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■写真はイメージです。

それは、あなたの

自由を広げるヴィッツ。

その大胆な表情が物語るように、

こんどのヴィッツは、ますます個性的。

ハイブリッドが加わってさらに賢くなりながら、

ただのお利口さんにはなりませんでした。

むしろその賢さを、自由を広げる力に変えて。

走りはじめます。ヴィッツはもっと、楽しいほうへ。
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Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉
はメーカーオプション。185/60R15
タイヤ＆5½Jアルミホイール、フロント
フォグランプはメーカーオプション。LED
ランプセット、ナビレディセットはメーカー
セットオプション。　■写真は合成です。
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Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉
はメーカーオプション。185/60R15
タイヤ＆5½Jアルミホイール、フロント
フォグランプはメーカーオプション。LED
ランプセット、ナビレディセットはメーカー
セットオプション。　■写真は合成です。
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Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉
はメーカーオプション。185/60R15
タイヤ＆5½Jアルミホイール、フロント
フォグランプはメーカーオプション。LED
ランプセット、ナビレディセットはメーカー
セットオプション。　■写真は合成です。
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Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉は
メーカーオプション。内装色はブラック。
フロントフォグランプはメーカーオプション。
LEDランプセット、ナビレディセットはメーカー
セットオプション。　■写真は販売店装着
オプションのT-Connectナビ9インチ
モデル装着状態イメージです。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。
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Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉は
メーカーオプション。内装色はブラック。
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Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉
はメーカーオプション。185/60R15
タイヤ＆5½Jアルミホイール、フロント
フォグランプはメーカーオプション。LED
ランプセット、ナビレディセットはメーカー
セットオプション。　■写真は合成です。
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EQUIPMENTS
AND SPECS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

HYBR I D

GA SOL I N E

PACKAG I NG

COMFORT

S TORAG E  S P AC E

S A F E T Y

COLOR  V A R I A T I ON

I N T E R IOR  V A R I A T I ON

GRADE  V A R I A T I ON

GRADE  CHAR T

ヴィッツを知るための、１０のこと。

Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉
はメーカーオプション。185/60R15
タイヤ＆5½Jアルミホイール、フロント
フォグランプはメーカーオプション。LED
ランプセット、ナビレディセットはメーカー
セットオプション。
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＊1. THSⅡ：Toyota Hybrid System Ⅱ　＊2. エンジンとモーターにより、動力性能として発揮できる出力。社内算定値。　＊3. TFT［薄膜トランジスタ］：Thin Film Transistor　＊4. 設定した
各モードスイッチをもう一度押せば、「通常走行モード」に戻ります。　＊5. ハイブリッドシステムの状態によっては使用できない場合があります。また、走行距離は、ハイブリッドバッテリーの
状況によって異なります。詳しくは販売店におたずねください。　■写真の計器盤と画面表示は、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。　■表示される画面は、グレードやオプション装着により異なります。　■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。

マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチカラーTFT液晶）

4.2インチカラーTFT＊3液晶に、多彩な運転情報の他、エコ運転をサポート
する情報を表示します。エネルギーモニターなどハイブリッドならではの
コンテンツも用意しました。

エネルギーモニター エコウォレット履歴 燃費ランキング

①エコドライブモード＊4

燃費優先の走りに制御。アクセル操作に対する
駆動力とエアコンの消費電力などを省エネ化します。

クルーズコントロール

高速道路などにおいて、アクセルペダルを踏まなくても
定速走行が可能になります。

車両接近通報装置

歩行者に対してクルマの接近等を知らせるために、発進から
車速約25km/hのEV走行中と後退時に自動で発音します。

②EVドライブモード＊4＊5

モーターのみで静かに走行。深夜のエンジン音や、
ガレージでの排出ガスを抑えたいときに便利です。

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID Uに標準装備

モードスイッチ

①

②

01
コンパクトで軽快。そんなヴィッツに、ハイブリッド車が仲間入りです。

ハイブリッドバッテリーの配置を工夫して、室内や荷室の広さはそのままに。

毎日の移動をもっと気軽にする、優れた燃費性能を実現しました。

ちょっとそこまでが、またまた長くなりそうです。

HYBRID

効率を一段と高めた、ハイブリッドシステムを搭載しました。

※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。

■写真はイメージです。34.4km/L燃料消費率
（国土交通省審査値）

1.5L 小型ハイブリッドシステム

モーターとエンジンの長所を最大限活かしながら、低燃費と優れた
走りを両立するTHSⅡ＊ 1。モーターやエンジン、インバーターなど
の制御を改良することで、さらに燃費性能を高めました。

※

HYBRID BATTERY
HYBRID U“Sportyパッケージ”/HYBRID U/HYBRID F/HYBRID Jewela

1NZ-FXE ENGINE

ハイブリッドシステム 1.5Lエンジン（1NZ-FXE） 1LMモーター

最高出力

73kW（100PS）＊2

最高出力［NET］

54kW（74PS） / 4,800r.p.m.
最大トルク［NET］

111N・m（11.3kgf・m）/3,600-4,400r.p.m.

最高出力

45kW（61PS）
最大トルク

169N・m（17.2kgf・m） 
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Photo：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉
はメーカーオプション。185/60R15
タイヤ＆5½Jアルミホイール、フロント
フォグランプはメーカーオプション。LED
ランプセット、ナビレディセットはメーカー
セットオプション。　■写真は合成です。
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25.0km/L燃料消費率
（国土交通省審査値）

1.3L 1NR-FKE VVT-iEエンジン（2WD） ［アイドリングストップ機能付］

トヨタがハイブリッド車で培ってきたアトキンソンサイクルや、クールドEGR＊1に加え、VVT-iE＊2を採用し、
燃費と走りを両立したエンジン。アイドリングストップ機能との融合により低燃費を実現しています。

※

アトキンソンサイクル クールドEGR VVT-iE

トヨタのハイブリッド車に採用されている
エンジン技術をガソリン車に搭載。膨張比を
高くし排熱を抑え、高圧縮比化（13.5＊3）
することで、優れた熱効率を実現します。

排出したガスを水で冷やしてから吸気側へ
導き、再度吸気させる技術。エンジンの
熱効率を高めるとともに、排出ガス中の
NOx（窒素酸化物）低減にも貢献します。

可変バルブタイミングを油圧ではなく、
電動モーターで制御。低回転時や油温が
低いときも最適に制御し、低燃費とパワ
フルな走りを両立します。

ハイブリッド車の技術を注いだ省エネエンジン。

1.3U“Sportyパッケージ”/1.3U/1.3F/1.3Jewela

すべてのエンジンでエコに配慮しています。

24.0km/L燃料消費率
（国土交通省審査値）

※

＊4

1.0L 1KR-FE VVT-iエンジン（2WD）
［アイドリングストップ機能付］

1.0F“SMART STOPパッケージ”/
1.0Jewela“SMART STOPパッケージ”

21.6km/L燃料消費率
（国土交通省審査値）

※

1.0L 1KR-FE VVT-iエンジン
（2WD）

1.0F/1.0F“Mパッケージ”/1.0Jewela

18.0km/L燃料消費率
（国土交通省審査値）

※

1.3L 1NR-FE VVT-iエンジン
（4WD）

1.3U/1.3F/1.3Jewela

※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。

02
ガソリン車でももちろん、優れた低燃費を実現しているヴィッツ。

アイドリングストップ機能をはじめ、さまざまなエコ技術を採用しました。

どれを選んでもエコだから、あなたのスタイルを最優先に考えられます。

エコの選択肢は、ハイブリッドだけではありません。

GASOLINE
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＊1. EGR：Exhaust Gas Recirculation　＊2. VVT-iE：Variable Valve Timing - intelligent by Electric motor（電動連続可変バルブタイミング機構＜吸気側＞）　＊3. 社内測定値。
＊4. オプション装着により、燃料消費率が23.2km/Lとなった場合、平成27年度燃費基準＋10％達成車となります。　＊5. シフトが「D」レンジの状態でブレーキを踏み、車両が停止すると
エンジンが自動的に停止します（エンジン停止には、いくつかの条件があります。詳しくは販売店におたずねください）。　＊6. アイドリングストップ中のエアコンは送風となります。オートエアコン
装着車の場合、一部条件では送風に切り替わったあと、送風を停止することもあります。　■写真の計器盤と画面表示は、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。　■表示される画面は、グレードやオプション装着により異なります。　■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。

信号待ちや一時停止時に、エンジンのアイドリングを自動的にストップ＊5。ブレーキペダルから足を離すだけで、素早く再始動します。
またアイドリングストップ状態でも、オーディオやナビは使用可能。空調は車内外の環境に応じて自動制御します＊6。また、状況によっては
エンジンを始動し、エアコンを作動させることで、快適性を優先します。

1.0F、F“Mパッケージ”、1.0Jewelaを除くガソリン車（2WD）に標準装備

アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）

1.0F、F“Mパッケージ”、1.0Jewelaを除くガソリン車（2WD）に標準装備。U（4WD）、1.3F（4WD）、
1.3Jewela（4WD）にインテリジェントクリアランスソナーとセットでメーカーオプション

マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチカラーTFT液晶）

高精細の液晶画面に、エコ運転へと導く多彩な情報を表示。エコジャッジや
燃費ランキングなど、ゲーム感覚で楽しめるコンテンツが充実しています。

エコジャッジ 燃費ランキング 燃費履歴

停車時
ブレーキを踏むだけ

スタート時
ブレーキを離すだけ

坂道発進時

停車すると、瞬時に
エンジンをストップ。

ブレーキを離すと、
素早く再始動。

坂道での再始動時には、
坂道発進補助機能により
車両の後退を抑制。

Photo：1.3U“Sportyパッケージ”。
ボディカラーはアバンギャルドブロンズ
メタリック〈4V8〉。フロントフォグランプ
はメーカーオプション。　■写真は合成です。
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ドライブを、一つひとつ快適に。

シャープな小回り

小さく曲がれるので、
入り組んだ路地での取り回しや
縦列駐車、車庫入れ、Uターンも
スムーズに行えます。

ゆとりを感じる室内空間

1,250mm＊2の室内高を確保することで、想像以上の広々空間を
実現。膝まわりにも十分なゆとりを設けました。

B  運転席シート上下アジャスター
座ったまま、シートの上下位置を、レバーでスムーズに調整できます。

C  すっきり広々の三角窓
ドアミラー横の大きな三角窓とスリムなピラーにより、右左折時
などにおける視界を確保しています。

＊1. 2WD車の数値。4WD車は1,530mmとなります。　＊2. 社内測定値（ガソリン車の数値。ハイブリッド車は1,240mmとなります）。　＊3. ガソリン車の165/70R14タイヤ
装着車の数値。タイヤサイズにより数値は異なります。　■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。　■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。

立体駐車場でも大丈夫

街中でも扱いやすいコンパクトなサイズ。しかも全高は、
一般的な立体駐車場の制限高である1,550mm以内です。

どこへでも、ゆとりを持ったおでかけを。

全幅

1,695mm

全高

1,500mm＊1

全長3,945mm

最小回転半径

4.5m＊3

①

②

 ①上下 60mm　② 10mm×24 段

A  チルトステアリング（テレスコピック機能付）

運転する方の体格に合わせて、ステアリングも運転しやすい位置
に調整できます。
テレスコピック機能はハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、Uに標準装備

D  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

ドアの施錠・解錠に連動してドアミラーが格納・復帰。乗り降りの
際に、ミラー操作の手間が省けて便利です。
 F“Mパッケージ”を除く全車に標準装備

03
コンパクトカーならではの身のこなしのよさはもちろん、

運転をより快適にする工夫にあふれているヴィッツ。

そのコンパクトなボディからは想像できない室内のゆとりも、大きな魅力です。

運転のしやすさと居心地のよさを、じっくり考え抜きました。

上下チルト 30mm

前後テレスコピック 40mm

PACKAGING

A

C

B

D
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Photo（上）：HYBRID F。ボディカラーは
オレンジメタリック〈4R8〉。Toyota Safety 
Sense と先行車発進告知機能はセットで
メーカーオプション。
Photo（下）：HYBRID U。ボディカラーの
クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉は
メーカーオプション。内装色はブラック。LED
ランプセット、ナビレディセットはメーカーセット
オプション。オーディオレスカバーは販売店
装着オプション。　■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。
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オートエアコン

使いやすさを追求し、スイッチ類を機能的にレイアウト
したオートエアコン。優れた空調性能により、素早く快適
な室内環境をつくりだします。
ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U、1.3Jewelaに標準装備

mode:LO mode:HI

快適温熱シート（運転席）

長時間座っていると、
負担のかかりやすい
肩や腰、寒い日に冷え
やすい脚部に快適な
ぬくもりを伝えます。
HI/LOのモード切替
スイッチ付です。

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID U、U“Sportyパッケージ”、Uに標準装備。
HYBRID F（スマイルシートセット選択時）、HYBRID Jewelaにメーカーオプション

モード切替
スイッチ

心地よく、快適な時間を過ごすためのアイテムをそろえました。

「ナノイー」イメージ図

「ナノイー」

エアコンのファンを作動させ、「ナノイー」スイッチをONに

すると、運転席右側の吹き出し口から、肌や髪にやさしい

水に包まれた弱酸性の「ナノイー」＊2を自動的に放出。

室内を爽やかな空気環境に導きます。

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID U、HYBRID 
Jewela、U“Sportyパッケージ”、U、1.3Jewelaに標準
装備

■「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。　■使用環境によっては「ナノイー」の効果が
十分に得られない場合があります。

「ナノイー」
スイッチ

04
ヴィッツでのドライブをもっと楽しんでもらうために、

スーパーUVカットや「ナノイー」など、頼れるアイテムで快適さをアップ。

過ごしてわかる居心地のよさに、とことんこだわりました。

もちろん、快適さは十分に。

Photo：1.0Jewela“SMART STOP
パッケージ”。ボディカラーのボルドー
マイカメタリック〈3R9〉はシャイニー
デコレーション限定カラー。フロント
フォグランプはメーカーオプション。
シャイニーデコレーションはJewe l a
専用メーカーオプション。LEDランプ
セット、スマートエントリーセットはメーカー
セットオプション。　■写真は合成です。

COMFORT

■スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス

■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カット機能付ウインドシールドグリーンガラスも紫外線を約99％カットします。

スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス

フロントドアガラスは日焼けの原因となる紫外線（UV）を約99％カット＊1。
紫外線の強い季節や時間帯でも、気軽にドライブを楽しめます。また、日射し
による暑さのもとである赤外線（IR）カット機能付です。

99%紫外線 約 カット

やっぱり便利。
スマートエントリー＆スタートシステム

スマホでくわしく！
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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
もできますので詳しくは販売店にご相談ください。

■スマートエントリー＆スタートシステムの室外検知エリア（ドアロックの解錠・施錠）は左右フロントドア・バックドア
のドアハンドルから半径約0.7～1.0m、室内検知エリア（エンジンの始動／ハイブリッドシステムの起動）は前席・
後席となります。 ドアロック施錠

ドアロック解錠

エンジンスイッチ（ガソリン車）

スマートキー

スマートエントリー＆スタートシステム

スマートキーをポケットやバッグに携帯していれば、キーを取り出すことなくドア
ハンドルを軽く握るだけでドアを解錠、ドアハンドルのセンサーに触れるだけで、
ドアを施錠します。エンジン始動（ハイブリッドシステム起動）もブレーキを踏み
ながらスイッチを押すだけです。

盗難防止システム（イモビライザーシステム）

正規のキー以外では、エンジンが始動（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です。
車両の盗難を防止します。

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID U、U“Sportyパッケージ”、Uに標準装備。HYBRID F、
HYBRID Jewela、F“SMART STOPパッケージ”、F、Jewela“SMART STOPパッケージ”、Jewelaに
メーカーセットオプション。詳しくはP44をご覧ください。

ワイヤレスドアロックリモートコントロール

ワイヤレスキーにあるスイッチを押すだけで
ドアロックの施錠・解錠が行えます。
HYBRID F、HYBRID Jewela、F“SMART STOPパッケージ”、
F、F“Mパッケージ”、Jewela“SMART STOPパッケージ”、
Jewelaに標準装備

フロントパーソナルランプ インテリアランプ

イルミネーテッドエントリーシステム

ドアの施錠・解錠/ドアの開閉時にはフロントパーソナルランプ、
インテリアランプが自動的に点灯・消灯。エンジン（パワー）
スイッチ＊3も点灯・消灯します。

バニティミラー付サンバイザー

身だしなみをチェックできるバニ
ティミラー付。Jewelaは暗い場所
や夜でも便利な天井照明（スイッチ
式）付としています。

F“Mパッケージ”を除く全車に標準装備。
天井照明はHYBRID Jewela、Jewela“SMART 
STOPパッケージ”、Jewelaに標準装備

室内はもちろん、表情も明るく照らします。

乗り降りを便利に。盗難へのセキュリティ対策もしっかりと。

＊1. トヨタ自動車（株）調べ。　＊2. 「nanoe（ナノイー）」=nano-technology＋electric 最先端のテクノロジーから生まれた“水につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。　
＊3. エンジン（パワー）スイッチ照明はスマートエントリー＆スタートシステム装着車に装備されます。　■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。

■写真はJewela。
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A

B

D

E
G

H

K

L

M

一つひとつの収納に、
使いやすさのアイデアを込めました。

A  助手席アッパーボックス（移動式トレイ付）

助手席正面に大容量のボックスを設定。
上段・中段・底置きと配置を変えられる移動式トレイにより、さまざまな用途に対応します。

B  助手席オープントレイ　 C  カードホルダー　 D  フロントコンソールトレイ（カップホルダー2個）

E F  センターコンソールトレイ＆リヤカップホルダー（2個）　 G  助手席グローブボックス（ダンパー付）

除くスマートエントリー＆スタートシステム装着車H  フロントドアポケット＆ボトルホルダー　 I  コインポケット（運転席側）

除くToyota Safety Sense 装着車J  メーターサイドボックス

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID U、HYBRID Jewela、U“Sportyパッケージ”、U、Jewela“SMART STOPパッケージ”、
Jewelaに標準装備。HYBRID F、F“SMART STOPパッケージ”、FにメーカーセットオプションL  助手席シートアンダートレイ

