
SIENTA
HYBRID G“Safety Edition Ⅱ”/G“Safety Edition Ⅱ”
HYBRID FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ”/FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ”特別仕様車

“Safety Edition ”



さあ、ジブン時間を楽しも
う。

こだわりのモノ、お気に入りのモノに
囲まれながら

ジブンだけの時間を思いっきり楽しもう。



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）］

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。

SAFETY

SAFETY EQUIPMENT



フロント
センサー

フロントコーナー
センサー（右）

バック
センサー

フロントコーナー
センサー（左）

リヤコーナー
センサー（右）

リヤコーナー
センサー（左）

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。

Intelligent
Clearance
Sonar

センサー
イメージ図

低速走行時（15km/h以下）に静止物へ接近した場合

Pi－！

PiPiPi

自動（被害軽減）ブレーキ !

ディスプレイ表示

エンジン/ハイブリッドシステム出力抑制1

Pi－！

PiPiPi

自動（被害軽減）ブレーキ !

ディスプレイ表示

ブレーキ制御2

ガラスや壁などの静止物を検知して、
衝突被害の軽減に寄与。

STOP

SAFETY EQUIPMENT



特別仕様車 “Safety Edition Ⅱ”は
「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」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〉）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。

特別仕様車 “Safety Edition Ⅱ” の先進安全性能

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）］

特別装備

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

標準装備

SAFETY EQUIPMENT



3つの先進安全機能でドライバーをサポート！

※写真はイメージです。

PiPiPi

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 自動（被害軽減）ブレーキ

ブレーキアシスト

自動（被害軽減）
ブレーキ

HIGH
BEAM

LOW
BEAM

ブレーキを踏むことが
できた場合 PiPiPi

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 自動（被害軽減）ブレーキ

ブレーキアシスト

自動（被害軽減）
ブレーキ

HIGH
BEAM

LOW
BEAM

ブレーキを踏めなかった
場合

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）

Toyota Safety Sense



PiPiPi

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 自動（被害軽減）ブレーキ

ブレーキアシスト

自動（被害軽減）
ブレーキ

HIGH
BEAM

LOW
BEAM

車線検知時
ディスプレイ表示

逸脱警報時ディスプレイ表示
（点滅）+ブザー音

点滅

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

PiPiPi

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 自動（被害軽減）ブレーキ

ブレーキアシスト

自動（被害軽減）
ブレーキ

HIGH
BEAM

LOW
BEAM

夜間の見やすさをサポート。

オートマチックハイビーム

Toyota Safety Sense



ブラックインテリア
(インストルメントパネル
＆アッパーボックス)

INTERIOR

ドアミラーカバー
（ブラック加飾）

MIRROR
COVER

ジブン時間を充実させる、こだわりのブラックアイテムといつでも安全・快適装備。

ホイールキャップ
（ブラック加飾）

WHEEL

SPECIAL EQUIPMENT



ナビレディパッケージ（バックカメラ・ステアリングスイッチ［オーディオ操作］・6スピーカー）

バックカメラ

CAMERA

6スピーカー

SPEAKER

ステアリング
スイッチ

［オーディオ操作］

AUDIO
SWITCH

スーパーUVカット＆シートヒーターパッケージ（メーカーパッケージオプション）
（スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付グリーンガラス［フロントドア］・シートヒーター［運転席・助手席］・ステアリングヒーター）

スーパーUVカット＋
IRカット機能＋撥水
機能付グリーンガラス

［フロントドア］

UV / IR
CUT

 スーパーUVカット+IRカット機能＋撥水
            機能付グリーンガラス（フロントドア）

 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）

シートヒーター
［運転席・助手席］

ステアリングヒーター

HEATER

 ヒーター加温箇所

SPECIAL EQUIPMENT



ラゲージスペース
ゆったり座れて、積載もタップリ。

※３列シート車は1,430mm

荷室長
2,065mm※

視界良好
交差点での右左折時、歩行者などの確認もハッキリ。

見やすい視界！

OTHERS

電子インナーミラー
バックドアガラス内側に取り付けたカメラからの画像を
インナーミラーに表示。後方視野角が広く、後席に同乗
者がいても後方を確認しやすく安心です。

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。

OTHERS EQUIPMENT



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’21年6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。

2WD 特別仕様⾞  
G“Safety Edition II”(ハイブリット車)

2,517,000 円（税込）

1.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,260
1,695
1,675
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 28.8

