(4WD・2WD★)

ウレタン3本 スポー クステアリング

アナログメーター

本革巻 きシフトノブ

(シル バーステッチ)

本革巻きシフトノブ

高輝 度シル バー塗装

(サ イドレジスター ・シフ トレバ ーベ ゼル)

運 転席 ・後席 アームレスト 運転 席アームレス ト

スマー トエントリー&

スター トシステム★

ウレタンシフ トノブ

ブラツク

(サ イドレジ スター ・シフトレバ ーベゼル)

&
ワイヤレスドアロック

リモートコントロール

カラー ド

サイドマツドガー ド

マフラーカッター

アジャスタブルデ ッキボー ド

本革巻 き3本 スポークステア リング

(オレンジステッチ)

&パ ドルシフト

アナログメーター(S専 用)

本 革巻きシフトノブ

(オレンジステッチ)

高 輝度 シル バー塗装

(サイドレジスター ・シフ トレバーベゼ ル)

運 転席アームレスト

スマー トエントリー&

スター トシステム

36

★車いす仕様車は設定が異なりま窮 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯きせたものです。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、38～39ペ ージの主要装備一覧表をご覧くだきい。

Accessories　 &　 Customize 販売店装着オプション

Exterior　 Dress　 up

,窯。lo聰募岨
トヨタ純正 用品(販 売店装 着オプ ション)

トヨタ自動車(株)の 取り扱い商品です,

Driving　 5uρ ρo「 亡&θ 亡〃ltJ/

エ ア ロ パ ー ツ セ ッ ト

霞 ≡〕　G　"PRIME　 STYLE"、 　G、　X、除
く車 いす仕 様車 、マッドガード、コーナーセンサー

(フ ロント左右 ・ボイス4セ ンサー)付 車

Photo:G。 ボディカラーはサテンプルーマイカメタリック

〈8V9>。175/60R16タ イヤ&5%zJア ルミホイール 、パノ

ラマルーフはメーカーオプション。フロントスボイラー、リヤ

バンパースポイラー、サイドマッドガード、LEDフ ォグランプ

を装着 しています。

フェンダ ー ランプ

(電動リモコン伸縮式・フロントオート)

運転 席か らワンタッチでポー ルの伸縮 が可 能。

キ ーのON/OFFに も連 動す るオー トタイプ。

囲 除くコーナーセンサー(フ ロント左右 ・ボイス4セ ン
サー)、ブラインドコーナーモニター(販売店装着オプション)
付車

ラ ェンダ ー ランプ

(デザインタイプ)

スモール ランプに連動 してポール 先端 が ブルー に

点灯 する スマー トなデ ザインの 固定 式フェンダ ー

ランプ。

段 定〕除 くコーナ ーセンサー(フ ロント左 右 ・ボイス4セ ン
サー)、 ブラインドコーナーモニター(販 売店装着 オプション)

付 車

Audio　 Visu∂1　 8　 1V∂vig∂tion

オー トリトラクタ ブル ミ ラー

ドアの ロック ・アンロックに連動 して

ドアミラーが格 納 ・復 帰。

囲 全車

■車内のミラースイッチが格納位置の場合は、
連動しません。また、キーがACC/ONポ ジ
ションでは連動しません。
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車幅延長線(緑色) 予想進路線俵ざ 工場装着バックカメラ用

ヒ

.oロ臓■■■幽 醐胴L

距離目安線(赤 色)約0.5m先

一_㌧1

ス マー トナ ビNSZT-W62G囲 全車

ガ イ ドキ ッ ト*1*2

囲 販売店装着オプションナビかつ
ナビレディパッケージ付車

●ナビレディパッケージ選択車に、車庫入れ
など後退運転時にステアリング操作の参考に
なるガイド線を画面表示することができま玄
*1.後 方距離および車幅の補助ラインは

あくまで目安です。
*2.音 声案内は縦列駐車のみとなります

ETC車 載器 ビルトインタイプ

(ボイスタイプ)