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID U、HYBRID Jewela、U“Sportyパッケージ”、U、Jewela“SMART STOP
パッケージ”、Jewelaに標準装備。HYBRID F、F“SMART STOPパッケージ”、FにメーカーセットオプションM  買い物アシストシート（助手席） 

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID U、U“Sportyパッケージ”、Uに標準装備K  助手席シートバックポケット

05
ヴィッツはさまざまな個性を乗せるクルマだからこそ、

さまざまなライフスタイルやシーンに幅広く応えたい。

その想いが、たくさんの便利な収納を生みました。

一人ひとりに、便利なヴィッツをめざして。

STORAGE SPACE

■仕切り板は脱着可能です。 ■写真は 2WD 車。

移動式トレイ上段置き 移動式トレイ中段置き

前端部分のプレートを引き上げるだけでいろいろな使い方ができます。

D

G

K L M

H I J

E F

B

仕切り板付の状態

A C

仕切り板なしの状態
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F

I

J

C

■社内測定値。■写真はToyota Safety Sense 装着車。

6：4分割可倒式リヤシート
■写真は片側リヤシート前倒し状態（アジャスタブルデッキボードを下段にセットした状態）。

HYBRID U、HYBRID Jewela、U（2WD）、1.3Jewela（2WD）に標準装備。
HYBRID F、F“SMART STOPパッケージ”、F（2WD）、F“Mパッケージ”、
Jewela“SMART STOPパッケージ”、1.0Jewelaに販売店装着オプション

ラゲージをかしこく使えれば、
趣味の幅も広がりそうです。

荷物の出し入れがしやすい大開口ラゲージ

大きな開口幅で荷物を出し入れしやすいの
が魅力のラゲージ。リヤシート肩口にある
ロック解除ノブを引くと、シートを素早く簡単
に前倒しでき、長尺の荷物も収納できます。

❶開口高（最大）

❷開口幅（最大）

800mm

1,080mm

アジャスタブルデッキボード

大容量のラゲージには、便利な2段のアジャスタブルデッキ
ボードを設定。手で簡単に取り外せ、フックで固定すること
も可能です。荷物の高さに応じた使い方ができます。

120mm

ダウン

ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U、1.3F、1.3Jewelaに標準装備

一体可倒式リヤシート
（アジャスタブルデッキボード非装着車）

F“SMART STOPパッケージ”、1.0F、F“Mパッケージ”、Jewela“SMART STOPパッケージ”、
1.0Jewelaに標準装備

■写真はスペース説明のためのものであり、通常状態以外のシートアレンジをすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。　■走行時には後方
視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。　■写真はスペース説明のためのものであり、積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注意いただきたい項目がありますので、
詳しくは販売店にてご確認ください。　■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、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

１ 2

アジャスタブルデッキボードを上段にセットした状態 アジャスタブルデッキボードを下段にセットした状態
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＊1.自動車アセスメント(JNCAP：Japan New Car Assessment Program）：国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構が、安全な自動車の普及を促進する
目的で、1995年度より公表している自動車安全情報。　＊2.予防安全性能評価：JNCAPに2014年度より導入され、以下の項目により車両の予防安全性能を、2016年度
から「ASV+」、「ASV++」の２段階で評価。 ①衝突被害軽減制動制御装置[対車両]＜プリクラッシュセーフティ＞ ②車線逸脱警報装置＜レーンディパーチャー
アラート＞ ③後方視界情報提供装置＜バックモニター等＞（2015年度から追加） ④衝突被害軽減制動制御装置［対歩行者、昼間］＜プリクラッシュセーフティ＞
（2016年度から追加）　＊3.Toyota Safety Sense 搭載及びバックカメラ装着車。

JNCAP＊1 予防安全性能評価＊2において、2015年度最高ランクの「ASV+」を獲得＊3。

モビリティ社会の究極の理想である交通事故死傷者ゼロ。 
トヨタは「統合安全コンセプト」に基づいた

さまざまな安全技術で、実現を目指していきます。

ヴィッツは「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉、セーフティ・サポートカー」です。
セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）、セーフティ・サポートカー（サポカー）は、政府が
交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動（被害軽減）ブレーキ（対歩行者）やペダル
踏み間違い時加速抑制装置などの安全運転を支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。

※1. Toyota Safety Senseかつインテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］装着車。　※2. Toyota Safety Sense 装着車。
■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

〈ヴィッツの先進安全機能〉
■Toyota Safety Sense ［プリクラッシュセーフティ／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］

28



さまざまなシーンでドライバーを支援し、クルマにそなわる個々の安全技術やシステムをさらに連携させ、

より高次元な安全を追求しようというものです。将来的には道路インフラとの協調、

自車以外のクルマからの情報活用を図り、「事故を起こさないクルマ」の実現を目指していきます。

統合安全コンセプトとは

＊4. ヘルプネットをご利用いただくには、販売店装着オプションのT-Connectナビを装着のうえ、T-Connectサービスへのご契約が必要となります。詳しくは別冊の
AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）をご確認ください。
■グレードにより設定が異なります。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。　■写真、イラストはイメージです。
★はToyota Safety Senseにパッケージされる先進安全機能です。

パーキング01

駐車時の視認性や操作をサポートし、ドライバーの負荷を軽減します。

■インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］
■ドライブスタートコントロール
■バックカメラ

ヴィッツに設定されている装備

ヴィッツに設定されている装備

ヴィッツに設定されている装備

ヴィッツに設定されている構造・装備

ヴィッツに設定されている装備

予防安全02

事故の危険に近づかせないよう、ドライバーをサポートする技術です。

★レーンディパーチャーアラート　■VSC＆TRC　■EBD付ABS＋ブレーキアシスト
■Bi-Beam LEDヘッドランプ　■ヒルスタートアシストコントロール
★オートマチックハイビーム　■緊急ブレーキシグナル

プリクラッシュセーフティ03

衝突の可能性がある時に危険を知らせ、ブレーキ制御でアシストします。

★プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー
＋単眼カメラ方式）

衝突安全04

万一の際に、衝突のダメージを軽減する機能が充実しています。

■衝突安全ボディ“GOA”　■歩行者傷害軽減ボディ　■SRSエアバッグ　
■全席ELR付3点式シートベルト　■WILコンセプトシート
■プリテンショナー＆フォースリミッター機構付シートベルト（運転席・助手席）

救助05

事故の発生や急病時に、専門オペレーターが迅速に対応します。

■ヘルプネット（T-Connect）＊4

技術と人で、安全安心をサポート
みんなのお出かけをサポートする「サポトヨプラス」、
ご家族の乗り降りをサポートする「ウェルキャブ」について詳しくは

P60-61

自動
（被害軽減）
ブレーキ
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■警報は対車両の場合は自車速度約15km/h～140km/h※、対歩行者（昼間）の場合は自車速度約15km/h～65km/h、自動（被害軽減）
ブレーキは対車両の場合は自車速度約10km/h～80km/h、対歩行者（昼間）の場合は自車速度約10km/h～65km/hで作動します。また、
道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■プリ
クラッシュセーフティはあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■数値は社内測定値。

ぶつからないをサポート。
プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）

06
いつでも気軽に、どこへでも。毎日をともにするクルマだからこそ、

予防安全から万が一の際の衝突安全まで、

さまざまなリスクに備えた安全装備を充実させました。

毎日に安心を。そのための安全を集めました。

HYBR ID  U“Spor t yパッケージ”、HYBR ID  U、HYBR ID  J ewe la、U“Spor t yパッケージ”、U、
Jewela“SMART STOPパッケージ”、Jewelaに標準装備。HYBRID F、F“SMART STOPパッケージ”、F、
F“Mパッケージ”にメーカーオプション

前方の安全を見守る、高精度な「2種類の目」。ヴィッツのToyota Safety Senseは、
レーザーレーダーと単眼カメラを併用した検知センサーと、それに基づく統合的な制御
により、事故の回避や衝突被害の軽減を支援します。

3つの先進安全機能でドライバーをサポート。
Toyota Safety Sense（衝突回避支援パッケージ）

センサー部

SAFETY

※公道を走行する時は、法定速度や制限速度を順守してください。

低速から高速まで幅広い速度域で作動。
２種類のセンサーが車両などの障害物を検知します。

警報ブザーが作動している時にブレーキを踏むと、
強力なブレーキアシストが作動します。

進路上の車両や歩行者（昼間）をレーザーレーダーと単眼カメラで
検出。衝突の可能性があると判断した場合には、警報を発して回避
操作を促します。

ブレーキを踏めなかった場合でも、自動（被害軽減）ブレーキが作動します。
例えば停止車両に対し自車の速度が30km/hの場合や、歩行者（昼間）
との速度差が約20km/hの場合に、衝突回避または被害軽減を支援します。

1

ブレーキを踏むことができた場合3

2

ブレーキを踏めなかった場合3

警報ブザー + ディスプレイ表示 + 自動（被害軽減）ブレーキ警報ブザー + ディスプレイ表示 + ブレーキアシスト

警報ブザー + ディスプレイ表示

PiPiPi

自動
（被害軽減）
ブレーキ

ブレーキ
アシスト

CAMERA+LASER RADAR SWITCH
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道路上の白線（黄線）をセンサーで認識し、ドライバーがウイ
ンカー操作を行わずに車線を逸脱する可能性がある場合、
ブザーとディスプレイ表示による警報でお知らせします。

ハイビームとロービームを自動で切り替え、夜間の歩行者な
どの早期発見をサポート。切り替え忘れを防ぐほか、手動操
作の煩わしさも軽減します。

前のクルマの発進をお知らせ。

はみ出さないをサポート。
レーンディパーチャーアラート＊1

＊1. 車線逸脱警報　■本システムは幅約3m以上の車線を自車速度約50km/h以上で走行時
に作動します。また道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合が
あります。詳しくは取扱書をご覧ください。■レーンディパーチャーアラートはあくまで運転補助
機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。　■写真の画
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。　■表示される画面は、グレードやオプション装着により異なります。

■自車速度約30km/h以上で作動します。　■ハイ・ロービームの切替自動制御には状況によ
り限界があります。運転時にはつねに周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるな
ど、安全運転を心がけてください。■道路状況および天候状態等によっては、ご利用になれない
場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

夜間の見やすさをサポート。
オートマチックハイビーム

■［P］・［R］以外のシフトでブレーキペダルを踏んで停車している時に作動します。［N］の時はブレーキ
ペダルを踏んでいなくても作動します。　■先行車が約4m以上進んでも自車が止まったままだとシステム
が判断した場合に作動します。なお、機能のON/OFFおよび告知タイミングについては変更することも
可能です。詳しくは取扱書をご覧ください。　■先行車発進告知機能は、Toyota Safety Senseの
センサー技術を活用したその他の機能です。

先行車発進告知機能

信号待ちや渋滞で先行車に続いて停止し、先行車の発進に気づかず
そのままでいる場合には、ブザーとディスプレイ表示でお知らせします。

［作動イメージ図］ 点滅+ブザーでお知らせ

ディスプレイ表示
①：TFTマルチインフォメーションディスプレイ
②：マルチインフォメーションディスプレイ

前の車が前進

点滅

①

点滅

②

HYBRID U“Sportyパッケージ”、HYBRID U、HYBRID Jewela、U“Sportyパッケージ”、U、
Jewela“SMART STOPパッケージ”、Jewelaに標準装備。HYBRID F、 F“SMART STOP
パッケージ”、F、F“Mパッケージ”にToyota Safety Senseとセットでメーカーオプション

■写真はToyota Safety Senseの作動イメージです。

前方にクルマがいない時は、
ハイビームで遠くまで見通せる。

先行車や対向車のランプ、
街路灯などを検出すると、
自動でハイビームからロービームへ切り替え。

ハイビーム

ロービーム

AUTO

Pi Pi Pi

ウインカー操作を行わず
車線を逸脱する可能性が
ある場合、ブザーと
ディスプレイ表示で警報。

道路上の白線（黄線）を
単眼カメラで認識。

TFTマルチ
インフォメーション
ディスプレイ表示

TFTマルチ
インフォメーション
ディスプレイ表示

マルチ
インフォメーション
ディスプレイ表示

マルチ
インフォメーション
ディスプレイ表示

車線検知

警報：ブザー＋ディスプレイ表示（点滅）

点滅

点滅

Pi

■写真・図は作動イメージです。　■写真・図のカメラ、レーダーの検知範囲はイメージです。　■写真の画面表示は、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。　■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。

3つの機能で安全サポート。
Toyota Safety Sense

スマホでくわしく！
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■インテリジェントクリアランスソナーは自動（被害軽減）ブレーキが働くシステムですが、必ず止まることを約束するものでは
ありません。　■道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくても
システムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。　■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず
車両周辺の安全を確認しながら運転してください。

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステム。車庫入れなどの運転時、静止物への接
近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加しました。ソナーはコンビニなどのガラス
もしっかり検知。低速走行時（15km/h以下）に進行方向にある静止物を検知している場合、エンジン/ハイブリッドシステム出力を抑
制し、さらに距離が縮まると自動（被害軽減）ブレーキが作動します。 ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U、1.3F、1.3Jewelaにメーカーオプション

シフト操作時の急発進・急加速を抑制し被害の軽減をサポート。

後退時に
衝突

以下のようなシーンで、エンジン/ハイブリッドシステム出力抑制＋ドライバーへ警告を表示

TFTマルチインフォメーション
ディスプレイ上でドライバー
に警告
※TFTマルチインフォメー
ションディスプレイ非装着車
はインジケーターで警告表示

アクセルが踏み込まれた
状態で「R」→「D」に
シフト変更

急発進を抑制1 2 3

ドライブスタートコントロール

シフト操作時における急発進・急加速を抑制し、
衝突時の被害軽減に寄与します。例えば、後退時
に衝突して慌てたドライバーが、アクセルを踏み
込んだままシフトを「R」から「D」へ変更した際、
表示で注意を促し、エンジン／ハイブリッドシステ
ム出力を抑えます。

ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U、1.3F、1.3Jewela
に標準装備

［作動イメージ図］

制御なし制御あり

8つのソナーが静止物を検知し、自動（被害軽減）ブレーキが作動。 低速走行時（15km/h以下）に静止物へ接近した場合

フロント
センサー

フロントコーナーセンサー（右）リヤコーナーセンサー（右）

リヤコーナーセンサー（左）

バック
センサー

フロントコーナーセンサー（左）

［センサーイメージ図］ ［作動イメージ図］

1  エンジン/ハイブリッドシステム出力抑制 2  ブレーキ制御

自動（被害軽減）ブレーキ!

■写真はインテリジェントクリアランスソナーの作動イメージです。　■写真・図のソナーの検知範囲はイメージです。

踏み間違い発生 エンジン／ハイブリッドシステム出力抑制1 2 ブレーキ制御3

自動（被害軽減）ブレーキ!

自動（被害軽減）ブレーキ!

コンビニ駐車場などでの踏み間違え時に被害軽減をサポート。
インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

Pi- !

Pi- !

Pi- !PiPiPi

PiPiPi
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■写真の画面表示は、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。　■表示される画面は、グレードやオプション装着によ
り異なります。　■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。

その他の安全装備・ボディ構造

● VSC＆TRC　● EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　● ECB（電子制御ブレーキシステム）〈ハイブリッド車〉
● ダメージャビリティ対応構造　● 歩行者傷害軽減ボディ　● むち打ち傷害軽減フロントシート（WILコンセプトシート）
● 頭部衝撃緩和構造インテリア

ヒルスタートアシストコントロール

坂道での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替える際に、
ブレーキ油圧を保持することによって車両のずり落ちを
緩和し、スムーズな発進を実現します。

緊急ブレーキシグナル

急ブレーキをかけると、ハザードランプ
が自動的に点滅。後続車に注意を促し、
追突される可能性の低減に寄与します。

＊ SRS［乗員保護補助装置］：Supplemental Restraint System　■SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。　■すべてのSRSエアバッグ
は、衝突の条件によっては作動しない場合があります。　■SRSエアバッグの写真は機能説明のために各々のSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。なお、SRSサイドエアバッグは、実際の衝突時
には衝突側のみ膨らみます。　■チャイルドシートを助手席に装着する時は、後ろ向きにしない、前席にはヴィッツ専用の純正シートカバー以外は取り付けないなど、ご注意いただきたいことがあります。必
ず取扱書をご覧ください。　■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。

SRSエアバッグ（運転席・助手席）

SRSエアバッグ＊は万一の衝突時に前方からの強い衝撃に対して
作動。シートベルトの働きと合わせて、頭や胸への衝撃を緩和します。

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）

車両側方からの衝突によって強い衝撃を受けた場合、SRSサイドエア
バッグは乗員の胸部への衝撃、SRSカーテンシールドエアバッグは乗
員の頭部への衝撃を緩和します。 全車にメーカーオプション

1 SRSエアバッグ（運転席・助手席）
2 SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）
3 SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）

1
1

2

2

3

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）

周囲の明るさをセンサーが感知してヘッドランプ、クリアランスラ
ンプの点灯・消灯を自動的に行います。

ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U、1.3Jewelaに標準装備。F“SMART 
STOPパッケージ”、F、Jewela“SMART STOPパッケージ”、1.0Jewelaにメーカーセッ
トオプション。詳しくはP44をご覧ください。

F“Mパッケージ”を除く全車にメーカーセットオプション。詳しくはP44をご覧ください。

Bi-Beam LEDヘッドランプ
（オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ

1灯でハイビームとロービームを切り替えられるBi-Beam LED
ヘッドランプを設定。前方を明るく照射しながら、省電力に寄与しま
す。先行車・対向車への眩惑防止に配慮し、車両姿勢の変化に応
じて照射軸を一定に保つオートレベリング機能付。ライン発光を採
用したLEDクリアランスランプが、個性的な表情を演出します。

