トヨタアクア G“GR SPORT・17インチパッケージ”／G“GR SPORT” 主要装備一覧表
GR シリーズ専用装備
標準装備
販売店装着オプション

GR シリーズ専用メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）
メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）
メーカーパッケージオプション
（ご注文時に申し受けます）

195/45R17タイヤ
（ブリヂストンPOTENZA RE050A）&17×6½J “GR SPORT・17インチパッケージ”専用アルミホイール（切削
光輝）
＆専用センターオーナメント＊1

195/45R17タイヤ
（ブリヂストンPOTENZA RE050A）
&17×6½J “GR SPORT・17インチパッケージ”専用アルミホイール
（ダーク
スパッタリング）
＆専用センターオーナメント＊1
195/50R16タイヤ&16×6J“GR SPORT”専用アルミホイール（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＊1

G“GR SPORT・
17インチパッケージ”

G“GR SPORT”

64,800 円
（消費税抜き 60,000 円）

87,480 円＊ 2
（消費税抜き 81,000 円）

タイヤ＆ホイール・足回り

185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール＆樹脂フルキャップ

185/60R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール＆センターオーナメント

タイヤパンク応急修理キット

スペアタイヤ
（応急用）T125/70D16 ＊3
サスペンション
専用剛性
アップパーツ

GR ホイールデカール

ロアアーム・フロントサスペンションメンバー後端ブレース・フロアセンターブレース

ベース車両 G

＊3

10,800円＊2
（消費税抜き10,000円）

“GR SPORT・17インチ
パッケージ”専用チューニング
（Fr：約
20mm Rr：約15mmダウン）

“GR SPORT”専用
チューニング

48,600 円
（消費税抜き 45,000 円）
＊3

10,800円＊4
（消費税抜き10,000円）

ロッカーフランジ＋ドアオープニングスポット溶接打点追加・リヤバンパーリインフォース

GRバルブキャップ

専用ブレーキキャリパー（ホワイト塗装／GRロゴ付〈フロント〉
）

アルミテープ（フロント・リヤバンパー内側）

スタビライザー（フロント）

専用バンパー（フロント・リヤ）
＆専用ラジエーターグリル（スモークメッキ加飾＋ブラック塗装）
専用LEDイルミネーションビーム（点灯切替スイッチ付）

エクステリア

専用サイドマッドガード

専用リヤルーフスポイラー

専用エンブレム（フロント・サイド・リヤ）

トヨタエンブレム

アクリル＋ブラック

GR ボディストライプ

GRフロントアンダースポイラー

GRフロントコーナースポイラー

GRディスチャージテープ（GRロゴ入りアルミテープ）

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋フロントターンランプ
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
LEDフロントフォグランプ

専用ダークスモークエクステンション加飾

視界

フロントフォグランプ

専用リヤコンビネーションランプ

LEDリヤフォグランプ（リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側＊6）

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）
サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー

＊5

ブラックエクステンション加飾
＊10

＊10

ブラック

予防
安全

ウォッシャータンク

2.3L

Toyota Safety Sense C ＊8
・プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
・レーンディパー
チャーアラート・オートマチックハイビーム

LEDヘッドランプパッケージ

LEDヘッドランプパッケージ＊5
10,800 円＊ 7
（消費税抜き 10,000 円）
ボディ同色
4.8L

衝突
安全

先行車発進告知機能

S R S エ ア バ ッ グ( 運 転 席・助 手 席 )

S R S 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）

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/ハザードアンサーバック機能付/
スマートキー2本 ）
＆スタートシステム＊9
操作系

ワイヤレスドアロックリモートコントロール（アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本）
＊10

専用小径本革巻き3本スポークステアリングホイール
（シルバーステッチ＋GRエンブレム＋スポーク部：ダークシルバー塗装）
本革巻き4本スポークステアリングホイール（シルバーステッチ）