■販売店装 着オプションの詳しい設定等 につきましては、別 冊 のAccessories　 &　Customize　 Catalogueお よびAUDIO　 VISUAL　 &　NAVIGATION　 CATALOGUEに てご確認くだ亡い。
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トヨタ ラクティス 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
ペーシ

G X S
車いす仕様車(タイプ1)

`PRIME　 STYLE"
G X

15L(2WD)
13L(2WD)/

15L(2WD4WD)
15L(2WD) 15L(2WD) 13L(2WD)

■外装&メ 力ニズム

タ175/60R16タ イヤ&5}創 スチール ホイール(樹 脂 フル キャップ) 36
イ

ヤ175/60R16タ イヤ&5渥 」アルミホイール(セ ンターオーナ メント)

ホ
イ
1
ル

36
59,400円

(瀬 税臆55,000円)

55,000円

(消 費 税非課税)

185/60R16タ イヤ&5%Jア ルミホイール(セ ンターオーナ メント) 13・36

スペアタイヤ(応急用)*1 一 10,800円(消 費税抜 き10,000円)

足回りユーロサスペンション&リ ヤディスクブレーキ 1336

UVカ ット・IRカット機能付フロントウインドシールドグ1」一ンガラス(合 わぜ) 2336

スーパーUVカ ット・IRカ ット機能 付フロントドアガラス 2336

UVカ ットプライバシーガラス(リ ヤ ドア ・リヤクォーター ・バックドア)*2 2336

パノラマルー フ

エ　 [UVカ ットル ーフガラス(合 わせ ガラス ・グレー)*3*4
ク/電 動ルーフシェー ド(挟 み込 み防止機 能付)]
ス

22
108,000円

(消鰍 抜き100,000円)

15L・2WD

108,000円

(韻 税抜き1001000円)

テ カラー ドフロントバ ンパー 一
リ
ア メッキフロントグリル 36 スモークタイプ

カラー ドアウトサイドドアハ ンドル 一

カラー ドサイドマッドガード 36

リヤル ーフスポイラー 一 ハイルーフ用

マフラーカッター 36

全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*5● スタビライザー(フ ロント)*6● フロントディスクブレーキ ●足踏み式パーキングブレーキ　 ●UVカ ットグリーンガラス(フ ロント
クォーター)● ループアンテナ(可 倒式)

■安全装備

バイキセノン式ディスチャーシヘッドラ ンプ

(オー トレベリング機能 付 ・スモー クタイプ)
2936 48,600円(消 費税 抜き45,000円)

プロシェクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレヘリング機能付) 36 スモークタイプ

鐸 サイドターンランプ付電動格納式リモ・ンカチ ドドアミチ ・7 29

LEDリ ヤコンビネーションランプ 2936

フロントフォグランプ 36

リヤフォグランプ*8 一

予　 EBD(電 子制動力配分制御)付ABS&ブ レーキアシスト 29

要　 S-VSC　 (・チアリ・グ協調輌 雄 性制御システム)&T・C
全

29

緊急ブレーキシグナル 29

衝　 SRSエ アバッグ(運 転席 ・助手席) 28

萎　 SRSサ イドエアバ・グ(運 転席・助手席)&
全　 SRSカ ーテンシールトエアバッグ(前 後席)

28 43,200円(消 費税抜 き40,000円)
40,000円

(消費税非課税)

全車標準装備
● リヤ ウイン ドゥデフォッガー*9● ウォッシャ一連勤 間欠フロントワイパー(ミ スト付)● リヤ ワイパー ●拡散 式 ウォッシャーノズ ル(フ ロント)● ハイマウントストップランプ

(LED)*10● 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)● リやELR付3点 式シートベ ルト ●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 や左右席)*11● チャイル ドプ ロテクター(リ ヤ トア)● 防眩インナーミラー