事故を未然に防ぐために。万が一の被害を最小限にとどめるために。

クリアランスランプ点灯ヘッドランプ＆クリアランスランプ点灯

OFFON

33



シャイニーデコレーション

ドアミラーとアウトサイドドアハンドルにメッキ
加飾を施す、Jewela専用のオプションです。

Jewela専用メーカーオプション

スーパーホワイトⅡ〈040〉 U F

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊1 U F＊2 Jewela

グレーメタリック〈1G3〉 U F＊2

スーパーレッドⅤ〈3P0〉 U F Jewela

ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉 Jewela　シャイニーデコレーション限定カラー 

オリーブマイカメタリック〈6T7〉 Jewela　シャイニーデコレーション限定カラー 

ダークブルーマイカ〈8S6〉 Jewela　シャイニーデコレーション限定カラー 

オレンジメタリック〈4R8〉 U F＊2 Jewela

ルミナスイエロー〈5B5〉＊1 U F＊2

クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉＊1 U F Jewela

ボルドーマイカメタリック〈3R9〉 Jewela　シャイニーデコレーション限定カラー 

ジェイドグリーンメタリック〈6V5〉 Jewela　シャイニーデコレーション限定カラー 

シルバーメタリック〈1F7〉 U F Jewela

ブラックマイカ〈209〉 U F Jewela

チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉＊1 Jewela

アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉 U F＊2 Jewela

ブルーメタリック〈8T7〉 U F＊2

07
あなたのスタイルに、合う色見つかる17色。

COLOR VARIATION
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＊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〉、チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉、ルミナスイエロー〈5B5〉、クリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉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. “Mパッケージ”は除く。　＊3. 内装色のバレルブラウン、アイボリー、マルサラは設定色（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）。　■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。　■価格はメーカー
希望小売価格＜（消費税8％込み）'18年5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。

08
居心地のいい、上質なインテリアが自慢です。

INTERIOR VARIATION

シートタイプ スタンダード
（分離式フロントヘッドレスト）
内装色：ブラック

シートタイプ スタンダード
（分離式フロントヘッドレスト）
内装色：バレルブラウン（設定色）＊3

シートタイプ ハイバック
（一体式フロントヘッドレスト）
内装色：ブラック

シートタイプ ハイバック
（一体式フロントヘッドレスト）
内装色：アイボリー（設定色）＊3

シートタイプ スタンダード
（分離式フロントヘッドレスト）
内装色：ブラック

シートタイプ スタンダード
（分離式フロントヘッドレスト）
内装色：マルサラ（設定色）＊3

インパネオーナメント
塗装＋レーザー表面処理

インパネオーナメント
塗装＋レーザー表面処理

シート表皮
ハイグレードファブリック

シート表皮
ハイグレードファブリック

インパネオーナメント
革シボ調 

インパネオーナメント
革シボ調 

シート表皮
ファブリック

シート表皮
ファブリック

インパネオーナメント
塗装＋レーザー表面処理

シート表皮
Jewela専用ファブリック

インパネオーナメント
塗装＋レーザー表面処理

シート表皮
Jewela専用ファブリック
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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）

1.3 U
2WD 1,787,400 円（1,655,000円） 1,802,520 円（1,669,000円）
4WD 1,895,400 円（1,755,000円） 1,917,000円（1,775,000円）

Photo：1.3U（4WD）。ボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉。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。

U

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）

HYBRID U 2WD 2,076,840 円（1,923,000円） 2,091,960 円（1,937,000円）

Photo：HYBRID U。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。内装色のバレルブラウン
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。

HYBRID U

＊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）’18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。

毎日を丁寧に生きる人のための、上質なヴィッツ。

09
個性それぞれ。あなたはどのヴィッツ？

GRADE VARIATION

すべてのグレードで
気になる色をシミュレーション。

スマホでくわしく！
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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）

HYBRID U “Sporty パッケージ” 2WD 2,226,960 円（2,062,000円） 2,242,080 円（2,076,000円）
1.3 U “Sporty パッケージ” 2WD 1,941,840 円（1,798,000円） 1,956,960 円（1,812,000円）

Photo：1.3U“Sportyパッケージ”。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。内装色のバレルブラウンは設定色（ご注文時に指定が必要です。
指定がない場合はブラックになります）。LEDランプセット＜86,400円＞、ナビレディセット＜35,640円＞はメーカーセットオプション。
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。

Sporty package

■価格はスペアタイヤ（応急用）また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、
P45記載のリサイクル料金が別途必要となります。

Photo（左）：HYBRID U。ボディカラーのクリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉＜32,400円＞はメーカーオプション。フロントフォグランプ＜10,800円＞はメーカーオプション。LEDランプセット＜86,400円＞、ナビレディセット＜35,640円＞はメーカーセットオプション。
Photo（右）：1.3U“Sportyパッケージ”。ボディカラーはアバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉。フロントフォグランプ＜10,800円＞はメーカーオプション。　■写真は合成です。
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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）

1.3 F
2WD 1,481,760 円（1,372,000円） 1,496,880 円（1,386,000円）
4WD 1,589,760 円（1,472,000円） 1,611,360 円（1,492,000円）

1.0F“SMART STOPパッケージ”

2WD

1,405,080 円（1,301,000円） 1,420,200 円（1,315,000円）
1.0F 1,325,160 円（1,227,000円） 1,346,760 円（1,247,000円）
1.0F“Mパッケージ” 1,181,520 円（1,094,000円） 1,197,720 円（1,109,000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）

HYBRID F 2WD 1,819,800 円（1,685,000円） 1,834,920 円（1,699,000円）

Photo：1.3F（2WD）。ボディカラーのルミナスイエロー〈5B5〉＜32,400円＞はメーカーオプション。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：HYBRID F。ボディカラーはスーパーレッドⅤ〈3P0〉。内装色のアイボリーは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラック
になります）。Toyota Safety Sense と先行車発進告知機能はセット＜43,200円＞でメーカーオプション。LEDランプセット＜86,400円＞、スマイル
シートセット＜10,800円＞はメーカーセットオプション。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。

F

HYBRID F

自然体の自分にぴったりはまる、シンプルという価値。

Photo：HYBRID F。ボディカラーはオレンジメタリック〈4R8〉。Toyota Safety Sense と先行車発進告知機能はセット＜43,200円＞でメーカーオプション。
■写真は合成です。

＊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）’18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。
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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）

1.3 Jewela
2WD 1,692,360 円（1,567,000円） 1,707,480 円（1,581,000円）
4WD 1,800,360 円（1,667,000円） 1,821,960 円（1,687,000円）

1.0Jewela“SMART STOPパッケージ”
2WD

1,542,240 円（1,428,000円） 1,557,360 円（1,442,000円）
1.0Jewela 1,462,320 円（1,354,000円） 1,483,920 円（1,374,000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）

HYBRID Jewela 2WD 1,973,160 円（1,827,000円） 1,988,280 円（1,841,000円）

Photo：1.0Jewela。ボディカラーのオリーブマイカメタリック〈6T7〉はシャイニーデコレーション限定カラー。内装色のマルサラは設定色
（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）。シャイニーデコレーション＜10,800円＞はJewela専用メーカー
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：HYBRID Jewela。ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉はシャイニーデコレーション限定カラー。内装色はブラック。シャイニー
デコレーション＜10,800円＞はJewela専用メーカーオプション。スマートエントリーセット＜34,560円＞はメーカーセットオプション。
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。

Jewela

HYBRID Jewela

あなたらしさを演出する、特別な色、きらめくスタイル。GRADE

Photo：1.0Jewela“SMART STOPパッケージ”。ボディカラーのダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉はシャイニーデコレーション限定カラー。フロントフォグランプ＜10,800円＞はメーカーオプション。
シャイニーデコレーション＜10,800円＞はJewela専用メーカーオプション。LEDランプセット＜95,040円＞、スマートエントリーセット＜34,560円＞はメーカーセットオプション。　■写真は合成です。

■価格はスペアタイヤ（応急用）また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、
P45記載のリサイクル料金が別途必要となります。
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グ
レ
ー
ド

HYBRID

HYBRID U
“Sportyパッケージ” HYBRID U HYBRID F HYBRID Jewela

外
装

- -

安
全
装
備

　　

Toyota Safety Sense - Toyota Safety Sense

内
装
・
操
作
性

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/センターオーナメント付）

サイドマッドガード

リヤルーフスポイラー

15インチスチールホイール
（樹脂フルキャップ付）

14インチスチールホイール
（樹脂フルキャップ付）

14インチスチールホイール
（専用樹脂フルキャップ付）

プロジェクター式
ハロゲンヘッドランプ
（スモークメッキ加飾）

シルバー塗装メーターリングアナログメーター＆TFTマルチインフォメーション
ディスプレイ＋ステアリングスイッチ（マルチインフォメーション操作）

■写真はHYBRID U。

プロジェクター式
ハロゲンヘッドランプ

15インチアルミホイール（センターオーナメント付）
※メーカーオプション

オートエアコン＋「ナノイー」オートエアコン

ステンレス製
ドアベルトモールディング

フロントフォグランプ
※メーカーオプション

■ 写真はHYBRID U。

オートエアコン＋「ナノイー」

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

本革巻き
ステアリングホイール
（ブラックマイカ塗装・
ライトグレーステッチ付）

ウレタン
ステアリングホイール
（ブラックマイカ塗装）

■「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。　■写真の計器盤と画面表示は、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。

10
見た目や機能の、ちがいを比較。

GRADE CHART
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GASOLINE

U
“Sportyパッケージ” U

F
“SMART STOP
パッケージ”

F F
“Mパッケージ”

Jewela
“SMART STOP
パッケージ”

Jewela

- -

Toyota Safety Sense - Toyota Safety Sense

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/センターオーナメント付）

サイドマッドガード

リヤルーフスポイラー

15インチスチールホイール
（樹脂フルキャップ付）

14インチスチールホイール
（樹脂フルキャップ付）

14インチスチールホイール
（専用樹脂フルキャップ付）

マルチリフレクター式
ハロゲンヘッドランプ
（スモークメッキ加飾）

マルチリフレクター式
ハロゲンヘッドランプ

15インチアルミホイール（センターオーナメント付）
※1.3L車にメーカーオプション

シルバー塗装メーターリングアナログ
メーター＆TFTマルチインフォメーション
ディスプレイ＋ステアリングスイッチ

（マルチインフォメーション操作）〈2WD車〉

シルバー塗装メーターリングアナログメーター
＆TFTマルチインフォメーションディスプレイ

＋ステアリングスイッチ（マルチインフォメーション操作）
〈“SMART STOPパッケージ”、1.3L（2WD）車〉

シルバー塗装メーターリング
アナログメーター〈4WD車〉

ブラック塗装メーターリング
アナログメーター

〈1.0L車（除く“SMART STOP
パッケージ”）、4WD車〉

マニュアルエアコンオートエアコン＋「ナノイー」

ステンレス製
ドアベルトモールディング

フロントフォグランプ
※メーカーオプション（除くF“Mパッケージ”）

■ 写真はU（2WD）。

マニュアルエアコン
（メッキダイヤル）〈1.0L車〉

オートエアコン
＋「ナノイー」〈1.3L車〉

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

本革巻き
ステアリングホイール
（ブラックマイカ塗装・
ライトグレーステッチ付）
■ 写真はU（2WD）。

ウレタン
ステアリングホイール
（ブラックマイカ塗装）
※F“Mパッケージ”は
ブラック（塗装なし）。
■ 写真は1.3F（2WD）。

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、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。 41



トヨタ ヴィッツ 主要装備一覧表

掲
載
ペ
ー
ジ

ハイブリッド車 ガソリン車

HYBRID
U

HYBRID
F

HYBRID 
Jewela U F Jewela“Sporty

パッケージ”
“Sporty
パッケージ”

“SMART STOP
パッケージ” “Mパッケージ”“SMART STOPパッケージ”

1.5L（2WD） 1.3L（2WD） 1.3L
（2WD・4WD） 1.0L（2WD）

1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・
4WD）

1.0L（2WD） 1.0L（2WD）
1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・
4WD）

■外装・メカニズム

エ
ク
ス
テ
リ
ア

スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス 24
UVカット機能付ガラス（リヤドア・バックドア） - プライバシー プライバシー グリーン プライバシー
ステンレス製ドアベルトモールディング 40・41
ハイブリッドシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ） -
リヤエンブレム - Jewela専用 Jewela専用
サイドマッドガード 37
リヤルーフスポイラー 37
カラードアウトサイドドアハンドル 34 ☆ ☆ ☆

エアスパッツ

フロント・センター・リヤ - 2WD車 2WD車 2WD車
フロント・リヤ -
フロント・センター -
フロント -
リヤ - 4WD車 4WD車 4WD車

タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル

195/50R16 タイヤ＆6Jアルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装/センターオーナメント付） 37

185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイール
（センターオーナメント付） 40・41

48,600円
（消費税抜き
45,000円）

58,320円
（消費税抜き54,000円）

52,920円
（消費税抜き
49,000円）

1.3L（2WD）車 
58,320円

（消費税抜き54,000円）
4WD車 62,640円

（消費税抜き58,000円）

1.3L（2WD）車 
58,320円

（消費税抜き54,000円）
4WD車 62,640円

（消費税抜き58,000円）
185/60R15 タイヤ＆5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 40・41
175/65R15 タイヤ＆5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 40・41

175/70R14 タイヤ＆
5Jスチールホイール

専用樹脂フルキャップ付 40・41 1.3L（2WD）車
樹脂フルキャップ付 40・41 1.3L（2WD）車

165/70R14 タイヤ＆
5Jスチールホイール

専用樹脂フルキャップ付 40・41 1.0L車/4WD車
樹脂フルキャップ付 40・41 1.0L車/4WD車

スペアタイヤ（応急用）T125/70D16 - 10,800円（消費税抜き10,000円）＊1 10,800円（消費税抜き10,000円）＊1
タイヤパンク応急修理キット＊1 -

メ
カ
ニ
ズ
ム

アイドリングストップ機能（Stop&Start System） 21 2WD車 1.3L（2WD）車 1.3L（2WD）車
ECB（電子制御ブレーキシステム） -
クルーズコントロール 18
モードスイッチ（エコドライブモード＋EVドライブモード） 18

全車標準装備　●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）　●フロントスタビライザー
■安全装備

予
防
安
全

Toyota Safety Sense
・プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼]検知機能付衝突回避
支援タイプ/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＊2

30・31
43,200円
（消費税抜き
40,000円）
＊3＊4

43,200円（消費税抜き40,000円）＊3＊4

先行車発進告知機能 31 ＊3 ＊3

インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］＊5 32 28,080円

（消費税抜き26,000円）

28,080円
（消費税抜き
26,000円）
＊6

28,080円
（消費税抜き
26,000円）

28,080円
（消費税抜き
26,000円）

2WD車 28,080円
（消費税抜き26,000円）
4WD車 51,840円

（消費税抜き48,000円）
＊7＊23

1.3L（2WD）車
28,080円

（消費税抜き26,000円）
4WD車 60,480円

（消費税抜き56,000円）
＊6＊7＊23

1.3L（2WD）車
28,080円

（消費税抜き26,000円）
4WD車 60,480円

（消費税抜き56,000円）
＊7＊23

ドライブスタートコントロール 32 1.3L車 1.3L車
アクティブトルクコントロール4WD - 4WD車 4WD車 4WD車
車両接近通報装置 18

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席） 33
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）＊8 33 43,200円

（消費税抜き40,000円）
43,200円

（消費税抜き40,000円）＊9
43,200円

（消費税抜き40,000円） 43,200円（消費税抜き40,000円）＊9

視
界

ヘッドランプ

Bi-Beam LED（オートレベリング機能付・
スモークメッキ加飾）＋LEDクリアランスランプ 33・44 ★A ★A ★A

プロジェクター式ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾） 40 スモークメッキ加飾

マルチリフレクター式ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾） 41 スモークメッキ加飾

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） 33・44 ★A ★A 1.0L車 

★A 1.3L車

サイドターンランプ付 
カラードドアミラー

オート電動格納式リモコン＊10 22 ☆ ☆ ☆
手動 -

フロントフォグランプ 40・41 10,800円（消費税抜き10,000円） 10,800円（消費税抜き10,000円） 10,800円
（消費税抜き10,000円）

リヤフォグランプ（バンパー中央）＊11 -

リヤコンビネーションランプ
LEDライン発光テールランプ＆
6灯LEDストップランプ 44 ★A ★A ★A

LEDテール＆ストップランプ -
リンク式シングルフロントワイパー（ウォッシャー連動・間欠、ミスト付） - 時間調整式 時間調整式 時間調整式 時間調整式
リヤワイパー -

全車標準装備　●VSC＆TRC　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●緊急ブレーキシグナル　●ヒルスタートアシストコントロール　●衝突安全ボディ“GOA” 　●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・ブザー）　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●リヤELR付3点式シートベルト 　●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）　●LED式ハイマウント
ストップランプ　●ワイパーアーム付ウォッシャーノズル（フロント）　●防眩インナーミラー 　●熱線式リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）
■操作性

計
器
盤

アナログメーター
シルバー塗装メーターリング
 （タコメーター付） 40・41 ハイブリッド専用 1.3L

（2WD）車
4WD車
＊7

1.3L
（2WD）車

4WD車
＊7

ブラック塗装メーターリング 41 1.0L車/4WD車 1.0L車/4WD車

TFTマルチインフォメーションディスプレイ 18・21 2WD車 4WD車＊7
1.3L

（2WD）車
4WD車
＊7

1.3L
（2WD）車

4WD車
＊7

マルチインフォメーションディスプレイ - 4WD車 1.0L車/4WD車 1.0L車/4WD車
ハイブリッドシステムインジケーター -

操
作
系

3本スポークステアリングホイール 40・41 ブラックマイカ塗装・本革巻き
（ライトグレーステッチ付） ブラックマイカ塗装・ウレタン ブラックマイカ塗装・本革巻き

（ライトグレーステッチ付） ブラックマイカ塗装・ウレタン ウレタン ブラックマイカ塗装・ウレタン

本革巻きシフトノブ - ライトグレーステッチ付 ライトグレーステッチ付
チルトステアリング 22 テレスコピック機能付 テレスコピック機能付
パワーウインドゥ（運転席：ワンタッチ式/挟み込み防止機能付） - フロント・リヤ フロント・リヤ フロント フロント・リヤ