ステアリングスイッチ
（マルチインフォメーション操作・オーディオ操作＊11）
専用チューニング電動パワーステアリング

43,200 円（消費税抜き 40,000 円）

専用スタートスイッチ（GR ロゴ付）＊10
−43,200円（消費税抜き−40,000円）

音声認識スイッチ付＊ 11

アルミペダル（アクセル・ブレーキ）
計器盤

クルーズコントロール

専用TFTタコメーター

シート

シート表皮

メイン表皮：ブランノーブ®／サイド表皮：合成皮革
ファブリック

インパネ助手席オーナメント（合成皮革巻き）

サイドレジスター（メッキ加飾＋ピアノブラック加飾）

インテリア

カップホルダーリング
（フロント）

スピーカーリング
（フロントドア）
シフトノブ

パワーウインドゥスイッチベース
（運転席・助手席）
GR LEDアクセントライト
（運転席・助手席）

専用フロントスポーティシート
（GRエンブレム＋シルバーダブルステッチ＋
パーフォレーション付）
専用シルバーステッチ付

＊12

クロームメッキ加飾

高輝度シルバー塗装

クロームメッキ加飾

本革巻き
（ダークスモーク加飾／
シルバーステッチ／GRロゴ付）

スエード調ファブリック：
ダブルステッチ付

本革巻き
（シルバーステッチ付）

メッキ加飾

ピアノブラック＋クロームメッキ加飾

ピアノブラック＋シルバー
アクセントカラー

リヤ席シートバック 1

運転席シートバック 1・
リヤ席シートバック 1

GRフロアマット

収納

アームレスト付センターコンソールボックス
（シルバーステッチ付）
買い物フック

快適
装備

GRラゲージマット

トノカバー

その他

オーディオレス
（カバーレス）

ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）

寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー・ウインドシールドデアイサー・
排気熱回収器・PTCヒーター＊13など) ＊7＊14

4 スピーカー
16,200 円（消費税抜き 15,000 円）

■
「GR シリーズ専用メーカーオプション」
「メーカーオプション」
および
「メーカーパッケージオプション」
はご注文時に申し受けます。
メーカーの工場で装着するため、
ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■“GR SPORT・17インチパッ
ケージ”、
“GR SPORT”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）
’17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。 ■ブランノー
ブ®はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■
「POTENZA」
は
（株）
ブリヂストンの登録商標です。＊1.タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができません。
雪道や凍結路を走行する場合は冬用タイヤをご使用ください。
＊2.195/50R16タイヤ&16×6Jアルミホイール&センターオーナメントを選択した場合、
スペアタイヤ
（応急用）
はセットで装着されます。
その場合の価格は、
98,280円
（消費税抜き91,000円）
となります。＊3.スペアタイヤをメーカーオプション選択した
場合、
タイヤパンク応急修理キットは装着されません。＊4.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、
リヤバンパーリインフォース付となります。＊5.LEDヘッドランプパッケージのLEDフロントフォグランプを装着した場合、
販売店装着オプショ
ンのフロントフォグランプは同時装着できません。＊6.運転席側のバックアップランプがリヤフォグランプに変更となります。＊7.LED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。＊8.ランプオートカットシステム付。＊9.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おたずねください。＊10.ワイヤレスドアロックリモートコントロールを選択した場合、
スタートスイッチ、
コンライト
（ライト自動点灯・消灯システム）
は非装着となります。＊11.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。＊12.内装色の詳しい設定については販売店におたずねください。＊13.PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient ＊14.寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、
主にワイ
パー・ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っております。
なお北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。＊15.字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊16.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。 ■「nanoe」、
「ナノイー」お よ び「nanoe」マ ー ク は 、パナソニック株式会社の商標です。 ■メーカーパッケージオプションについて詳しくは販売店におたずねください。

トヨタアクア G“GR SPORT・17インチパッケージ”/G“GR SPORT”
メーカーパッケージオプション一覧表
ビューティー
パッケージ

ナビレディパッケージ

「ナノイー」/シートヒーター（運転席・助手席）/
IR＜赤外線＞カット機能付フロントドアグリーンガラス
バックカメラ＊15 ＊16 / 6スピーカー

G“GR SPORT・
17インチパッケージ”

G“GR SPORT”

29,160 円（消費税抜き 27,000 円）
28,080 円（消費税抜き 26,000 円）