■操作性

スマー トエントリー(運 転席 ・助手 席 ・パックトア/ド

ァ アンサ ーバック機能付/ス マートキー2個)&ス ター トシステム*12
2536

皐 ワイヤレスドアロツクリモ_ト コントロ_ル
1(ア ンサーバック機能付/ワ イヤレスキー1本) 36

セキュリティ盗難防止システム(エ ンジンイモビライザーシステム)[国 土交通省認可品] 一

マルチインフォメーションディスプレイ付計器盤
アナログメーター

2736 S専 用

TFTマ ルチインフォメーションデ ィスプレイ付*13 27

本革巻ぎ3本スポークステアリングホイール 36 シルバーステッチ オレンジステッチ

ウレタン 36

チルト
ステアリング機構

17

チルト&テレスコピック 17

本革巻き 36 シル バーステッチ オレンジステッチ
操 シフトレバーノブ
作 ウレタン 36
系

ACTIVE　 CVTシ ステム

〔7速 スポーツシー ケンシャルシフトマチック・CVT　 SPORTモ ー ドコ
27 15L パドルシフト付

クルーズコントロール 27 15L・2WD

コンライト(ライト自動点灯 ・消灯システム) 一

ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)*13 27

オートエアコン(花 粉除去モード付)&プ ッシュ式ヒーターコントロールパネル 23
空 マニュアルエアコン&ダ イヤル式ヒーターコントロールパネル
調 23

ナノイー*ド ライブシャワー 23 *3

全車標準装備
●電動パワーステアリング ●シフトポジションインジケーター ●パワーウインドウ(運転席ワンタッチ式 ・挟み込み防止機能付)■ ドアキー連動電気式パワードアロック(バックドア

連動)● デジタルクロック ●エコドライブインジケーターランプ ●運転席 ・助手席シートベルトウォーニング(ランプ+ブ ザー)● ブレーキウォーニング ●フユーエル残量ウォー

ニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォ一二ング(ブザー)● キー忘れ防止ウォーニング(ブ ザー)● メーター照度コントロール ●クリーンエアフィルター

つ尼わる
オコ ト

本カタログでは一部のページを除いて、つたわるフォントを使用しています
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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
ペーシ

G X S
車いす仕様車(タ イプ1)

"PRIME　 STYLE"
G X

1、5L(2WD)
13L(2WD)/

15L(2WD・4WD)
15L(2WD) 15L(2WD) 1、3L(2WD)

■内装

ソフトパッド表皮

[インストルメントパネルアッパー部&フ ロントドアアッパー部(左 右)]
一

加 センタークラスター(ブ ラックメタリック塗装)
一

飾 インサイドドアハンドル 一 メッキ ブラック メッキ メッキ ブラック

サ イドレジスター 36 高輝度シルバー塗装 プラツク 高輝度シルバー塗装 高輝度シルバー塗装 プラツク

シフトレバーベゼル 36 高輝度シルバー塗装 ブラック 高輝度シルバー塗装 高輝度シルバー塗装 ブラツク

アジャスタブルデッキボード 1936 2WD

収 デッキアンダートレイ*1 1936 4WD

納 デッキフック(2個) 19

トノカバー 　

イル ミネーテッド ルームラ ンプ
一

鋸 エントリーシステム ルームラ・プ・エ・シンスイ・チ
一 *4

ラゲー シルームランプ
一 *14

トリム ファブリックドア トリム
一

装 快 サンバイザー 運転席+助 手席バニテイミラー付 24

備 適(運 転席チケットホルダー付)運 転席バニティミラー付 24

全車標準装備
■フロ ント・リヤ ドアポ ケット(ボ トルホル ダー付)● 助 手席インパネアッパー ボックス ●助 手席 グローブボ ックス(ダ ンパー付)● セ ンターコンソール(カ ップホル ダー4個)

●助手 席 トレイ ●買い物 フック(グ ローブボックス内)● コートフック(1個)● ルームランプ ●フロントパーソナルランプ ●回転式アシストグリップ(フ ロント2個 ・1」ヤ2個)