ステアリングスイッチ

オーディオ＋ハンズフリー操作＊12 44 4WD車 ★B 1.0L車/4WD車 ★B 1.0L車/4WD車 ★B

オーディオ操作＊12 44 ★B ★B 2WD車 
★B

4WD車
＊7 ★B

1.3L
（2WD）
車 ★B

4WD車
＊7 ★B

1.3L
（2WD）
車 ★B

4WD車
＊7

マルチインフォメーション操作 40・41 2WD車 4WD車＊7
1.3L

（2WD）
車

4WD車
＊7

1.3L
（2WD）
車

4WD車
＊7

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）＊13＆スタートシステム 25・44 スマートキー2本 ★C＊14 スマートキー2本 ★C＊14 ★C＊14

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） 25 ワイヤレスキー1本 ワイヤレスキー1本

全車標準装備　●エコドライブインジケーターランプ＋シフトポジションインジケーター　●デジタルクロック　●フュ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ーニング（ブザー）　●キー忘れ防止ウォーニング（ブザー）
●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　●電動パワーステアリング　●フューエルリッドオープナー　● ドアキー連動電気式パワードアロック（バックドア連動）

■標準装備
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
■メーカーセットオプション（ご注文時に申し受けます）
■販売店装着オプション
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掲
載
ペ
ー
ジ

ハイブリッド車 ガソリン車

HYBRID
U

HYBRID
F

HYBRID 
Jewela U F Jewela“Sporty

パッケージ”
“Sporty
パッケージ”

“SMART STOP
パッケージ” “Mパッケージ”“SMART STOPパッケージ”

1.5L（2WD） 1.3L（2WD） 1.3L
（2WD・4WD） 1.0L（2WD）

1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・
4WD）

1.0L（2WD） 1.0L（2WD）
1.0L（2WD）/
1.3L（2WD・
4WD）

■内装

シ
ー
ト

シート表皮（ファブリック） 35 ハイグレード（ダブルステッチ付） 専用（パイピング付） ハイグレード（ダブルステッチ付） 専用（パイピング付）

フロントシート
スタンダード（分離式ヘッドレスト） 35 ★D ★D

ハイバック（一体式ヘッドレスト） 35

運転席アームレスト -

快適温熱シート（運転席） 24
8,100円

（消費税抜き
7,500円）＊15

8,100円
（消費税抜き
7,500円）

買い物アシストシート（助手席） 26 ★D ★D

リヤシート
6：4分割可倒式 27 1.3L車 1.3L車
一体可倒式 27 1.0L車 1.0L車

イ
ン
テ
リ
ア

インパネオーナメント 35 塗装＋レーザー表面処理 革シボ調 塗装＋レーザー
表面処理 塗装＋レーザー表面処理 革シボ調 塗装＋レーザー表面処理

金属コーティング（インパネアッパーモール） -

ブラック
マイカ塗装

フロントパワーウインドゥスイッチベース -
オーディオクラスター -
シフトレバーベゼル -

メッキ加飾（レジスターノブ、サイドレジスターベゼル、
インサイドドアハンドル、パーキングブレーキボタン、シフトノブ） -

収
納

助手席シートバックポケット 26
助手席シートアンダートレイ 26 ★D ★D
コインポケット（運転席側） 26 ＊14 ＊14 ＊14
メーターサイドボックス＊4 26
回転式アシストグリップ＊8 - フロント1・リヤ2 フロント1 フロント1・リヤ2 フロント1
コートフック（リヤ片側） - アシストグリップ一体型 ボタン型＊9 アシストグリップ一体型 ボタン型＊9

アジャスタブルデッキボード 27 2WD車 2WD車 1.0L車 1.3L
（2WD）車

デッキボード - 4WD車 4WD車 4WD車

空
調

オートエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル 24 1.3L車

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 41 メッキダイヤル メッキダイヤル 
1.0L車

「ナノイー」 24 1.3L車

照
明

イルミネー
テッド
エントリー
システム

パワースイッチ 25 ★C＊14

エンジンスイッチ 25 ★C＊14 ★C＊14
フロントパーソナルランプ＋インテリアランプ 25

快
適
装
備
サンバイザー

運転席・助手席バニティミラー＋運転席チケットホルダー付 25 フタ付 フタ＋天井照明付 フタ付 フタ＋天井照明付
運転席バニティミラー＋運転席チケットホルダー付 25 フタ付 フタ付
運転席チケットホルダー付 -

全車標準装備　●運転席シート上下アジャスター　●分離式リヤヘッドレスト　●ドアスカッフプレート　●助手席アッパーボックス（移動式トレイ付）　●フロントコンソールトレイ（カップホルダー2個）　●センターコンソールトレイ＆リヤカップホルダー（2個） ＊16
●カードホルダー ＊17　●フロントドアポケット＆ボトルホルダー　●助手席オープントレイ　●助手席グローブボックス（ダンパー付）　●フロアボード〈2WD車〉　●クリーンエアフィルター　●ラゲージルームランプ　●アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊18
■エンターテイメント

ナ
ビ
・オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス
（カバーレス）

6スピーカー＆バックカメラ
＊5＊19＊20 44 ★B ★B ★B

スピーカー - 4スピーカー 2スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 2スピーカー 4スピーカー

オーディオレスカバー -
トヨタ純正ナビ・オーディオ＊21 -
ルーフアンテナ（可倒式） -

■その他

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
そ
の
他

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〕 25

寒冷地仕様＊11＊22 - 15,120円
（消費税抜き14,000円）

15,120円
（消費税抜き
14,000円）

2WD車15,120円
（消費税抜き
14,000円）

4WD車21,600円
（消費税抜き
20,000円）

15,120円
（消費税抜き
14,000円）

1.0L車/4WD車
21,600円
（消費税抜き
20,000円）
1.3L（2WD）車
15,120円
（消費税抜き
14,000円）

16,200円
（消費税抜き
15,000円）

15,120円
（消費税抜き
14,000円）

1.0L車/4WD車
21,600円
（消費税抜き
20,000円）
1.3L（2WD）車
15,120円
（消費税抜き
14,000円）

タイヤ交換用工具 -

メーカーセットオプション （掲載ページはP44）

★A LEDランプセット

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾）＋LEDクリアランスランプ 86,400円
（消費税抜き80,000円） ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U、1.3Jewela

リヤコンビネーションランプ（LEDライン発光テールランプ＆6灯LEDストップランプ）
Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾）＋LEDクリアランスランプ

95,040円
（消費税抜き88,000円）

F“SMART STOPパッケージ”、F、
Jewela“SMART STOPパッケージ”、1.0Jewela

リヤコンビネーションランプ（LEDライン発光テールランプ＆6灯LEDストップランプ）
コンライト

★B ナビレディセット

ステアリングスイッチ（オーディオ操作）＊12 2スピーカー車 46,440円
（消費税抜き43,000円）
4スピーカー車 35,640円
（消費税抜き33,000円）

ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U（2WD）、
F“SMART STOPパッケージ”、1.3F（2WD）、
Jewela“SMART STOPパッケージ”、1.3Jewela（2WD）6スピーカー＆バックカメラ＊5＊19＊20

ステアリングスイッチ（オーディオ＋ハンズフリー操作）＊12 2スピーカー車 48,600円
（消費税抜き45,000円）
4スピーカー車 37,800円
（消費税抜き35,000円）

U（4WD）＊23、
1.0F、1.3F（4WD）＊23、
1.0Jewela、1.3Jewela（4WD）＊236スピーカー＆バックカメラ＊5＊19＊20

★C スマートエントリーセット＊14
スマートエントリー＊13＆スタートシステム（スマートキー２本） 34,560円

（消費税抜き32,000円）
HYBRID F、HYBRID Jewela、F“SMART STOPパッケージ”、
F、Jewela“SMART STOPパッケージ”、Jewelaイルミネーテッドエントリーシステム（パワー/エンジンスイッチ）

★D スマイルシートセット
スタンダードフロントシート（分離式ヘッドレスト）

10,800円
（消費税抜き10,000円）

HYBRID F、F“SMART STOPパッケージ”、F買い物アシストシート（助手席）
助手席シートアンダートレイ

Jewela専用メーカーオプション （掲載ページはP34）

☆ シャイニーデコレーション ●アウトサイドドアハンドル（メッキ加飾） ●オート電動格納式リモコンドアミラー（メッキ加飾） 10,800円（消費税抜き10,000円）

＊1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装備されません。　＊2. ランプオートカットシステム付。　＊3. Toyota Safety Sense 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。　＊4. Toyota Safety Sense を選択した場合、
メーターサイドボックスは非装着となります。　＊5. 字光式ナンバープレートは装着できません。　＊6. インテリジェントクリアランスソナーはToyota Safety Senseを選択した場合に装着できます。　＊7. 4WD車はインテリジェントクリアランス
ソナーとTFTマルチインフォメーションディスプレイ、ステアリングスイッチ（オーディオ・マルチインフォメーション操作）がセットでメーカーオプションとなります。また1.3F（4WD）と1.3Jewela（4WD）のアナログメーターがシルバー塗装メーターリング（タコメーター付）
に変更となります。　＊8. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、回転式アシストグリップはフロント2・リヤ2となります。　＊9. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、アシストグリップ一体型コート
フック（リヤ片側）が装着されます。　＊10. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。　＊11. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。　＊12. オーディオ操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、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。　＊13. 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詳しくは販売店にご相談ください。　＊14. ★C【スマートエントリーセット】を選択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはパワースイッチ（ガソリン車はエンジンスイッチ）＋フロント
パーソナルランプ＋インテリアランプとなり、コインポケットは装着されません。　＊15. ★D【スマイルシートセット】を選択した場合に選択できます。　＊16. リヤカップホルダーは、2WD車と4WD車では形状が異なります。　＊17. 販売店装着オプションの
ETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。　＊18. 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ので、詳しくは販売店におたずねください。　＊19. バックカメラにナビゲーション
システムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。　＊20. 後退時にステアリング操作に連動する予想進路線を画面表示するためには、販売店装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。
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。　＊21. 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。　＊22. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。また、熱線式ウインドシールドデアイサーなどが装着されます。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。　＊23. U（4WD）、1.3F
（4WD）、1.3Jewela（4WD）はインテリジェントクリアランスソナーとナビレディセットを同時装着した場合、ステアリングスイッチ（ハンズフリー操作）は装着されず、合計価格から4,320円（消費税抜き4,000円）減額されます。
■「メーカーオプション」および「メーカーセットオプション」、「シャイニーデコレーション」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。 
■“Sportyパッケージ”“SMART STOPパッケージ”“Mパッケージ”はグレード名称ではありません。　■「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。 
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）'18年5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。

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

■「メーカーセットオプション」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。

ト ヨ タ の ナ ビ は T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、
いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。

他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが充実しています。

トヨタ
スマートセンター

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL ＆ NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。

T-Connectナビ9インチモデル（販売店装着オプション）

通信

■ オペレーターサービス
専用のオペレーターによるきめ細かい
対応で、目的地の探索や、ナビの目的地
設定などをサポートします。

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図
データを3年間無料で更新できます。
さらに全地図更新（ナビ購入後3年以内に1回無償）
すると、全更新日から2年間、無料期間が延長します。

■ マップオンデマンド

スマートエントリーセット  

クルマの乗り降り、始動をもっと快適に。

スマートエントリー＆スタートシステム
スマートキーをポケットやバッグに携帯していれば、
キーを取り出すことなくドアハンドルを軽く握るだけでドアを解錠、
ドアハンドルのセンサーに触れるだけで、ドアを施錠します。
エンジン始動（ハイブリッドシステム起動）もブレーキを踏みながらスイッチを押すだけです。

イルミネーテッドエントリーシステム（パワーまたはエンジンスイッチ）
ドアの施錠・解錠/ドアの開閉時に、フロントパーソナルランプとインテリアランプに加え、
パワースイッチ（ガソリン車はエンジンスイッチ）も自動的に点灯・消灯します。

HYBRID F、HYBRID Jewela、F“SMART STOPパッケージ”、F、
Jewela“SMART STOPパッケージ”、Jewelaにメーカーセットオプション

■ 写真はガソリン車。

LEDランプセット 
もっと省エネ。さらにかっこよく。

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾）＋LEDクリアランスランプ
1灯でハイビームとロービームを切り替えられ、省電力にも寄与するBi-Beam LEDヘッドランプ。
ライン発光を採用したLEDクリアランスランプが、個性的な表情を演出します。

リヤコンビネーションランプ（LEDライン発光テールランプ＆6灯LEDストップランプ）
LEDテールランプもライン発光とすることで、先進性をアップ。
6灯のLEDストップランプが、印象的な後ろ姿を演出します。

コンライト
車外の明るさに応じて自動的にヘッドランプなどを点灯・消灯。
夕暮れ時やトンネルの続く山道などで役立ちます。

F“Mパッケージ”を除く全車にメーカーセットオプション

テールランプ点灯

クリアランスランプ点灯

テールランプ＆ストップランプ点灯

ヘッドランプ＆クリアランスランプ点灯

［コンライト］■ハイブリッド全車、U“Sportyパッケージ”、U、1.3Jewelaは標準装備。

スマイルシートセット  
シートの座り心地、使い勝手をグレードアップ。

スタンダードフロントシート（分離式ヘッドレスト）

買い物アシストシート（助手席）

助手席シートアンダートレイ

HYBRID F、F“SMART STOPパッケージ”、Fにメーカーセットオプション

■内装色のアイボリーは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。 
［スタンダードフロントシート］■シートサイドはブラックとなります。

バックカメラ
車庫入れなどの後退時に、後方の視界を画面に表示するカメラです。
距離目安線と車幅延長線を画面に表示します。

ステアリングスイッチ（オーディオ操作またはオーディオ＋ハンズフリー操作）
ステアリングから手を離さず、運転に集中したまま手元でオーディオを操作できます。

６スピーカー
フロントドア・リヤドアのスピーカー、インパネツィーターの6スピーカーにより、
臨場感の高いサウンドを楽しめます。

ナビレディセット 
豊富な販売店装着オプションナビに対応。

F“Mパッケージ”を除く全車にメーカーセットオプション

［バックカメラ］■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。　■カメラが映しだす範囲は限られて
います。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。ステアリング操作に連動する予想進路線を画面表示するためには、販売店装着オプションの工場
装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。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。　 ［ステアリングスイッチ］■オーディオ操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、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。なお、マルチインフォメーション操作スイッチ装着車は、ハンズフリー操作スイッチを選択できません。

オーディオ操作
（左側）

ハンズフリー操作
（右側）

■ 写真はイメージです。
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トヨタ ヴィッツ 主要諸元表
ハイブリッド車 ガソリン車

HYBRID
U

HYBRID
F

HYBRID
Jewela

U F Jewela
“Sporty
パッケージ”

“Sporty
パッケージ”

“SMART STOP
パッケージ” “Mパッケージ” “SMART STOP

パッケージ”
1.5L 1.3L 1.3L 1.0L 1.3L 1.0L

■車両型式・重量・性能

車両型式

2WD
DAA-

NHP130-
AHXEB（D）★

DAA-
NHP130-
AHXEB★

DAA-
NHP130-
AHXNB★

DAA-
NHP130-
AHXGB★

DBA-
NSP130-
AHXEB（D）●

DBA-
NSP130-
AHXEB●

DBA-
NSP130-
AHXNB●

DBA-
KSP130-
AHXNK（I）□

DBA-
KSP130-
AHXNK

DBA-
KSP130-
AHXNK（M）

DBA-
NSP130-
AHXGB●

DBA-
KSP130-
AHXGK（I）□

DBA-
KSP130-
AHXGK

4WD - - - - -
DBA-
NSP135-
AHXEK

DBA-
NSP135-
AHXNK

- - -
DBA-
NSP135-
AHXGK

- -

車両重量＊1 kg 1,110 1,100＊2 1,110＊2 1,010
＊3＊4

1,010
［1,080］
＊3＊4

1,000
［1,080］
＊2＊3＊4

970＊3＊4 970＊3＊4 970＊4
1,010

［1,080］
＊2＊3＊4

970＊3＊4 970＊3＊4

車両総重量＊1 kg 1,385 1,375＊2 1,385＊2 1,285
＊3＊4

1,285
［1,355］
＊3＊4

1,275
［1,355］
＊2＊3＊4

1,245＊3＊4 1,245＊3＊4 1,245＊4
1,285

［1,355］
＊2＊3＊4

1,245＊3＊4 1,245＊3＊4

最小回転半径 m 5.6 4.7 5.6 4.8＊5 4.7［4.5＊5］ 4.5 4.7［4.5＊5］ 4.5

km/L 34.4 25.0 25.0［18.0＊6］ 24.0＊7 21.6＊8 25.0［18.0＊6］ 24.0＊7 21.6＊8

主要燃費改善対策 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、充電制御

〈全車〉自動無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、
〈1.3L（2WD）車/“SMART STOPパッケージ”装着車〉アイドリングストップ装置、〈1.3L（2WD）車〉ミラーサイクル

■寸法・定員

全長 mm 3,945 3,945

全幅 mm 1,695 1,695

全高 mm 1,500 1,500 1,500［1,530］ 1,500 1,500
［1,530］ 1,500

ホイールベース mm 2,510 2,510

トレッド
フロント mm 1,460 1,475 1,485＊9 1,460 1,475 1,485＊9 1,485 1,485＊9 1,485

リヤ mm 1,445 1,460 1,470＊9 1,445 1,460 1,470＊9 1,470 1,470＊9 1,470

最低地上高＊10 mm 145 135 135［140］ 140 135［140］ 140

室内

長＊10 mm 1,920 1,920

幅＊10 mm 1,390 1,390

高＊10 mm 1,240 1,250

乗車定員 名 5 5

■エンジン

型式 1NZ-FXE 1NR-FKE 1NR-FKE［1NR-FE］ 1KR-FE 1NR-FKE
［1NR-FE］ 1KR-FE

総排気量 L 1.496 1.329 0.996 1.329 0.996

種類 直列4気筒 直列4気筒 直列3気筒 直列4気筒 直列3気筒

使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン

内径×行程 mm 75.0×84.7 72.5×80.5 71.0×83.9 72.5×80.5 71.0×83.9

最高出力〈ネット〉
kW（PS）
/r.p.m.