22.8

FUNBASE G“Safety Edition II”(ハイブリット車)

2,476,000 円（税込）

1.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,260
1,695
1,675
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 28.8

22.8

G“Safety Edition II”(ガソリン車2WD)

2,151,000 円（税込）

1.5Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,260
1,695
1,675
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 20.0

17.0

FUNBASE G“Safety Edition II”(ガソリン車）

2,110,000 円（税込）

1.5Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,260
1,695
1,675
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 20.0

17.0

G“Safety Edition II”(ガソリン車4WD）

2,295,000 円（税込）

1.5Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,260
1,695
1,695
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 15.2

14.0

4WD 特別仕様⾞  

価格・グレード



※ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉はメーカーオプション＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞となります。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’21年6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。　■「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。　■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。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。

内外配色一覧表

ボディカラー〈カラーコード〉 トリムカラー シート表皮 インパネアクセントカラー

 ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉※

ブラック
上級ファブリック

（ブラック）
ブラック

 ブラックマイカ〈209〉
 センシュアルレッドマイカ〈3T3〉※
 ベージュ〈4V6〉
 グレイッシュブルー〈8W2〉

 特別設定　  標準設定　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

COLORS

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

ブラックマイカ〈209〉

センシュアルレッドマイカ〈3T3〉
メーカーオプション

ベージュ〈4V6〉

グレイッシュブルー〈8W2〉 
特別設定色

COLOR VARIATION



 ＊1. ガソリン車で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非装着とな
り、デッキアンダートレイの形状が変更となります。　＊2. スーパーUVカット＆シートヒー
ターパッケージを選択した場合、スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付グリーン
ガラスとなります。　＊3. Toyota Safety Senseを選択した場合、運転席小物入れは非
装着となります。　＊4. 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（フロント・セカンド・サードシート）を選択した場合、運転席にアシストグリップが1個
装着されます。　＊5. LEDランプパッケージと同時装着できません。　＊6. 寒冷地仕様を
選択した場合のみ装着できます。　＊7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となりま
す。　＊20. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　■主要装備一覧表につきまし
てはベース車両カタログをあわせてご参照ください。　■“Safety Edition Ⅱ”はグレード名
称ではありません。　■「メーカーオプション」「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。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）'21年6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。

トヨタ シエンタ 特別仕様車　HYBRID G“Safety EditionⅡ”/
G“Safety Edition Ⅱ”/HYBRID FUNBASE G“Safety EditionⅡ”/
FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ” 
主要装備一覧表

■特別装備　 ■標準装備　■メーカーオプション （ご注文時に申し
受けます）　■メーカーパッケージオプション （ご注文時に申し受けます）　
■販売店装着オプション

特別仕様車
3列シート車 2列シート車

ハイブリッド車
（7人乗り・2WD）

ガソリン車
（7人乗り・2WD／

6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）

G“Safety Edition Ⅱ” FUNBASE 
G“Safety EditionⅡ”

外
装

185/60R15タイヤ＆15×5½Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ） ブラック加飾

185/60R15タイヤ＆15×5½Jアルミホイール
（センターオーナメント付） 55,000円（消費税抜き50,000円）

スペアタイヤ（応急用）T105/70D16 ＊1 ガソリン車 2WD 11,000円
（消費税抜き10,000円）

UVカットグリーンガラス（フロントドア） ＊2

安
全
装
備

Toyota Safety Sense ＊3　
・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

先行車発進告知機能
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）］ ＊20
アクティブトルクコントロール4WD 4WD
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（フロント・セカンド・サードシート） ＊4

49,500円
（消費税抜き45,000円）

Bi-Beam LEDヘッドランプ［ハイ・ロービーム］
（マニュアルレベリング機能＋バルブ式クリアランスランプ）
LEDフロントフォグランプ ＊5
リヤフォグランプ （バンパー中央部取付） ＊6
LED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 ＊7 ブラック加飾

主要装備一覧表



 ＊1. ガソリン車で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非装着とな
り、デッキアンダートレイの形状が変更となります。　＊8. 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。　＊9. 
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。　＊10. 合計1500W以下の
電気製品をご使用ください。 ただし、1500W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。　＊1 1. ハイブリッド車とガソリン車でデッ
キアンダートレイの形状が異なります。　■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタ
ログをあわせてご参照ください。　■“Safety Edition Ⅱ”はグレード名称ではありません。　
■「メーカーオプション」「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。　■価格
はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）'21年6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。