● トアスカ ッフプ レー ト ● アクセサ リーソケット(DC12V・120W)*15

■シー ト

シー ト表皮(フ ァブリック) 35 G巴PRIME　STYLE"用 G用 X用 S用 G用*16 X用

運転席上下アジャスター
フロントシート

17

運転席アームレスト 24

助手席シートバックポケット 24

チルトダウン機構(遠 隔可倒レバー付) 17 2WD

ダブルフォールディング機構リヤ
シート(64分 割)

17 4WD

ダイブイン機構 30

後席アームレスト 824

■エンター テインメ ント

ステア1」ングスイッチ(オーディオ+八 ンズフリー操作1*18*19
25 31,320円(消 費税抜 き29,000円)*22*23

29,000円

(消費税非課税)ナビレデ イ バ ックカメラ*20

パツケージナビ ・
工場装着バックカメラ用ガイトキット*20*21 2537

オーディオ

*17オ ーデ ィオレス(カ バーレス) 25 6ス ピーカー 4ス ピーカー 6ス ピーカー 6ス ピー カー 4ス ピーカー

オーデ ィオレスカバー 25

トヨタ純正ナ ビ ・オーディオ 37

■その他

アイドリングストップ機能(Toyota　 Stop&Start　 System)　 *13 26 2WD79,920円(消 費税抜き74,000円)*22*23*24

寒冷地仕様*25 　

1、3L(2WD)23,760円(消 費税抜 吉22,000円)*23*24

1、5L(2WD)19.440円(消 費税抜 き18,000円)*23*24

1、5L(4WD)17,280円(消 費税抜 き16,000円)

18,000円

(消費税非課税)

22,000円

(消費税非課税)

ETC車載器*26 37

工 具(ジ ャッキ ・ジャッキハントル ・ハブナットレンチ) 一

■車いす仕様車専用装備

ハイルーフボディ/ス ロープ(引き出し式)/専 用リヤバンパー/後 輪エア

サスペンション(草書降下機能付)/車 高調整インジケーター/バ ックドア
30

クッション/車 いす固定装 置(リ や電動式)+セ ーフティベルト+セ ーフティ

バー/車 いす用ハンドグリップ/車 いす用3点 式シートベルト(ELR付) 31

/専 用フロアカーペット/夜 間照明灯*14/デ ッキトレイ など

◆"PRIME　 STYLE"は グレード名称ではありません。

◆rnanoe」 、「ナノイー」及びrnanoe」 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」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た亡い。

◆価格はメーカー希望小売価格〈(消費税8%込 み)'14年5月 現在のもの〉で参考価格でず

価格は販売店が独自に決めていますので、詳しくは各販売店におたずねくだざい。

*1ス ペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、2WD用 デッキアンダートレイは下段が

装着亡れません。また、4WD用 デッキアンダートレイは中央部分が装着亡れません。
*zバ ンクドアガラスの色はリヤトアガラスおよびリヤクォ一夕ーガラスよりも色が薄いタイプ

となりま菰
*3パ ノラマルーフをメーカーオプション選択した場合、ナノイー*ドライブシャワーは装着できまぜん。

*4パ ノラマルーフをメーカーオプション選択した場合、イルミネーテットエントリーシステム

はフロントパーソナルランプ+ル ームランプ+エ ンシンスイッチとなりま克
*5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1ま装着されません。

*65の スタビライザーは、ユーロサスペンション用にチューニングしたもので虞

*7、寒冷地仕様を選択した場合、サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラートドアミラー

(ヒーター付)となりま菰
*8寒 冷地仕様を選択した場合に装着できま克 その場合、右側に装着きれま克

*9　G"PRIME　 STYLE"、　G,　5は タイマー付となりま坑

*10車 いす仕様車はリヤルーフスポイラー装着、車いす仕様車以外は室内装着となります。

*11チ ャイルトシートは汎用ISOFIX対 応チャイルドシート(新保安基準適合)の み使用でき

ま克 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1ま販売店に

おたずねくだ亡い。
*12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がら約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たきい。電波発信を停止すること
もできますので詳しくは販売店にご相談くだ亡い。