54（74）/4,800 73（99）
/6,000

73（99）/6,000
［70（95）/6,000］ 51（69）/6,000

73（99）/6,000
［70（95）
/6,000］

51（69）/6,000

最大トルク〈ネット〉
N･m（kgf・m）

/r.p.m.
111（11.3）/3,600～4,400 121（12.3）

/4,400
121（12.3）/4,400

［119（12.1）/4,000］ 92（9.4）/4,300

121（12.3）
/4,400

［119（12.1）
/4,000］

92（9.4）/4,300

燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI） 電子制御式燃料噴射装置（EFI）

燃料タンク容量 L 36 42

■走行装置・駆動方式

サスペン
ション

フロント ストラット式コイルスプリング ストラット式コイルスプリング

リヤ トーションビーム式コイルスプリング トーションビーム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 ベンチレーテッドディスク

リヤ リーディングトレーリング式ドラム リーディングトレーリング式ドラム

作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

駆動方式 前輪駆動方式 前輪駆動方式 前輪駆動方式
［4輪駆動方式］ 前輪駆動方式 前輪駆動方式

［4輪駆動方式］ 前輪駆動方式

■トランスミッション・変速比・減速比

トランスミッション 電気式無段変速機 自動無段変速機（Super CVT-i）

前進
-

2.386～
0.426

2.386～0.426
［2.386～0.411］ 2.386～0.426 2.386～0.426

［2.386～0.411］ 2.386～0.426

後退 2.505～
1.736

2.505～1.736
［2.505～1.680］ 2.505～1.736 2.505～1.736

［2.505～1.680］ 2.505～1.736

減速比 3.190 5.079 5.079［5.698］ 5.833 5.079［5.698］ 5.833

■モーター

型式 1LM

種類 交流同期電動機

最高出力 kW（PS） 45（61）

最大トルク N･m（kgf・m） 169（17.2）

■動力用主電池

種類 ニッケル水素電池

容量 Ah 6.5

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 5,290 1,930 1,650 130 290 9,290

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） ※リサイクル料金は’18年5月時点の金額。

■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、取扱い販売店におたずねください。

■［　　］は4WD車です。
＊1. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。
＊2. 185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイールを装着した場合、10kg増加します。
＊3. LEDランプセットを装着した場合、10kg増加します。
＊4. 寒冷地仕様とフロントフォグランプを同時に装着した場合、10kg増加します。
＊5. 185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイールを装着した場合、4.7mとなります。
＊6. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が1,090kg以上の場合、
17.4km/Lとなります。
＊7. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、
23.2km/Lとなります。
＊8. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、
20.8km/Lとなります。
＊9. 185/60R15 タイヤ＆5½Jアルミホイールを装着した場合、フロントは1,475mm、リヤは1,460mm
となります。
＊10. 社内測定値。
■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。

■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。
■“Vitz”“Jewela”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“ECB”“EFI”“VVT-i”“VSC”“TRC”“GOA”“TSOP”“Welcab”“TECS”
“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”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

★●□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（2019年9月30日まで）。
また、自動車重量税の軽減措置が受けられます（2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。さらに、★印の車両はご購入時
の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます（2021年3月31日までの新車登録車を対象）。□印の車両は、オプション等
の装着により車両重量が980kg以上の場合、自動車取得税と自動車重量税の軽減措置が受けられなくなります。詳しくは販売店
におたずねください。

（国土交通省審査値）
燃料消費率
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P h o t o : G R S P O RT“G R”。オプション装着車。写真はスペインでのスポーツ走行イメージです。
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1IPUP䊩♳(3�41035(3$75կؕ؍رن ٦ؙٕػز؎ٙمך٦ٓ ٍءٕةٔأ ؎ յٝ���նّءف٦ؕ٦ًؔכ ٝկّءفؔزحإ٦ؕ٦ًכزحإ؍رٖؽش ٝկ(3㼔欽،ٕ٦؎مى ٕ٦ت ٔةحػؙأ ؚٝכ(3㼔欽ًّءف٦ؕ٦ؔ ٝկ(3َٔهأ؎ٓ ٦ծ(3ٓزأ؍رن� ّءف顋㡰䏄鄲滠ؔכ٦ٕؕر٦ٕ؎مծ(3ف؎ ٝկ1IPUP䊩♴(3�41035(3$75կؕ؍رن ٦ؙٕػز؎ٙمך٦ٓ ٍءٕةٔأ ؎ յٝ���նّءف٦ؕ٦ًؔכ ٝկّءفؔزحإ٦ؕ٦ًכزحإ؍رٖؽش ٝկ(3َٔهأ؎ٓ ٦ծ(3ٓزأ؍رن� ّءف顋㡰䏄鄲滠ؔכف؎ ٝկ1IPUP〸♳):#3*%�(3�41035կؕ؍رن ؎ٍءٕةأ٦ؙٕٔػز؎ٙمך٦ٓ յٝ���նّءف٦ؕ٦ًؔכ ٝկٙ ز٦ٌؙٔحٗ،سأَٖ؎ ّءف٦ؕ٦ًؔכ٦ٕٗٝز ٝկ������3ة��؎َ�+،ٕة،لأה٦ٕ؎مى؎ َ䘔䚈欽ّءف٦ؕ٦ًؔדزحإכ ٝկّءفؔزحإ٦ؕ٦ًכزحإ؍رٖؽش ٝկ(3ٓزأ؍رن ّءف顋㡰䏄鄲滠ؔכف؎ ٝկ1IPUP〸⚥㣛):#3*%�(3�41035կؕ؍رن ٦ؙٕٔػز؎ٙمך٦ٓ ٕةأ ٍء ؎ٝ յ���ն٦ؕ٦ًכ ّءؔف ٝկٙ ؎َٖ ،سأ ؙٗح ٌٔ ز٦ ٦ؕ٦ًכ٦ٕٗٝز ّءؔف ٝկٖؽش زحإ٦ؕ٦ًכزحإ؍ر ّءؔف ٝկ(3ٓزأ؍رن 顋㡰䏄鄲滠כف؎ ّءؔف ٝկ1IPUP〸♴(3�41035.5կؕ؍رن ٦ؙٕٔػز؎ٙمך٦ٓ ٍءٕةأ ؎ٝ յ���նّءف٦ؕ٦ًؔכ ٝկٙ ؙٔحٗ،سأَٖ؎ ز٦ٌ ،ٕؒ،ُصوה٦ٕٗٝز ًٝ ؗح ٦ة٦ؼ䒭َٕ؎ت ّءف٦ؕ٦ًؔדزحإכٕطػ٦ٕٗٝز ٝկ(3ٓزأ؍رن ّءف顋㡰䏄鄲滠ؔכف؎ ٝկ

⚅歲⚥חخ٦هأ٦ة٦ٌך䨌ׅ00�3;")�"50:05BDJOHָ
噰ꣲד㛅䪮遭ה䞔攦䞼ֻז׃ 岣 ٓـ٦ؕخ٦هּأ �3կ)ָծٝس
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ـ؎ع 鮦سٔح

ٔاؖ ٝ鮦
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走りの機能を追求したモータースポーツ直系のデザイン。

“GR”専用

DESIGN

GR SPORT専用

㼔欽ٗؿ ٦ؚٕٔة٦ؒآ٦�㼔欽ٓػٝغٝز ٦ًؙت 귅➰⸇ؗح

㼔欽-&%؎ّٕء٦طى ي٦ؽٝ

؎ة���������3 َ�3";/&105ٝزأجٔـ&���"�+�(3㼔欽،ٕ٦؎مى ٕـ ًش٦ؔ٦ةٝإ㼔欽ؙٓح ٝز

(3㼔欽ؒٝيٖـٗؿ ٥ٔس؎؟٥ٝز َ

؎ة���������3 َ�3";/&105ٝزأجٔـ&���"�+�(3㼔欽،ٕ٦؎مى ؚٕٝٔةحػأ٦ؙت㼔欽ًش٦ؔ٦ةٝإ ٝز

㼔欽ٗؿ ٦ؚٕٔة٦ؒآ٦�㼔欽ٓػٝغٝز ٦ًٌؙأ 귅➰⸇ؗح

(3�41035㼔欽ؒٝيٖـٗؿ ٥ٔس؎؟٥ٝز َ

ٔة٦ؙؚٖ٦ًت٦ٕⴖ⯔鰛؎مىٕ،+�َ؎ة��������3 ـ؎ع㝢鄲Ӎؙح ّءف٦ؕ٦ًؔכ鮦سٔح ٝկ

ُءحص٦ؖس؎؟

؎ة��������3 َ�|+٦ٕ؎م٦ٕثأ埠腒ٕؗؿ ➰فٍح

(3㼔欽ًّءف٦ؕ٦ؔ ٝ

ـ؎ع 鮦سٔح

ٔاؖ ٝ鮦 ـ؎ع ٔا鮦ؖسٔح ٝ鮦

Ⰻ傈劤ٓٔך٦䞔攦岣ֺ鴥ד$75ծ
倜ז饥ך姝ןկ
(3כח$75ךծⰋ傈劤ٓٔד٦㛅ֹג
䱰欽կⵖ䖴خ٦هأ鴥籼ؐعؐظ
��鸞حثوزؿءٍٕءٝ؛٦ءخ٦هأ ծؙ
وؙٕחתתךծ䠐חההزؿءٕسػ
乼嚂ׁ׃䎢ׅתְג־կ

��鸞ٍءٝ؛٦ءخ٦هأ ؙحثوزؿءٕ
ّءآه.زؿء ـ؍ذؙ،ג׃꽀⢪ח荈㖈㢌鸞媮ךկ��鸞ח〳腉ָآٝؑثزؿء稆傍ְך䠬鋙ٕ،ُصوծדהֿⰅחٝ կׅת׃嚂ָ饥ז

زؿءٕسػ
ّءآه%כת. ٝٔ،ذأ饥遤⚥ծדٝ ֻזהꨄֿׅ䩛ַؚ կׅד乼⡲ָ〳腉زؿء

խس41035ٌ٦
ծؒדה䬃ֿׅثح؎أ կׅת׃⳿怴饥ז؍ذ٦هأ⢪ְ넝㔐鯄㚖ךٝآٝ

ف٦ذىٕ،
ٗؿ ٥ٔٝز ꤐ》䌒ꨵך؍رن䱰欽կف٦ذىٕ،ח⩎䊩〸ⰻך٦ػٝغَ ծֹ瑞⸂٥乼簚㸜㹀䚍ぢ♳ח顀柃ׅת׃կ

理想の「乗り味」を実現するボディ剛性と足まわり。

“GR”専用

PERFORMANCE

� ي٦،،ٗ�
� ٗؿ� ّءٝلأ؟ٝز أ٦ٖـ٦䖓畭غًٝٝ � أ٦ٖـٕطٝز٦ةٝإ�

� �ٔ أ٦ٖـ،ٗؿَ
ⶌ䚍،خ٦ػفح

�

� �
�
�

�
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GR SPORT専用 “GR”/ GR SPORT共通

㼔欽٦ػ٦ٍٖؗؗٔـز؎ٙم㝢鄲յٗؿ َٔٝز ն�(3ٗ؞➰յٗؿ ـخ٦هأնךٝز ٗؿسحػ٦ٖؗ َٔٝز 
�鸞ؙحثوزؿءٍٕءٝ؛٦ءخ٦هأ ٕسػ $75鮦س41035ٌ٦زؿء

㼔欽ذأ٦ٙػꨵؚٝص٦ُث،ٔٝ ؚ
(3٥(3�41035欽14&ח㼔欽ؚٝص٦ُث遤ְծؙ ّءٝلأ؟ؚٝص٦ُثկ(3㼔欽ׅתְג׃㹋植乼簚䚍⡤䠬֮♧ךהوٕ ٝ4"$)4، ٝؐت٦秈��NNغ٦ـا  (3�41035㼔欽ّءٝلأ؟ؚٝص٦ُث ٝ

� ٓؿ٦ؕحٗ� ⸇徇䱸䩧挿鷄زحهأآٝ � ٗؿ� ٓ؎هأٝز ٦
� ٝ؍ؿ٦ؕحٗ�
� �ٔ خحػأأؐع٦ٕ؎مَ

“GR”/ GR SPORT共通

㼔欽َٔ٦ػٝغ�㼔欽ٓؿو ٦ٕؿحغ鿇

ٓ؎هأؿ٦َٕٔ ٦

㼔欽َٔؓؿ ّءف顋㡰䏄鄲滠ؔכ㣛Ӎ(3�41035⚥٦ػٝغفؚٝٓ ٝկ

㼔欽#J�#FBN�-&%ٓسحق ـفٝ ؙؒٓح ّءٝذؙأ ٝ⸇귅

呓秛䒭ٌٔꨵز٦ؔ➰ف٦ٝٓٝةس؎؟ ٓى،ٝس ٦ـ ؙٓح

س٦ؖسحوس؎؟

㼔欽-&%䒭َّٔء٦طؽٝ ؤ٦ٌؙٖٝأفٝٓٝ

㼔欽حغ ٦ًٌؙأُءحص٦ؖ،ؙس 귅⸇ؗح

ٗؿ ؓؿٝز فؚٝٓ

ؙٕٔ،يٖـٝؒةْز ـ ؙٓح

ٔاؖ ٝ鮦

ⶌ䚍،خ٦ػفح خ٦ػ⸃瑞♴،ٗؿ

�
��

�

�

�
�

51
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INTERFACE & INTERIOR
スポーツカーとしての機能美と上質感の融合。

㼔欽㼭䖇劤ꬠ䋆ֹ�劤ذأ٦ؙهأ،ٔٝ $75鮦կכ٦㝢鄲Ӎⱖ溪غٕء٦ؙت٦ؙ鿇هأيٖـ(3ؒٝثحذأ٦غٕء٦ٕ؎مؚ

劤ꬠ䋆 �ֹ劤٦هأ ٝٔ،ذؙأ ـ٦ؙ鿇هأثحذأ٦غٕء٦ٕ؎مؚ $75鮦կכ㝢鄲Ӎⱖ溪ؕ؎وؙحٓ

㼔欽ٗؿ 邌淼さ䧭淼ꬠնس؎؟锃�س٦ؒأյً؎ٝ邌淼➰ثحذإٔـت٦غٕء➰يٖـ(3ؒٝز٦ء؍ذ٦هأٝز
ٗؿ ؎٦ؐٙػٝز ـأ٦كثح؎أ؏ٝس ➰ثحذأ٦غٕء�さ䧭淼ꬠزأٖي٦،،س㝢鄲ؕ؎وؙٓح

㼔欽٦ة٦ًؚٗش،ز٦ٖف٦غٕء؞3ٗ)�٦ة٦ًة٦ةٝإ➰

٦ٔٝة٦㝢鄲ً٦غٕء ؎ثٕو٦5'5ة٦ًؚٗش،ؚ ؓٝؿ ّء٦ً ؎ٖفأ؍رٝ
٦ٔٝة٦㝢鄲ً٦غٕء 5鮦կ.כӍⱖ溪➰٦ة٦ًة٦ة٦ًؚٗش،ؚ

㼔欽ثح؎أز٦ةأ(3ٗ؞➰

ؙ،յٕتلىٕ، ٕإ ٖـ ٦ ٥ؙؗ նך.5鮦ثٓح

ًش٦ؔطػٝ؎ 锃ٝنؕ٦ٝز

ٗؿ ٦ؕ٦ٔٝؾأ،سٝز ؚ 锃ًؗح

$75鮦ٕفٝ؍ر劤ꬠ䋆ֹـظزؿءثحذأ٦غٕء�ٕئك٦غٖزؿءؕٝن٦锃.5鮦ٕفٝ؍ر劤ꬠ䋆ֹـظزؿءٓـ ؙح ٖزؿء�㝢鄲ؕ؎و ـ٦غ 锃ٝنؕ٦ٕئك٦غٖزؿء�ثحذأ٦غٕءخ٦

ـ؎ع ٝ؍ر75鮦$٥سٔح ٕءـظزؿء劤ꬠ䋆ֹٕف ٖزؿء�ثحذأ٦غ ئك٦غ ٕٓـ ؙح ٝ؍ر㝢鄲.5鮦ؕ؎و ٓــظزؿء劤ꬠ䋆ֹٕف ؙح ٖزؿء�㝢鄲ؕ؎و ـ٦غ ٖزؿء�ثحذأ٦غٕءخ٦ ٓـٕئك٦غ ؙح ـ؎عכ㝢鄲ⱖ溪ؕ؎و 鮦կسٔح

“GR”専用

GR SPORT専用

“GR”/ GR SPORT共通

1IPUP♳♴(3�41035(3$75կⰻ鄲葿ٓـכ ح կؙ434حغ،ؒس؎؟ ؚ434ؕ٦ءٝذ٦ حغ،ٕؒس ծؚ㺮Ⲇ㖑➬圫ّءف٦ؕ٦ًؔכ ٝկّءفؔزحإ٦ؕ٦ًכزحإ؍رٖؽش ٝկ(3כزحو،ٗؿ顋㡰䏄鄲滠ّؔءف ٝկ1IPUP⚥㣛䊩):#3*%�(3�41035կⰻ鄲葿ؙحٓـכկ434ؚحغ،ؒس؎؟434ؕحغ،ؒس٦ٕءٝذ٦ ծؚٙ ز٦ٌؙٔحٗ،سأَٖ؎ ّءف٦ؕ٦ًؔכ٦ٕծ㺮Ⲇ㖑➬圫ٗٝز ٝկّءفؔزحإ٦ؕ٦ًכزحإ؍رٖؽش ٝկ(3زحو،ٗؿծؔ ؔ؍ر٦ ّءف顋㡰䏄鄲滠ؔכ٦غؕأٖ ٝկ1IPUP⚥㣛〸(3�41035.5կⰻ鄲葿ـכ կؙٙٓح ؙٔحٗ،سأَٖ؎ ز٦ٌ ،ٕؒ،ُصوה٦ٕٗٝز ًٝ ٦ة٦ؼ䒭َٕ؎تؗح ّءف٦ؕ٦ًؔדزحإכٕطػ٦ٕٗٝز ٝկ(3زحو،ٗؿծؔ ؔ؍ر٦ ّءف顋㡰䏄鄲滠ؔכ٦غؕأٖ ٝկӍ(3�41035(3$75ךⱖ溪כ顋㡰䏄鄲滠ّؔءف ّء٦ؽشךٝ ٝ鄲滠朐䡾؎ًׅדآ٦կ鑫ֻ׃ י׆ֶח顋㡰䏄כ կׇת֮כדך爙ׅ饥遤朐䡾ךկ㹋ꥷׅדך׃挿抧فぐٓٝחך堣腉铡僇כ鎘㐻湍ךկӍⱖ溪ְֻׁ

$75鮦

.5鮦 .5鮦

.5鮦

$75鮦

ـ؎ع 75鮦$٥سٔح

ـ؎ع 鮦سٔح ٔاؖ ٝ鮦

$75鮦
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トヨタ ヴィッツ HYBRID GR SPORT / GR SPORT“GR” / GR SPORT 主要装備一覧表

ـ؎ع 鮦سٔح ٔاؖ ٝ鮦
):#3*%�(3�41035 (3�41035(3

و１Ｕ＄إلي

㼔欽٦ػٝغٗؿ ٦ؚٕٔة٦ؒآ٥َٔ㼔欽ٓٝز ٦ًٌؙأ ➰귅⸇ؗح ٦ًؙت ➰귅⸇ؗح ٦ًٌؙأ ➰귅⸇ؗح
㼔欽 ّء٦طىٕ؎%&- ي٦ؽٝ
㼔欽ٓؿو ٦ٕؿحغ鿇
㼔欽ؒٝيٖـٗؿ ٥َٔس؎؟٥ٝز (3�41035 㼔欽 (3 㼔欽 (3�41035 㼔欽
㼔欽حغ ٦ًٌؙأُءحص٦ؖ،ؙس 귅⸇ؗح
يٖـٝؒةْز ،ؙٕٔ ـ ؙٓح
س٦ؖسحوس؎؟
ٓ؎هأؿ٦َٕٔ ٦
ُءحص٦ؖس؎؟
ٓ؎هأ3َٔ) ٦
ٓزأ؍رن3) ف؎

駈قكع

ـَ؎ة���������3 ٝزأٔج �105&/;"�3&���"�+�(3㼔欽،ٕ ٝإ㼔欽�٦ٕ؎مى ٦ة ًش٦ؔ �➰ٝز
ٓـ ؙح
٦ؙت ٔةحػأ ؚٝ �����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ �����ⰼ

٦ؙؚت٦ٕⴖ⯔鰛؎مىٕ،+�َ؎ة��������3 ٖ٦ً ٔة ؙح 㝢鄲 � ٝإ ًٝش٦ؔ٦ة ➰ز �����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ �����ⰼ�
ٕؗؿ٦ٕ埠腒؎م٦ٕثأ+|�َ؎ة��������3 ➰فٍح
䘔䚈欽�5������%��խխխխխխխխխխխխխխխխխَ؎ة،لأ ��
زح䘔䚈⥜椚ؙؗٝػَ؎ة
ّءٝلأ؟ ٝ (3�41035 㼔欽ؚٝص٦ُث

(3 㼔欽٦غ٦اـ،4($"4ؚٝص٦ُث秈 ��NNٝؐت
(3�41035 㼔欽ؚٝص٦ُث

㼔欽٦ٍٖؗؗٔـ ٗؿ㝢鄲յز؎ٙم٦ػ ٗؿյ➰؞َٔն�(3ٗٝز ٗؿسحػ٦ٖؗـخ٦هأնךٝز َٔٝز
خ٦ػ⸃�瑞♴،ٗؿ
ⶌ䚍،خ٦ػفح

ٗؿ٥ي٦،ٗ، ٝلأ؟ٝز ّء ًٝٝ ٖـ٦䖓畭غ ٝإأ٦ ٝز٦ة ٖـٕط ٥ٔأ٦ َٗ ـ، أ٦ٖ
ٓؿ٦ؕحٗ ⸇徇䱸䩧挿鷄زحهأآٝ

٦ٕؕر٦ٕ؎م3)

㸜Ⰻ鄲⪒

5PZPUB�4BGFUZ�4FOTFؙٔف٥ 娄遤罏؍ذؿ٦إُءٓح < 儎 > 嗚濼堣腉➰遼瑱㔐鼘佄䴂ف؎ة ٍث٦ػ؍ر٦⽃滙ًؕٓ倯䒭٥ٖ٦ٝت٦ٖ٦ؠ٦ٖ� حثوز٥ؔ٦ز٦ٓ،٦ �ي٦ؽ؎ؙع
⯓遤鮦涪鹌デ濼堣腉
ؑآٔذٝ؎ ٦ٖـز٦ه؟٦ؚؗٝػ٦شاأٝٓ،ؙٔٝز ؗ姺暟
ٕؕٔق -4%�� أ٥سحذٔى ؿر٥فٔح .5鮦 .5鮦խ����� ⰼ嶊顤玗䫙ֹ����� ⰼ
حغ،ؒس؎؟434 ؚ麊鯄䌎٥⸔䩛䌎434ؕحغ،ؒس٦ٕءٝذ٦ ؚ䖓䌎� ����� ⰼ嶊顤玗䫙ֹ����� ⰼ

鋔歲

㼔欽 #J�#FBN�-&% ٓسحق ٝٔكٖزؔ٦فٝ ؚ堣腉➰ فٝٓأٝٓ،ؙٔ%&- ـ ؙؒٓح ّءٝذؙأ ٝ⸇귅
ٗؿ ؓؿٝز فؚٝٓ
呓秛䒭ٌٔꨵز٦ؔ➰ف٦ٝٓٝةس؎؟ ٓى،ٝس ٦� ـ ؙٓح
㼔欽َٔؓؿ 㣛⚥٦ػٝغفؚٝٓ � �
㼔欽 -&% 䒭َّٔء٦طؽٝ ؤ٦ٌؙٖٝأفٝٓٝ ـ ؙؒٓح ّءٝذؙأ ٝ⸇귅

鎘㐻湍٥乼⡲禸

٦ة٦ًؚٗش، ٦ٔٝة٦㝢鄲ً٦غٕء ؚ ➰٦ة٦ًة
㼔欽ز٦ٖف٦غٕء؞3ٗ)�٦ة٦ًة٦ةٝإ➰

㼔欽㼭䖇劤ꬠ䋆ֹ �劤٦ؙهأ ٔ،ذأ �(3�ؒثحذأ٦غٕء٦ٕ؎مؚٝ ـٝ ٦ؙهأيٖ 鿇٦ؙت ٦㝢鄲غٕء �
劤ꬠ䋆ֹ�劤٦هأ ٝٔ،ذؙأ ـ٦ؙ鿇هأثحذأ٦غٕء٦ٕ؎مؚ 㝢鄲ؕ؎وؙٓح ��
ٝ؍ر ـظزؿء劤ꬠ䋆ֹٕف
٦ؗ٥ؙٖـ٥ٕإؙ،ٕتلىٕ، նךյ.5鮦ثٓح
ٝٔ،ذأ ثح؎أؚ

ؔ؍ر٦ؔ ٔؿؤٝع� ٦乼⡲�� ӹ "
ؔ؍ر٦ؔ 乼⡲�� ӹ "
؎ثٕو ؓٝؿ ّء٦ً ٝ乼⡲

ؒز٦وأ ٔٝز ٦麊鯄䌎٥⸔䩛䌎ؙحغ٥ ٝ،�،س ؙحغ٦؟ 堣腉➰���يذأءز٦ةأ 㼔欽ثح؎أز٦ةأ٦ؗز٦وأ �劤
ؙحٗ،سأَٖ؎ٙ ٌٔ ز٦ ٦ٗٝز ٕ،ٝ ؙحغ٦؟ 堣腉➰�ٙ ��٦�劤ؗأَٖ؎  ����� ⰼ嶊顤玗䫙ֹ ����� ⰼ  ����� ⰼ嶊顤玗䫙ֹ ����� ⰼ��

＂ｆ３
㼔欽ز٦ء邌淼 ؎ًٝ 邌淼ؒأ ٕء邌淼さ䧭淼ꬠյس؎؟�锃س٦ ـت٦غ նثحذإٔ 㼔欽ٗؿ ➰يٖـ(3ؒٝز٦ء؍ذ٦هأٝز
䘯黝庛攦ز٦ء麊鯄䌎

^ى
１Ｕو

ًش٦ؔطػٝ؎ 锃ٝنؕ٦ٝز
ٕئك٦غٖزؿء ـ 㝢鄲ؕ؎وؙٓح 锃ٝن٦ؕ ـ 㝢鄲ؕ؎وؙٓح
ٗؿ ٦ؕ٦ٔٝؾأ،سٝز ؚ 锃ًؗح
ٗؿ さ䧭淼ꬠزأٖي٦،،سٝز ➰ثحذأغٕء�
إؙ،%&-�3) ٓٝز 䩛䌎⸔麊鯄䌎٥ز؎
زحو،ٗؿ�3)

瑞锃
٦ة٦ؼ䒭َٕ؎تٝ،ؒز٦ؔ ٕطػ٦ٕٗٝز
ٝ،ٕؒ،ُصو ٦ة٦ؼ䒭َٕ؎تًؗح ٕطػ٦ٕٗٝز ��
չ٦؎ظشպ

撑僇 ؒسحذ٦طىٕ؎ ٔٝز يذأء٦
ثح؎أز٦ةأ �� ��
ٗؿ فٝٓ،ٔذٝ؎فٕٝٓشا٦ػٝز

آلوｆ２آل٥＜５

ؔ؍ر٦ؔ أ٦ٖغؕأٖ ًؙؕحغ٦ؕ٦ؾأ� ٓ������ ӹ "
٦ؕ٦ؾأ�

ؔ؍ر٦ؔ ٦غؕأٖ
ؔ؍ر٥ؔ٦ؽش秪姻ةْز ��

➭صد 㺮Ⲇ㖑➬圫�� �����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ �����ⰼ� �����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ �����ⰼ �����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ �����ⰼ�
ӹ"սٖؽش ؔثح؎أؚٝٔ،ذأվխ):#3*%�(3�41035Ӫزحإ؍ر ؔ؍ر٦ 乼⡲խӪ٦ؕ٦ؾأ�דزحإָًؙٓؕحغ�����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼׅתזהկխ�(3�41035Ӫثح؎أؚٝٔ،ذأؔٝع�ؔ؍ر٦ ٔؿؤ ٦乼⡲խӪ٦ؕ٦ؾأ�דزحإָًؙٓؕحغ�����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼׅתזהկխ�(3�41035(3Ӫ٦ؕ٦ؾأ�דزحإָًؙٓؕحغ�����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼׅתזהկ
ٗؿ➰堣腉زح3ؕ*٥زح٦67ؕػ٦أ垥彊鄲⪒խӪך➭ך حغ٥،سَٔأ٦ؖٓءغ؎ٓف➰堣腉زحխӪ67ؕأٓؖ،سٝز ـ؎عխӪ،ؙس ٦وٕنٝءسٔح ؙ٥ٔس؎؟ َյـ؎ع ،س鮦նխӪؕٓ٦سٔح ٗؿخحػأ،խӪٕؒسٝع،سس؎؟ؐز ـ؎عյٝز ٗؿ鮦ն�سٔح ـ؎عյيذأء٦ٖؗـ5鮦նխӪ&$#ꨵ㶨ⵖ䖴.٦յ$75٥ةٝإ٥ٝز ـ؎عյس٦ٌـ؎ٓس7&�س٦ٌـ؎ٓسؒثح؎أس鮦նխӪٌ٦سٔح ز٦ةأـ؎ٓسխӪٕشؚء٦ٖؗـ鮦նխӪ74$���53$խӪ筜䚈سٔح ٦ٗٝز յٕـ؎ع زأء،ز٦ةإٔؼ鮦նխӪسٔح ـ؎ع٦ٕխӪ鮦⚕䱸鵚鸐㜠鄲縧յٗٝز حغ،鮦նխӪ434ؒسٔح ؚ麊鯄䌎٥⸔䩛䌎խӪز؎ٓٝٓ؎ز荈挿抧嶊抧يذأءزحؕز٦ؔفٝٓ�يذأءխӪؙٔٝ䒭ٗؿؚٕٝء ٦ؐػ؎ٙٝز ٝ؎ثٕو٦խӪ5'5ػ؎խӪَٔٙ➰زأى٦鸬儗锃侭䒭٥妀٥ٍءؓح ؓؿ ّء٦ً ـ؎عյ؎ٖفأ؍رٝ ٝ؎ثٕو鮦նխӪسٔح ؓؿ ّء٦ً ـ؎ع5鮦նխӪ.յ$75٥؎ٖفأ؍رٝ ٝ؎يذأءسٔح ـ؎ع٦յة٦؛آ ّءآهزؿء�ف٦ٓٝة٦؛آٝ؎ـ؎ٓس鮦նխӪؒسٔح ـ؎ع٦յة٦؛آٝ؎ٝ ٝٔ،ذأزٕث75鮦նխӪ$٥سٔح ؙؚحؾأٖذ堣腉➰խӪسٝ؎٦ؐٙػ؏麊鯄䌎�ٙٝثحة䒭�䮠鴥姺堣腉➰խӪ⸔䩛䌎ؙحغز٦ء խӪ��ⴓⶴ〳⦜䒭َٔزح؛ه ٝ؍ذ٦խӪꆃ㾩ز٦ء ؚ؎ٝ ٓـ٦ٌ٦ٕխӪػح،طػ ؙح ؕ؎و 㝢鄲أ٦كثح؎أ؏سٝ؎٦ؐٙػزٝٗؿؔ٦ةأؙٓؔ؍ر٦�խӪ ـظ٦ةأآ귅ٖ⸇ًؗح ծٖس؎؟ ع،سس؎؟ٝ؎ծٕئك٦ةأآ ـظزؿءծٝةن٦ٖؗـ٦ؚؗٝػծٕٝس խӪ㔐鯄䒭،ؚزأء ٗؿفٔح �٥ٔٝز َ��խӪحؿز٦ؙ،ؚزأء ٓى؍ذصغ٦麊鯄䌎⸔䩛䌎ؠ؎غٝ؟⡤㘗�َٔ晙⩎խӪ♧فٔح ٦յةؿ➰ն�麊鯄䌎٦تٕمزح؛ثխӪٕؿ٦،ٝ וז䳔欽䊨Ⱗխ❛َ؎ةց㕂㕼❛鸐満钠〳ㅷւխӪيذأء٦ؠ؎ٓؽٌ؎يذأء〳⦜䒭խӪ游ꨇ姺شذ

ӍⰋ鮦垥彊鄲⪒ך�����1כ⚺銲鄲⪒♧鋮邌׀鋮ֻ ّءفկխӍչ(3㼔欽ً٦ؕ٦ְׁؔ ٝպչًّءف٦ؕ٦ؔ ٝպֶ ّءفؔزحإչً٦ؕ٦ן״ ٝպ׀כ岣俑儗ח歍ׅתֽ」׃կً ֻ׃ծ鑫דךׅתְג㹀ח顋㡰䏄ָ杝荈כկ⣣呓ׅד罋⣣呓דךך��䎃�剢植㖈٦ؕ٦䋞劄㼭㡰⣣呓嶊顤玗�鴥ًכկխӍ⣣呓ְֻׁ䪫✪׀דךׇתֹדֽ」ֶכ岣俑䖓׀ծ鄲滠ׅד䊨㜥ך٦ؕ٦ ֻי׆ֶחぐ顋㡰䏄כ ؚٖכկխӍ(3ְׁ ؙحصاشػծכ٦ؙوչOBOPFպן״٦պֶ؎ظشկխӍչOBOPFպծչׇת֮כדせ獥س٦ 吳䒭⠓爡ך㉀垥ׅדկչ105&/;"պכ吳ـ ٝزأجٔ َ؎ة���կׅד涫ꐮ㉀垥ך ꥴָ杞ֻך؍رنה َ؎ة ؑث ٦ٝ 鄲滠ׅ ֿ ָה ֹד ׇת ֮דך ַ 䪫ֻ✪׀ׄ ְׁ կխ���������3ة��؎ َ�+،ٕ٦؎مى ٕⴖ⯔鰛٦ؙؚت ٔة٦ًٖ ؙح 㝢鄲ًٝش٦ؔ٦ةٝإ� ؎ة،لأה➰ز َ䘔䚈欽ّءف٦ؕ٦ًؔדزحإכ תזהٝ կׅة،لأ؎ َ䘔䚈欽כ⽃杝ךד鄲滠鼅䫛〳腉ד կׅך㜥さծ�����ⰼ嶊顤玗䫙 �ֹ����ⰼתזה կׅխة،لأ���؎َ َ؎ة㜥さծ׃鼅䫛 ؙٝػ 䘔䚈⥜椚 ⪑鄲כزؗح ׇתׁ կխ���ٓ ز٦ؔٝف حغ،ؒس؎؟խ���-4%-JNJUFE�4MJQ�%JFSFOUJBMխ���434➰يذأءزؕح ؚ434ؕ٦ءٝذ٦ ؚٔزأء،㜥さծ㔐鯄䒭׃鼅䫛ؚحغ،ٕؒس ٗؿכفح �٥ٔٝز תזה�َ կׅխ���㺮Ⲇ㖑➬圫鼅䫛׃㜥さծתזה➰٦ة٦ؼ կׅխ���ٔ َؓؿ ؚٓ תֹד鄲滠ח㜥さ׃鼅䫛㺮Ⲇ㖑➬圫כٝف կׅխ���$75鮦ך㜥さծ��鸞ٝ؛٦ءخ٦هأ ٍء ؙحثوزؿءٕ ٕسػ٥ תזה⪑垥彊鄲ָس٥41035ٌ٦زؿء կׅխ����$75鮦ך㜥さծ�鸞ٝ؛٦ءخ٦هأ ٍء ؙحثوزؿءٕ ٕسػ٥ תזה⪑垥彊鄲ָس٥41035ٌ٦زؿء կׅխ����ؔؔ؍ر٦乼⡲ٔؿؤٝعן״ֶثح؎أ ٦乼⡲כثح؎أծ顋㡰䏄鄲滠ّؔءف ّء٦ؽشךٝ תזה乼⡲〳腉ח㜥さ׃鄲滠يذأءٝ կׅխ����嗂鴥㘗䗰茖٦ؕ٦ًأ٦ل瘝ך堣㐻׀⢪欽ך倯כծꨵ 岚ך״ח堣㐻ח䕦갟דךׅתֶָׅ֮ר⿹ծ鮦⚕ח䵧鯹ׁ涪⥋堣ַ秈��DN⟃ⰻח嗂鴥㘗䗰茖٦ؕ٦ًأ٦ل瘝ך堣㐻鵚ֲ״ְזֽב ֻג׃ח կꨵְׁ 岚涪⥋⨡姺ֿׅ ֻ׃鑫דךׅתֹדה 湱锑ֻ׀ח顋㡰䏄כ ؙحٗ،سأَٖ؎կխ����ְׁٙ ٌٔ ز٦ ٝ؎ծזהꬊ鄲滠כثح؎أز٦ةأ㜥さծ׃鼅䫛٦ٕٗٝز ת鄲滠ָׁزح؛ه կׅתծ؎ٕ ؒسحذ٦طى ٔٝز ٗؿծכيذأء٦ ٕٓشا٦ػٝز ٝ؎ٝف ذ ،ٔٓ תזהךٝف կׅխ����ٙ؎َؙٖحٗ،سأ ٌٔ ز٦ ُصوה٦ٕٗٝز ،ٕؒ، ًٝ ؗح ٦ة٦ؼ䒭َٕ؎ت ٦ؕ٦ًדزحإכٕطػ٦ٕٗٝز ّءؔف תזהٝ կׅխ����㶵⯔䒭כز٦ٖف٦غٝش鄲滠ׇתֹדկխؙحغ���� ًؕٓ ّء٦ؽشח կ顋㡰䏄鄲滠ׇתתろכيذأءٝ ّءؔف ّء٦ؽشךٝ ד鄲滠ָ䗳銲يذأءٝ կׅխ����䖓鷌儗ذأח،ٔٝ ؚ乼⡲ח鸬ׅ✮䟝鹌騟简歗邌爙ׅכחծ顋㡰䏄鄲滠 ّءؔف ؙحغ䊨㜥鄲滠ךٝ ًؕٓ 欽ؖ؎ؗس דⴽ鷿䗳銲ָزح կׅ鑫ֻ׃ ֻי׆ֶח顋㡰䏄כ կխ����顋㡰䏄鄲滠ְׁ ّءؔف ٥ؔؽشג׃הٝ ؔ؍ر٦ תְג׃欽䠐׀㢳侧 կׅ鑫ֻ׃ ֻ鋮ְ׀&6)0-"5"$�/0*5")*7"/���-"46*0�7*6%"ךⴽⱁכ ַ顋㡰䏄ֻי׆ֶח תְג㔳㹋⯍ך⪑ծ鄲ג׃罋䣁⢪欽ךדկխ����㺮Ⲇ㖑ְׁ կׅתծ攦简䒭ؐ؎ٝ ٦ءس ת鄲滠ָׁוז٦؟؎،رٕس կֶׅזծ⻌嵲麣㖑⼒כח㺮Ⲇ㖑➬圫ָⰋ鮦ח垥彊鄲⪒תזה կׅ