*13ア イドリングストップ機能をメーカーオプション選択した場合、アナログメーター(TFTマ ルチ

インフォメーションディスプレイ付)+ス テアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)
が装着されまず

*14車 いす仕様車は、車 いす乗車スペースの助手席側足もとに設置きれる「夜間照明灯」と

なります。
*15120W以 下の電気製品をご使用くだきい。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ので、詳しくは販売店におたずねくだ亡い。
*16リ ヤシートの表皮の一部がGと 異なります

*17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 ご驚 いただくか、販売店に

おたずねくたきい。なお、ナヒレディパッケーシにナビゲーションは含まれません。販売店

装着オプションのナビゲーションが必要となりま克
*18ス テアリングスイッチ(オーディオ+ハ ンズフリー操作)は、販売店装着オプションのナビ

ゲーションを選択した場合に操作可能となりま克
*19ナ ビレディパソケージとアイドリングストソプ機能を同時にメーカーオプション選択した

場合、ハンズフリー操作スイッチは装着亡れません。

*20ス テアリング操作に連動するガイト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)が必要です。
*2]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。

*22ナ ビレディパッケーシとアイドリングストップ機能を同時にメーカーオプション選択した場合

は、13L(2WD)15L(2WD)109,080円(消 費税抜き101.000円)と なります
*23ナ ビレディパッケージとアイドリングストップ機能と寒冷地仕様を同時にメーカーオプション

選択した場合は、13L(2WD)126,360円(1肖 費税抜き117.000円)、15L

(2WD)125,280円(消 費税抜き116,000円)と なります:
*24ア イトリングストップ機能と寒冷地仕様を同時にメーカーオプション選択した場合は、13L

(2WD)97,200円(消 費税抜き90,000円)、15L(2WD)96,120円(消 費税抜き

89.000円)と なりまず
*25寒 冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、ウイントシールトデアイサー、PTCヒ ーター

(補助ヒーター)、リヤヒーターダクト等の装備の充実を図っています 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。
*26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。
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トヨタ ラウティス 主要諸元表