ٔء3)� ّءف㼔欽鄲⪒�垥彊鄲⪒�顋㡰䏄鄲滠ؔؤ٦ ٝ
�(3㼔欽ً٦ؕ٦ ّءؔف ٝ׀岣俑儗ח歍ׅתֽ」׃ �ً ّءف٦ؕ٦ؔ ٝ׀岣俑儗ח歍ׅתֽ」׃�ً ّءفؔزحإ٦ؕ٦ ٝ׀岣俑儗ח歍ׅתֽ」׃

Ӎ垥彊ؚٖחس٦鄲滠〳腉خ٦ػ3)ז顋㡰䏄鄲滠ّؔءف ֻ׃կ鑫ׅתֶג׃欽䠐׀ג׃הٝ 鋮׀չ(3�1"354�7JU[�%&"-&3�015*0/պך�����1כ կ�54ְֻׁ



ؕ؍رن˟ ٦ؙٕػز؎ٙمך٦ٓ ؎ٍءٕةٔأ յٝ���նծٕ ّءف٦ؕ٦ًؔכ٦յ�#�նٗؒ؎أشى ٝ�����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼׅתזהկӍؕ؍رن ٝ؎乆䕦ծ⽩ⵗכ٦ٓ 鋅גז殯כה葿ך㹋ꥷד⤘ꟼךؗ ִֿ תָ֮ה կׅխӍⱖ溪3�41035)גץׅכ(3կ

カラーバリエーション

ⰻ鄲葿ـ ؙٓح

Ⅱյ���նز؎ٙم٦ػ٦أ

٦ؙٕػز؎ٙم ٍءٕةٔأ ؎ յٝ���նխ˟ًّءف٦ؕ٦ؔ ٝ

ٔة٦ًغٕء ح յؙ�'�ն

ٔة٦ًؚٖ ح յؙ�(�ն

ـ ؎وؙٓح յؕ���ն

٦ػ٦أ سٖح յ˾�1�ն

ّءف٦ؕ٦ًؔ˟٦յ�#�նٗؒ؎أشىٕ ٝ

ٔة٦ًٕـ ح յؙ�5�ն

(3》ֶך䪔ְ♳ך岣䠐✲갪խ։ֶ㹏圫ֶח⠗ִהְֿ׃։Ӎ秛鮦儗ֶח床ׅ׃չ《䪔剅պ䗳ֶ׆铣ְֹծ姻ֻ׃ 䪔ְֻ》ֶ 䬸佦ꥺװ佦✲זꅾ㣐כ何鸡ךկխӍ飑Ⰵ䖓ְׁ ⽬ֻꤹ䚍ָ֮דךׅת窫㼎ח遤ֻדְז ٗؿկխӍ㼔欽ְׁ ّءٝلأ؟ؚٝص٦ُث㼔欽ן״٦ֶػٝغَٔٝز 僒׃署䷐⨉ָَ؎ةװ⻉㢌ך䗰㖑ծ乼簚㸜㹀䚍⛦ծ״ח鄲滠ךוזٝ ծׁ㜥さָֻ֮ז 杞ָأٝٓ،ؙٔךה騟׃갈ָ涪欰ח 僒׃٦ָ䎁幧ػٝغן״ֶ䒋♴ה騟דוזծ♶侭㖑騟ف٦ٗأ媮䊴ծךוזծ篑瀖ֻז ծ琎ꨒ儗תկׅתֻז կׅ֮תָ֮䛊㜥さծ㼔欽鄲⪒ㅷָ灶䴦ׅ׃⢪欽דծⲵ穠滠宔朐䡾׃饥遤תת׃ٕإٓح ؚךדꨒ麣٥ⲵ穠騟װ䱖宏䚍ח傈ךꨍ׃⸇饥遤갈ָ㟓ץ嫰חծ垥彊鮦כ٦ٕ鄲滠鮦؎مىٕ،㼔欽َ؎ةثٝ؎��կխӍְׁ䪫ֻ✪׀ַׄ 署ָ傍䷐ץ嫰חَ؎ةךկ垥彊鮦ׅת㜥さָ֮ז殯ה乼簚㸜㹀䚍ָ垥彊鮦װ䗰㖑⛦ծתկׅת㜥さָׅ֮♴⡚ָفٔح ծׅכ鄲滠鮦سحػ٦ٖؗـخ٦هأկխӍ㼔欽ׅת㜥さָֻ֮ז ـծ׃뒊ָֹ涪欰ח٦ؚؗٝ儗ٖـ״חוז⸃ⵖךծתկׅתְג׃㹋植ثحة٦ٖؗـסⶌ䚍䠬֮חず儗ה涪䳸ׅ⸃ⵖּ 署ָ傍䷐ךسحػ٦ٖؗـװؙأ؍ر٦ٖؗ ֻ׃ծ鑫ג׃תֹאחׇさ穈ךה秪姻欽ㅷպةْزխӍչׅתぢָ֮⫘ְׅװ湡甧ָ寅כ٦ػ٦ٍٖؗؗٔـ㝢鄲ְׁג׃䱰欽ד⪑կխӍ㼔欽鄲ׅת䚍颵ָֻ֮ז י׆ֶחؿحةأ顋㡰䏄כ կׅתזה鏾⥂ך鮦⚕ず圫أ٦كծגְאחկխӍ卹鄲鿇ⴓׇתֹד⾱כ鄲滠ךפؤ٦ٔءծ(3גְאחպخ٦ػةأٔرծչٌתկְֻׁ

トヨタ ヴィッツ HYBRID GR SPORT / GR SPORT“GR”/ GR SPORT 主要諸元表

価格表

ـ؎ع 鮦سٔح ٔاؖ ٝ鮦
):#3*%�(3�41035 (3�41035ˑ(3˒

㘗䒭䭷㹀荈鮦 䭯鴥涫ꐮ鮦 㘗䒭䭷㹀荈鮦

鮦⚕㘗䒭٥ꅾꆀ٥䚍腉

鮦⚕㘗䒭
ꨵ孡䒭搀媮㢌鸞堣 %""�/)1����")97#ӹ ٦ ٦
荈搀媮㢌鸞堣4VQFS�$75�J ٦ %#"�/$1����7-9#97 %#"�/$1����")97,
�鸞ُصو،ٕ ٦ %#"�/$1����7-9#.7 %#"�/$1����").7,

鮦⚕㘗䒭أ٦ك ٦ %#"�/$1����")97,յ%#"�/$1����").7,ն ٦
鮦⚕ꅾꆀ� LH ������ ����յ����ն� ����յ����ն�
鮦⚕筨ꅾꆀ� LH ������ ����յ����ն� ����յ����ն�
剑㼭㔐鯄⼱䖇 N ���� ���
敌俱嶊顤桦�㕂㕼❛鸐満㻢叨⦼ LN�- ���� ٦ ����յ����ն

⚺銲敌顤何㊣㼎瘻 Ⰻ鮦〳 㢌ٝى؎ةـٕغ ծؚꨵ ٝٔ،ذأ٦ٙػ ծؚ⯍ꨵⵖ䖴ծـ؎ع ـ؎ع鮦سٔح ٔس؎،ծيذأءسٔح 鄲縧ծꨵ孡䒭搀媮㢌鸞堣ծ$75鮦荈搀媮㢌鸞堣فحزأؚٝ

㼄岀٥㹀㆞

ⰋꞿⰋ䌴Ⰻ넝 NN ������������ ������������ ������������
أ٦ك٦ٕ؎م NN ����
ز խسٖح ٗؿ َٔٝز NN ��������� �������� ��������
剑⡚㖑♳넝� NN ��� ��� ���
㹓ⰻխխ ꞿ䌴넝� NN ������������ ������������
⛦鮦㹀㆞ せ �

ٝآٝؒ

㘗䒭 �/;�'9& �/;�'&
筨䱖孡ꆀ - �����
珏겲 湫�孡瘲
⢪欽敌俱 搀ꊊؘُٖٓٔا٦ؖ ٝ
ⰻ䖇�遤玎 NN ���������
剑넝⳿⸂յزحطն������L814�S�Q�N� ��������� ����������
剑㣐ٕز յؙزحطն���/NLHG٥N�S�Q�N� ������������։���� ������������յ������������ն
敌俱⣘窌鄲縧 ꨵ㶨ⵖ䖴䒭敌俱㑑㼗鄲縧&'*
敌俱ؙٝة㺁ꆀ - �� ��

饥遤鄲縧٥꽀倯䒭

ّءٝلأ؟ ٝ ٗؿ َٔٝز ٓزأ ٝٔفإٔ؎䒭زح ؚّء٦ز ٝٔفإٔ؎䒭ي٦ؽٝ ؚ

٦ٖؗـ ٗؿ َٔٝز ٝ؍رٔ٦ؙأ؍رسحذ٦ٖثٝك ٖزؚ ٦ٔٝ ؚ䒭ٓس ي ؙأ؍رؙأ؍رسحذ٦ٖثٝك
⡲倯䒭 屘㖇٥㔐欰٦ٖؗـ⼿锃䒭 屘㖇䒭

꽀倯䒭 鰵꽀倯䒭

㢌鸞嫰٥幾鸞嫰

痥 �鸞

�٦
�����։������

յ�����ն
����� ։������

յ�����ն
痥 �鸞 յ�����ն յ�����ն
痥 �鸞 յ�����ն յ�����ն
痥 �鸞 յ�����ն յ�����ն
痥 �鸞 յ�����ն յ�����ն
䖓鷌 ����� ։����� յ�����ն����� ։����� յ�����ն
幾鸞嫰 ����� ����� յ�����ն ����� յ�����ն

٦ة٦ٌ
㘗䒭 �-.

٦
珏겲 ❛崧ず劍ꨵ堣
剑넝⳿⸂ L814
 ����
剑㣐ؙٕز /NLHG٥N �������

⸂欽⚺ꨵ寑
珏겲 宏稆ꨵ寑ٕ؛حص
㺁ꆀ "I ���

٦ً ٦ؕ䋞劄㼭㡰⣣呓�嶊顤玗䫙ֹ  ⻌嵲麣㖑⼒ً ٦ؕ ٦䋞劄㼭㡰⣣呓�嶊顤玗䫙ֹ ):#3*%�(3�41035 ـ؎ع 鮦سٔح �������ⰼ	�������ⰼ
 �������ⰼ	�������ⰼ

(3 $75鮦 �������ⰼ	�������ⰼ
 �������ⰼ	�������ⰼ
.5鮦

(3�41035 $75鮦 �������ⰼ	�������ⰼ
 �������ⰼ	�������ⰼ
.5鮦

Ӎ鮦⚕ꅾꆀծ鮦⚕筨ꅾꆀծ敌俱嶊顤桦ծ剑㣐ٕز ծؙ㢌鸞嫰٥幾鸞嫰ךוז侧⦼ّءحىכ חⴽف؎ةٝ תְג׃ⴽ⼒ד珏겲ךؕح կׅ$75鮦כխծُصو ،ٕ鮦כյխնד կׅխӍ敌俱嶊顤桦כ㹀鑐꿀勴⟝ד⦼ךדהך կֶׅ 㹏圫ך⢪欽橆㞮孡韋ծ幪忔瘝װ麊鯄倯岀䚈涪鹌ծؒ תָ֮⦼أؚٗה⦼زحطכח邌爙⸃⳿ٝآկխӍׅؒٝתז殯כ敌俱嶊顤桦ג䘔ׄח⢪欽瘝ٝ، կׅչؚٗأպٝآٝؒכ⽃⡤ד庠㹀֮דך׃ծչزحطպٝآٝؒכה鮦⚕ח䵧鯹׃朐䡾רקהず勴⟝ד庠㹀ׅדך׃կずׄؒٝדٝآ庠㹀׃㜥さծչزحطպכչؚٗأպٔاؖ״ ٝ荈鮦ד秈��玎䏝⡚ְ⦼荈䊨⠓锃ץׅתְגזהկխӍٞ3�41035)خح؍(3כ卹鄲鮦⚕ךծ䭯鴥涫ꐮׅתזהկぐ长⯋侧⦼כ罋侧⦼ׅדկ涫ꐮךꥷכ鮦⚕ך㹋庠⦼ָ黝欽ׁׅתկխ���434ؒس؎؟ ؚحغ، ٦ءٝذ�434ؕ٦ ٕؒس ؚحغ، ת׃⸇㜥さծ��LH㟓׃鄲滠 կׅխ���������3ة��؎َ ת׃⸇㜥さծ��LH㟓׃鄲滠٦ٕ؎مىٕ،+�� կׅխ���㺮Ⲇ㖑➬圫鄲滠׃㜥さծ��LH㟓⸇ת׃ կׅխ���������3٦ٕ؎مىٕ،+��َ؎ة��鄲滠׃㜥さծ���Nתזה կׅխ���������3٦ٕ؎مىٕ،+��َ؎ة��鄲滠׃㜥さծٗؿ �כٝز���NNծٔ �כَ���NNתזה կׅխ���爡ⰻ庠㹀⦼խ�����鸞ٝ؛٦ءخ٦هأ ٍء ؙحثوزؿءٕ תזה➰ կׅխ����鸞ٝ؛٦ءخ٦هأ ٍء ؙحثوزؿءٕ תזה➰ կׅӍ7JU[�&$#�74$�53$�&'*�50:05"�4"'&5:�4&/4&50:05"�(";00�3BDJOH ةْزכ荈鮦吳ך㉀垥ׅדկխӍ麣騟麊鷏鮦⚕岀״ח荈鮦㘗䒭䭷㹀歍锜剅侧⦼):#3*%�(3�41035(3�41035խӍ醡鸡✲噟罏ةْز�荈鮦吳䒭⠓爡
ӹ⽩ך鮦⚕כծ橆㞮㼎䘔鮦�兛⿹⤛鹌玗ⵖך黝さ鮦ד կׅ׀飑Ⰵ儗ח荈鮦《䖤玗ך鯪幾䲃縧ָ「ֽת ׅ����䎃�剢��傈דתկתծ荈鮦ꅾꆀ玗ך鯪幾䲃縧ָ「ֽת ׅ����䎃�剢��傈חדת倜鋉涫ꐮֽ」鮦㼎韋կׁ תֽ」鯪幾䲃縧ָגְאח荈鮦玗ך绒䎃䏝ך飑Ⰵ׀ծח ׅ����䎃�剢��傈ךדת倜鮦涫ꐮ鮦㼎韋կ鑫ֻ׃ י׆ֶח顋㡰䏄כ կְֻׁ

���尣篖㖑⼒כ⣣呓ָ殯ׅתזկխ���⻌嵲麣㖑⼒ך⣣呓כח㺮Ⲇ㖑➬圫ָろׅתתկӍ⣣呓٦ؕ٦ًכ䋞劄㼭㡰⣣呓嶊顤玗�鴥��䎃�剢植㖈ךךד罋⣣呓ד կׅ⣣呓כ顋㡰䏄ָ杝荈ח㹀דךׅתְגծ鑫ֻ׃ ֻי׆ֶחぐ顋㡰䏄כ 䘔䚈⥜椚ؙٝػَ؎ةכկխӍ⣣呓ְׁ ؎ة،لأכתزؗح ծَة؎َ❛䳔欽䊨Ⱗ➰ך⣣呓ׅדկխӍ⣣呓ّءفؔכח ٝ⣣呓כろׇתְגתկխӍ⥂ꤹ俱ծ玗ꆃꤐ 嶊ֻ顤玗ծ涫ꐮ俱ךוז长顤欽כⴽ鷿歍ׅתֽ」׃կխӍ荈鮦ٔ؟؎ؙٕ 岀ך倵遤״חծٔ ؙٕ؎؟ 俱ꆃ����ⰼ��䎃�剢儗挿ךꆃ겘ָⴽ鷿䗳銲ׅתזהկ鑫ֻ׃ י׆ֶחծ《䪔ְ顋㡰䏄כ կְֻׁ
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ٓزأ؍رن3) ���〴ⴓف؎���ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼ���)յ(3#�ն勞颵埠腒ٔه㞁⻉ٕصؽ

��٦ٕ�〴ⴓؕر٦ٕ؎م3)���ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼ���)յ(3&�ն勞颵埠腒ٔه㞁⻉ٕصؽ鏣㹀(3

ؗـٕغ3) ��〴ⴓ�⦐فٍح���ⰼ嶊顤玗䫙ֹ����ⰼյ(3)�ն(3ٗ؞Ⰵխ葿ـ 勞颵埠腒"#4ؙٓح

(3�-&%،ؙ ٝإ ٓز ��䩛䌎�〴ⴓ⸔麊鯄䌎٥ز؎���ⰼ
嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼ���)յ(3'�ն鏣㹀ꤐֻؒ ٔٝز կׅתז殯כה㹋ꥷכ撑䏝װ葿ך鮦Ӎⱖ溪➰ز؎٦ٓ
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ヴィッツを自分仕様のスポーティスタイルへと進化させる本格パーツラインアップ。
GRシリーズ専用装備も標準グレード＊に装着可能なパーツとして設定。

VITZ DEALER OPTION
尽きることのないこだわりを。

GR SERIES
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NORMAL GRADE（標準グレード）

GR SERIES & 
NORMAL GRADE（標準グレード）

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。
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TRDパーツは、1年間2万km保証です。
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 3 年間6 万km保証 1 年間2 万km保証
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＊1. 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。　＊2. VOC：Volatile Organic Compounds　＊3. TSOP：Toyota Super Olefin Polymer　＊4. LCA：Life Cycle Assessment 。資源採取～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、総合評価する手法で、ISO14040 シリーズで国際標準化されています。　＊5. 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。　＊6. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　＊7. JC08モード走行。　＊8. 平成17年基準排出ガス75％低減レベル。　＊9. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化
係数）　＊10. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）にすることを求められております。　＊11. 1996年乗用車の業界平均1,850g（バッテリー
を除く）。　＊12. 交通安全の観点で使用する部品（ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、室内蛍光灯）を除く。　＊13. TPO:Thermo Plastic Olefin

材料、部品、車両製造および走行、メンテナンス、廃棄の各段階で環境

影響をトータルで評価するLCA（ライフサイクルアセスメント）＊4を実施

しています。NOx、SOxなどの大気汚染物質について、ライフサイクル全体

での排出量を従来に比べ低減しています。

①地球への、人への負担を減らすために。

● 温室効果ガスであるCO2排出量の低減をめざして、軽量・高効率なエンジンを搭載
しています。さらにVVT- iEをはじめとする数々の先進技術を投入しています。
● エアコンの冷媒には、オゾン層を破壊しない代替フロンHFC-134aを採用しています。

④車室内の臭いや刺激臭を軽減しています。

● 内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、VOC＊2の発生量を抑制。厚生労働省が
定めている「室内濃度指針値」を下回るレベルとし、業界自主目標を達成しています。

②都市環境のクリーン化に配慮しています。

● 三元触媒、空燃比補償装置などの採用により排出ガスのクリーン化を推進。全車とも
「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。

⑤積極的にリサイクルを行っています。

● リサイクル性に優れた素材TSOP＊3を積極的に採用しています。
● 解体性向上マークを大物部品に設定し、取り外し性の向上を図っています。

③環境負荷物質を削減しています。

● 鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを削減し、業界自主目標を達成しています。

地球への、人への負担を減らすために
できることからはじめています。

「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。

トヨタは、トータルクリーンをめざしています。

＊1

トヨタ ヴィッツ 環境仕様

車
両
仕
様

車両型式 DAA-NHP130 DBA-NSP130 DBA-KSP130 DBA-NSP135

エンジン

型式 1NZ-FXE 1NR-FKE 1KR-FE 1NR-FE

総排気量 L 1.496 1.329 0.996 1.329

燃料 無鉛レギュラーガソリン

駆動装置
駆動方式 2WD（前輪駆動方式） 4WD（4輪駆動方式）

変速機 電気式無段変速機 CVT（自動無段変速機）

車両重量 kg 1,100～1,130 1,000～1,050 970 980～1,000 970 980～1,000 1,080 1,090～1,120

環
境
情
報

燃料消費率

　燃料消費率＊5（国土交通省審査値） km/L 34.4★ 25.0★◆ 24.0★ 23.2★ 21.6 20.8 18.0 17.4

　CO2排出量 g/km 67 93 97 100 107 112 129 133

参考 「2020年度燃費基準＊6」をクリアしています。 「平成27年度燃費基準＊6」をクリアしています。 -

主要燃費改善対策
（全車）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、（ハイブリッド車）ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、（ガソリン車）自動無段変速機、

（★印の燃費値の車両のみ）アイドリングストップ装置、（◆印の燃費値の車両のみ）ミラーサイクル

排出ガス

認定レベルまたは適合規制（国土交通省） SU-LEV＊7＊8

認定レベル値または
適合規制値（g/km）

CO 1.15

NMHC 0.013

NOX 0.013

車外騒音
規制区分 平成28年騒音規制 平成10年騒音規制

加速/定常/近接 dB 72（規制値）/-/75 74/69/90 74/69/87 74/69/90

冷媒の種類（GWP値＊9）/使用量 g HFC-134a
（1,430＊10）/420 HFC-134a（1,430＊10）/370

環境負荷物質削減

鉛 自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下＊11）

水銀 自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止＊12）

カドミウム 自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）

六価クロム 自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）

車室内VOC 自工会自主目標達成

リサイクル
関係

リサイクルし易い材料を使用した部品
TSOP フロントバンパーカバー、ラジエーターグリル、インストルメントパネル、グローブボックス

TPO＊13 フロントスポイラ－、リヤマッドガード

植物素材の活用 ケナフ アジャスタブルデッキボード、デッキボード

樹脂、ゴム部品への材料表示 あり

リサイクル材の使用 再生綿フェルト フロアカーペット、ダッシュサイレンサー

■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、実施
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。

A:従来型車
B:ヴィッツ (1.3L ガソリン・アイドリングストップ装置装着車)
C：ヴィッツ (1.5L ハイブリッド車)

 素材製造      車両製造      走行　  メンテナンス   廃棄
NOx［窒素酸化物］:Nitrogen Oxide
PM［粒子状物質］:Particulate Matter
NMHC［非メタン炭化水素］:Non Methane Hydrocarbons
SOx［硫黄酸化物］:Sulfur Oxide
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トヨタが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、
ドイツの第三者認証機関テュフ ラインランドによる
ISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。
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■詳しくは別冊のAccessories & Customize Catalogueをご覧ください。

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。

SPORTY STYLE & COLOR DECORATION STYLE

Photo：HYBRID F。ボディカラーはスーパーレッドⅤ〈3P0〉。Toyota 
Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプション。フ
ロントスパッツ（ブラック）、サイドマッドガード（ブラック）、リヤスパッツ
（ブラック）、ロアバンパーガーニッシュ（ブラック）、リヤスタイリングセット、LED
スタイリッシュビーム、ナンバーフレームイルミネーション、エアロスタビライジン
グフィンは販売店装着オプション。　※カラードアンテナは別冊のAccessories 
& Customize Catalogueでご確認ください。

誰の真似でもない、己だけのスタイル。

自由に、さりげなく、私をリメイク。

SPORTY STYLE

COLOR DECORATION STYLE

■フロントスパッツ（ブラック）　■サイドマッドガード（ブラック）　■リヤスパッツ（ブラック）
■ロアバンパーガーニッシュ（ブラック）　■リヤスタイリングセット（リヤスポイラー、カラードアンテナ）
■LEDスタイリッシュビーム　■ナンバーフレームイルミネーション　■エアロスタビライジングフィン

■カラーデコレーションセット（ロアバンパーガーニッシュ、サイドデカール、リヤバンパーデカール）
■ドアミラーデカール　■バックドアデカール　■カラードアンテナ

Photo：1.0Jewela“SMART STOPパッケージ”。ボディカラーのチェ
リーパールクリスタルシャイン〈3S7〉はメーカーオプション。フロント
フォグランプはメーカーオプション。LEDランプセット、スマートエント
リーセットはメーカーセットオプション。カラーデコレーションセット、
ドアミラーデカール、バックドアデカール、カラードアンテナは販売店
装着オプション。　※リヤバンパーデカール、バックドアデカールは別
冊のAccessor ies  &  Customize  Cata logueでご確認ください。

豊富なアクセサリーで
あなただけの1台に。

スマホでくわしく！
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■詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。 ※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

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。

安心して運転できるように。
いつまでも快適に移動できるように。

安全運転をサポートする

『先進装備』
快適なお出かけをお手伝いする用品

『サポトヨプラス』
誰もが快適に移動できるように

『ウェルキャブ』
▶ P28-32

運転サポート 便利なアイテムで日々の運転を快適に。

優れた体圧分散性と衝撃吸収性を
もつエクスジェル®を埋め込んだ、立体
サポート構造を採用したエプロンタイプ
のクッションです。運転時のお尻・腰・
背中への負担が気になるドライバーを
サポートします。

ランバーサポートクッション
（汎用タイプ）

狭い路地の走行や幅寄せ時の車幅
確認に便利。エンジンのON/OFF
に連動するオートタイプです。

フェンダーランプ
（電動リモコン伸縮式・フロントオート）

収納時 使用時

助手席のヘッドレストに取り付けるアシ
ストグリップ。乗車中、カーブなどで上体
が不安定になりそうな時、両手で身体を
支えることができ安心です。また、2列目
シートへの乗り降りもサポートします。

アシストグリップ
（ヘッドレスト取付タイプ）

身体を両サイドから支えて、乗車中
の横ゆれを軽減します。走行中、
安定した姿勢を保持できるので
快適です。
取付位置：後席

サイドサポートパッド
（汎用タイプ）

https://toyota.jp/sapotoyo/
「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

サポトヨプラス
快適なお出かけをお手伝いする用品

どんなに気をつけていても、人はミスをするもの。

しかし 100％事故を防げるクルマは、まだありません。

安全安心な社会は、やはり人がつくるもの。トヨタはそう考えています。

安全運転をサポートする技術を進化させ、普及させていくこと。

ドライバーや歩行者など、人の意識を高めていくこと。

地域のみなさまといっしょに、より安全な交通社会をつくっていくこと。

年齢も体力も障がいもこえて、誰もがカーライフを楽しめる商品やサービスを追求すること。

交通事故による死傷者ゼロ。

この究極の願いを、いつの日か実現するために。トヨタの挑戦はつづきます。

同乗者サポート 一緒に乗る人も快適に過ごせるように。

シートベルトにシートベルトパッドを装着して使用。パッドに付いている
ハンドルを引っ張るだけでシートベルトをラクに装着できます。　
取付位置：運転席、助手席

シートベルトパッドどっちもサポート

運転者も、
同乗者もうれしい。
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“Aタイプ”
電動で助手席が回転し、車外へ
スライドダウンします。

“Bタイプ”
手動車いす用収納装置（電動式）を標準装備。
30kgまでの手動車いすを吊り上げ、
容易に積み下ろしができます。

Photo：HYBRID F 助手席リフトアップシート車
“Aタイプ”。ボディカラーはシルバーメタリック
〈1F7〉。内装色のアイボリーは設定色（ご注文時
に指定が必要です。指定がない場合はブラック
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：HYBRID F 助手席リフトアップシート車
“Bタイプ”。ボディカラーはシルバーメタリック
〈1F7〉。内装色のアイボリーは設定色（ご注文時
に指定が必要です。指定がない場合はブラック
になります）。オーディオレスカバー、専用車いすは
販売店装着オプション。

ウェルキャブシリーズの詳細につきましては、ウェルキャブ専用カタログもしくはホームページ（https://toyota.jp/welcab）でご確認ください。

国や地方自治体の主な助成措置
身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。 ◎詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。
■税制度　　  
■貸付・助成　

参考資料

●消費税の非課税※　●自動車税の減免　●自動車取得税の減免
●自動車購入資金の貸付　●自動車改造費の助成　●有料道路通行料金の割引　●自動車運転の技能習得費の助成　●駐車禁止規制の適用除外　●補装具の交付・修理

※仕様により一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

・助手席回転スライドシート車 ・助手席回転シート車 ・助手席回転チルトシート車 ・助手席リフトアップシート車
・フレンドマチック取付用専用車・サイドリフトアップチルトシート車・サイドリフトアップシート車
・サイドアクセス車

・車いす仕様車 ・ウェルジョイン

トヨタは、お体の不自由
な方や高齢の方が、より
快適に移動できるよう
運転や乗り降りを助ける
機能を装備したクルマを
ウェルキャブシリーズ
としてラインアップして
います。

ウェルキャブを見て、さわって、体感していただける販売店店舗です。 ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが
常駐しております。店舗はバリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店いただけます。ウェルキャブステーションの詳細はホームページをご覧ください。

●トヨタハートフルプラザ札幌
●トヨタハートフルプラザ千葉
●トヨタハートフルプラザ名古屋

TEL.011-611-8739
TEL.043-241-1488
TEL.052-400-8739

TEL.011-375-7730
TEL.043-302-8111
TEL.078-366-1616

●トヨタハートフルプラザ北広島
●トヨタハートフルプラザ千葉中央
●トヨタハートフルプラザ神戸

TEL.022-776-8739
TEL.045-662-9691
TEL.092-477-6187

●トヨタハートフルプラザ仙台
●トヨタハートフルプラザ横浜
●トヨタハートフルプラザ福岡

営業時間 10:00～18:00　
定 休 日 ■札幌・仙台・名古屋・神戸・福岡：月曜日および第2週火曜日（祝日の場合は、翌日）　■北広島：火曜日　■千葉：月曜日（祝日を含む）、第2・第3火曜日　
　　　　 ■千葉中央：月曜日（祝日の場合は、翌日）　■横浜：不定休（月1回程度）

トヨタハートフルプラザではウェルキャブの展示に加え、個別架装（カスタマイズ）のご相談にもお応えしております。
展示車両は随時入れ替わりますのでお電話でお問い合わせください。

トヨタウェルキャブ 総合展示場 ＜トヨタハートフルプラザ＞
https ://toyota . jp/heart fu l

販売店ウェルキャブ常設店舗 ＜ウェルキャブステーション＞
https ://toyota . jp/welcab/welcabstat ion

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。

ヴィッツでは以下の2タイプをご用意しました。
す べ て の 方 に 快 適 な 移 動 を

ウェルキャブ

助手席リフトアップシート車

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

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。 ※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

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。

安心して運転できるように。
いつまでも快適に移動できるように。

安全運転をサポートする

『先進装備』
快適なお出かけをお手伝いする用品

『サポトヨプラス』
誰もが快適に移動できるように

『ウェルキャブ』
▶ P28-32

運転サポート 便利なアイテムで日々の運転を快適に。

優れた体圧分散性と衝撃吸収性を
もつエクスジェル®を埋め込んだ、立体
サポート構造を採用したエプロンタイプ
のクッションです。運転時のお尻・腰・
背中への負担が気になるドライバーを
サポートします。

ランバーサポートクッション
（汎用タイプ）

狭い路地の走行や幅寄せ時の車幅
確認に便利。エンジンのON/OFF
に連動するオートタイプです。

フェンダーランプ
（電動リモコン伸縮式・フロントオート）

収納時 使用時

助手席のヘッドレストに取り付けるアシ
ストグリップ。乗車中、カーブなどで上体
が不安定になりそうな時、両手で身体を
支えることができ安心です。また、2列目
シートへの乗り降りもサポートします。

アシストグリップ
（ヘッドレスト取付タイプ）

身体を両サイドから支えて、乗車中
の横ゆれを軽減します。走行中、
安定した姿勢を保持できるので
快適です。
取付位置：後席

サイドサポートパッド
（汎用タイプ）

https://toyota.jp/sapotoyo/
「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

サポトヨプラス
快適なお出かけをお手伝いする用品

どんなに気をつけていても、人はミスをするもの。

しかし 100％事故を防げるクルマは、まだありません。

安全安心な社会は、やはり人がつくるもの。トヨタはそう考えています。

安全運転をサポートする技術を進化させ、普及させていくこと。

ドライバーや歩行者など、人の意識を高めていくこと。

地域のみなさまといっしょに、より安全な交通社会をつくっていくこと。

年齢も体力も障がいもこえて、誰もがカーライフを楽しめる商品やサービスを追求すること。

交通事故による死傷者ゼロ。

この究極の願いを、いつの日か実現するために。トヨタの挑戦はつづきます。

同乗者サポート 一緒に乗る人も快適に過ごせるように。

シートベルトにシートベルトパッドを装着して使用。パッドに付いている
ハンドルを引っ張るだけでシートベルトをラクに装着できます。　
取付位置：運転席、助手席

シートベルトパッドどっちもサポート

運転者も、
同乗者もうれしい。
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NM011502-1904

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヴィッツ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　オープン時間365日9：00～18：00
所在地〒450 - 8711  名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。　（このカタログの内容は ’ 19年4月現在のもの）
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。