2WD ヰWD 2WD

1.5L1.3L 1.5L 車いす仕横車 汐イブrl

喧 x s岳 x 岳x
1.5L1.ヨL

但x

■車両型式 ・重量 ・性能

車両型式 DBA一 DBA一 DBA-　 DBA一 DBA一 DBA-　 DBA一 DBA-　 DBA一

NCP12⑪ 一 NCP12ロ ー N(二P120-NSP120一 NS円2D一 N〔P125-NCP125一 N〔P〕22-NSP122一

⊂HX{≡K古 牢1 CHXXK☆ CH)く5K☆ 　 〔HXG巳 ☆ CHXXB☆ CH){GK　 CH}くX匡 CHX島 国■　 CHX}くB●

車両重量k葛 LllO押1.090非 〕 1,170 1,1601,14Q

車両捕吏量　　　　　　　　　　　　 kg 1、3呂5‡ 三1、 ヨ65申 ヨ 1,斗45 ],4351,ヰ15

螺料 臨k耐L
消費串(国 土支道省審査値}

コ号,0〔20.白}+420.O{21.呂}非4 16.6 19,019.4

主要燃費改善対策 粘 ミラーサイクル、可変バルプタイミンゲ描鞘、 可変パルプタイミング'機構
、電動パワーステアljング'、 電動パワーステアリング,充電制御

、 充電制御、自動無段変連樒
自動無醍変速機

可莚パルプタイミング機構、

電動パワーステア1」ング.
充電制御、

自動無段空運槌 灘灘1
最小回転半径m 4,gI5.44.9 4.9 4.曹

■寸法 ・定員

全長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 mm 31曹q5 ヨ,995 ヨ.950

全幅 「円m

全高　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm

ホイールベース.　 mm

116雪5

]15晶5

21550

1,缶95

1〒岳05

2,550

1,695

㌔7口5

2,550

トレ1ソド フロ ントr刊m

l」ヤ　　　　　　　　　 rn叩

1,485

1,斗75

114701,4呂5

1,4601呂75

1,4呂5

1,斗75

1,4呂5

も ヰ75

量低地上高　　　　　　　　　　　　　　　mm

室内 長　　　　　　　　　 mm

幅　　　　　　　　　　mm

高 「口叩

14514⑪

11呂75

11420

1,310柚

1ヨ0

1,965

1,420

1,ヨ10

1ヰ5

1,910

1,420

1,ヰ1⑪

乗車定員 名 5 5 5幸7

■エンジン

型式

種類

1NZ-FE 〕NR-FKE

直列ヰ気筒DOHC

1　 ]NZ-FE 1　 1NZ-FE 1NR-FKE

燃料供給装置

総排気量 L 1,ヰ96

EFI(電 子制田式鰹料噴射装置)

1.32曹 1.49告 1.4q昏 1.ヨ2曹

内径冗行程 rnm 75,0耳 星斗,7 72.5耳 目0,5 75.口xg4,7 75.o冒 星斗.7 72,5耳 目口.5

正確比 1LO 13.5 10.5 11.O 13.5

鷲 誓 ・MP・幅 ・. 呂OUσ 帥 晦0σ0 7ヨ 〔9骨ワ6』oσ 76Bσ 引 ノ6,σoo
巳o(]o引

妬10DO

7319助

梅 ⑪oo

鷺 罵 ク ・州k・ … 幅 ・・ 136(13.9}ノ4.島00 121〔12.3}戸 ヰ1珊0 1ヨ2113.5}件 斗00
13も(コ ヨ.馴

戸4,800

121U2.3}

性 軸o

値開無料 無鉛レギュラーガソリン

燃料タンク杏量 L 斗2 142 130
■ ステア1」ンク'・サスボ ンション ・ブ レーキ ・駆 動方 式

ステア1」ング

サ スペンシヨン フロ ント

ラlyク&ピ 二才ン

マウフ:戸一ソン ・ス トラ リト式

コイルスプ1」ング

ラ ック&ピ ニオ ン

マゥワ ァー ソン ・ス トラ ット式

コイル スプ1」ング

ラック&ビ 二方ン

亨ウワ了一ソン ・ス トラット式

コイル スプリング

1」ヤ

ブ レー キ フロ ント

トーシ ョンビーム式

コイルス プ1」ング

ベンチ レー〒 ツドデ ィス ク

ト・一ションピー ム式

コイル スプ1」ング

ペ ンチレーテ ツドディスク

トーシ ョンピーム 式

エア ズプ'リング

ベンチ レー テッドデ ィス ク

1」ヤ 1」一デ ィングトレー1」ンゲ式 ドラム1デ ィスク リーディングトレーIDグ 式 ドラム 1」一デ ィンヴ'トレー1」ンゲ式 ドラム 1」一ディンゲトレー1」ング'式ドラム

駆動方式 前軸距甜方式 4輔 駆動方式 前輪駆動方式

■変速比 ・堪里庄

トランスミ・yション 自動 無段 変≡臣機(Sup芒r　 CVT-i} 自動 無段 ≡聖運機(Super　 CVT-D

[A⊂ 丁工VE　⊂VTシ ステ ムコ [A⊂TIVE　 CVTシ ステム]

前進 2.4馴 〕～2.3呂 岳+ 2.3B石 ㌣ 2.4且0.千2.ヨB6㌔

0.ヨ96耶 畢0.42色 O.411輯 o.ヨ 舶 柵o.426

接遇 2.604叶1.6邑02.505坤1.736 2,505 三.60ヰ伸1.朗G2.5⑪ ト1173直

描連比 5.3565,Bヨ3 5.石9昼 5.ヨ5岳5.昼33

幸1.　"PRIME　 ～-YLE"　 d〕車両型 式甜末 尾に1ま 帽)が つ吉ます、

幸2.CIl甲R工 岡ESＴY王'1、 〔≡{1,5L2W口}に パノラ亨ルー〕査メーカー オプション装着 した

揚音1ま,1σkg培 明しま在
*3 .井fド1」 ンゲ試ト'1プ椹 能をメーカーオプション装着 した場台1よ、1Qkg.[師 口します,

恥] .{1内 の数 値1孟、Pイ ド1」ンゲスト1μゴ櫨 能否 メーカー封プシ」ン装着 した場告 告

白ヨ.アノト1」ングスト.Jプ構 琵琶 其一カーオプション撞着 した場 台、アイド1」ングス1-'プ 蛙 置 が

迫 力:古れ 幸す1車 いす仕 樺車膏田 ぞく2WD車1、

妬.G"PRIME5HLE'1,〔 ≡{1,5L2W口}に パノラ〒ルーフ任メーカーオプション装 着した

揚音1ま.1.2目 口mmと 套ります。

宗7、車いす乗車 時は,車 いす1名+ヨ 名乗阜 ピなLjま す.

掌圧7違4ポ ーツシーケンシ 刊 レシフトマ千ッウ付と写ります。

●燃 料消 白垂1ま足曲 昏把疋試 覇業 宇≒的もとで田植で・す.お 書様咀 使同苗 境{気 豊.法 話等}や

運転 方法 〔忘発進 、=ゴ ココ使 用等}に 応じて燃料溝貝 軍 は異 なります、

●エンジコ出力表示 には、耳'」ト値 とグ ロ且値 があります。1'ゲコス」ほエ ンリン単 体で測 定した

石の で曲 り、「ネ"Jト 」とは丁ン三」ンを車両 に搭載 した 状態 ヒ1ま1ま1司条 件で測 定 した 芒のです。

同 じ二」コンで別定I」た揚音,「 卒ット」は1.ゲロユ」よりも寸ソIJコ 自動車で約15%程 度 低 い恒

〔自工 芸 調理}と 二甘コて1.は す巾

寸 法 図:

ト三夕 ラク テ ィス

1.5G2WD

〔単位:「r,m:1

岬
曲
用

[

亭

●(三車いす仕聾車 〔タイプ1}、x車 いす仕操車{タイプ1}1ま 、消音龍が非課税となります.

去た、身体障がい者の方、もしく1まご軍旗の方が購-古 れ苗場台に、固や地方自治体によ苔音程

助成措置 がご用意古れてい幸す.詳しくは最寄 り帥福祉箏務所 ・税務署 ・胡道府県税碩務所 ・
警察署に事前にお問い台わ甘くだ亡い。

●背明の草画は、鞘境黄応車 背理促進税制師埋音串です。ご請人時に自動車取得説の薯糊
置が受け吊れます{早成27年 三月ヨ1日まで1、また、自動車重星租田軽詰措置が受けられ圭す

{平成27巾4月 ヨ〔〕日までに新規笠踊垂垂1:寸着車任古家}。背⊆1]的車両1;、アイド1」ングストップ

構能菅冥一;,一寸ゴ」ヨン珪着Lた 場台.二購入時的翌年度曲目動目視について軽油措置が受け
られ圭す{平宙2呂年三月ヨ1日までの新車登録百を対象}.詳 しく1ま肛売店1こおたずねくだ亡い、

■"Ractis"　 1'PRIME　 S　Y!_E"　"EFI"　 °VS〔 阜嗣－R{二1,'G口A"　 itlS口 ≡〕1'
"Wcicab"　 "FR工END卜 詞A－工〔,['VVT -「'"TECS"1ま

トヨg自 勤車{株1の 商標です、

■道路担 送車両{孟によ石自動車 型]端 旨定申請書 曲恒 ■製造事 業青;ト ヨタ自動車 株式会社
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