トヨタ シエンタ 特別仕様車　HYBRID G“Safety EditionⅡ”/
G“Safety Edition Ⅱ”/HYBRID FUNBASE G“Safety EditionⅡ”/
FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ” 
主要装備一覧表

■特別装備　 ■標準装備　■メーカーオプション （ご注文時に申し
受けます）　■メーカーパッケージオプション （ご注文時に申し受けます）　
■販売店装着オプション

特別仕様車
3列シート車 2列シート車

ハイブリッド車
（7人乗り・2WD）

ガソリン車
（7人乗り・2WD／

6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）

G“Safety Edition Ⅱ” FUNBASE 
G“Safety EditionⅡ”

操
作
性

オプティトロンメーター
（メーター照度コントロール付）

ハイブリッド車は専用メーター
（アンビエント照明付）

3本スポークステアリングホイール
（ピアノブラック加飾付、本革巻き＋サテンメッキ）
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 ＊8
クルーズコントロール ハイブリッド車

内
装

インパネアクセントカラー ブラック
フロントドアアームレスト ファブリック巻き
ユーティリティホール（ラゲージデッキサイド両側/各9個）
イルミネーテッドエントリーシステム

（フロントパーソナルランプ＋ルームランプ）
ハイブリッド車：パワースイッチ
ガソリン車：エンジンスイッチ

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊9 フロント：1 フロント：1　
リヤデッキサイド：1

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/2個） ＊10

ハイブリッド車
44,000円（消費税抜き40,000円）

デッキアンダートレイ ＊1 大型 ＊1＊11

デッキボード 5:5分割（ハイデッキ
/ローデッキ［両面］）

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 ガソリン車（2WD）は蓄冷エバポレーター付
シート表皮 上級ファブリック
セカンドシートアームレスト 4WD
フロントシート（シートスライド＋リクライニング＋
運転席シート上下アジャスター付）
セカンドシート

（シートスライド＋リクライニング付）
5：5分割

（タンブル機構付）
6：4分割

（チルトダウン機構付）
5：5分割サードシート（リクライニング＋ダイブイン格納機構付）

主要装備一覧表



 ＊1. ガソリン車で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非装着とな
り、デッキアンダートレイの形状が変更となります。　＊3. Toyota Safety Senseを選択
した場合、運転席小物入れは非装着となります。　＊4. 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（フロント・セカンド・サードシート）を選択した場合、運
転席にアシストグリップが1個装着されます。　＊12. 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。　＊13. 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. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient　
＊15. 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います。 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。　＊16. 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（フ
ロント・セカンド・サードシート）を選択した場合、セカンドシート（左右席）にプリテンショ
ナー＆フォースリミッター機構が装着されます。　＊17. 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さい。　＊18. スマートキーに
スライドドア開閉スイッチが付きます。　＊19. 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。　
■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。　■
“Safety Edition Ⅱ”はグレード名称ではありません。　■「メーカーオプション」「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。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費
税10％込み）'21年6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。

トヨタ シエンタ 特別仕様車　HYBRID G“Safety EditionⅡ”/
G“Safety Edition Ⅱ”/HYBRID FUNBASE G“Safety EditionⅡ”/
FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ” 
主要装備一覧表

■特別装備　 ■標準装備　■メーカーオプション （ご注文時に申し
受けます）　■メーカーパッケージオプション （ご注文時に申し受けます）　
■販売店装着オプション

特別仕様車
3列シート車 2列シート車

ハイブリッド車
（7人乗り・2WD）

ガソリン車
（7人乗り・2WD／

6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）

G“Safety Edition Ⅱ” FUNBASE 
G“Safety EditionⅡ”

そ
の
他

バックカメラ ＊12
オーディオレス（カバーレス） 6スピーカー 
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊13
オーディオレスカバー
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー
＋ヒーターリヤダクト＋PTCヒーター ＊14など） ＊15

2WD車 23,100円（消費税抜き21,000円）
4WD車 29,700円（消費税抜き27,000円）

【その他の標準装備】　●タイヤパンク応急修理キット＊1　●UVカット機能付高遮音性ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）　
●ハイブリッドシンボルマーク（フロント・リヤ）※ハイブリッド車　●グリップ式カラードアウトサイドドアハンドル　●ドライブスター
トコントロール　●車両接近通報装置※ハイブリッド車　●緊急ブレーキシグナル（ハザードランプ点滅式）　●ECB［電子制御ブ
レーキシステム］※ハイブリッド車　●ヒルスタートアシストコントロール　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）　●全席ELR付3点
式シートベルト（前席プリテンショナー&フォースリミッター機構付）＊16　●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（セカンドシート左右席）＊17　●リヤコンビネーションランプ（LEDテールランプ＆ストップランプ）　●コンライト

（ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム）　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●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＋リヤシートリマインダー機能付）　●ハイブリッドシステムインジケーター※ハイブ
リッド車　●エコドライブインジケーター（ランプ＋ゾーン表示機能付）※ガソリン車　●モードスイッチ（エコドライブモード＋EV
ドライブモード）※ハイブリッド車　●ワンタッチスイッチ付デュアル［両側］パワースライドドア（挟み込み防止機能付）＊18　●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/ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能［キーロック操作・
スマートロック操作］付/スマートキー2個）＋プッシュスタートシステム＊18＊19　●デュアルスライドドア（イージークローザー付）　
●ドアキー連動電気式ドアロック（バックドア連動）　●アシストグリップ（助手席1・セカンドシート2）＊4　●デッキサイドトリムポケッ
ト（両側）※3列シート車　●デッキサイドボトルホルダー＆スマホホルダー（両側）※3列シート車　●マルチユーストレイ※4WD車　
●運転席小物入れ＊3　●アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）※ガソリン車（2WD）　●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］　など

主要装備一覧表



トヨタ シエンタ 特別仕様車　HYBRID G“Safety EditionⅡ”/
G“Safety Edition Ⅱ”/HYBRID FUNBASE G“Safety EditionⅡ”/
FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ” 

■特別装備　 ■標準装備　■メーカーオプション （ご注文時に申し
受けます）　■メーカーパッケージオプション （ご注文時に申し受けます）　
■販売店装着オプション

特別仕様車
3列シート車 2列シート車

ハイブリッド車
（7人乗り・2WD）

ガソリン車
（7人乗り・2WD／

6人乗り・4WD）

ハイブリッド車
／ガソリン車

（5人乗り・2WD）

G“Safety Edition Ⅱ” FUNBASE 
G“Safety EditionⅡ”

 メーカーパッケージオプション一覧表

LEDランプ
パッケージ

Bi-Beam LEDヘッドランプ［ハイ・ロービーム］
（オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ）

44,000円
（消費税抜き40,000円）LEDフロントフォグランプ

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＆ストップランプ）

スーパー
UVカット＆
シートヒーター
パッケージ

スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付　
グリーンガラス（フロントドア） 42,900円

（消費税抜き39,000円）シートヒーター（運転席・助手席）
ステアリングヒーター

ナビレディ
パッケージ
＊20

バックカメラ ＊12
ステアリングスイッチ（オーディオ操作） ＊8
6スピーカー

 ＊8. 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. 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。　＊20. 字光式ナンバープレートは同時
装着できません。　■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照
ください。　■“Safety Edition Ⅱ”はグレード名称ではありません。　■「メーカーオプショ
ン」「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。　■価格はメーカー希望小売
価格＜（消費税10％込み）'21年6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。

メーカーパッケージオプション一覧表



●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。　■“SIENTA”“FUNBASE”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“OPTITRON”“ECB”“EFI”“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

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。
詳しくはエコカー減税紹介ページ（https://toyota.jp/ecocar/about1/）をご確認、または販売店におたずねください。

●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。　■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを
平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高
速道路等での走行を想定しています。

※1. 特別仕様車 HYBRID G“Safety Edition Ⅱ”/G“Safety Edition Ⅱ”/HYBRID FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ”/FUNBASE G“Safety Edition Ⅱ” の車両型式の末尾には-Sがつきます。　

ベース車両
トヨタ シエンタ 主要諸元表

ハイブリッド車 ガソリン車
2WD 2WD 4WD

G（3列シート車）／FUNBASE G（2列シート車）

乗車定員 3列シート車 名 7 7 6
2列シート車 名 5 5 −

■車両型式・重量・性能

車両型式 3列シート車 6AA-NHP170G-MWXQB※1 5BA-NSP170G-MWXQB※1 3BA-NCP175G-MRXQK※1
2列シート車 6AA-NHP170G-MNXQB※1 5BA-NSP170G-MNXQB※1 −

車両重量 kg 1,380 1,320 1,380

車両総重量 3列シート車 kg 1,765 1,705 1,710
2列シート車 kg 1,655 1,595 −

最小回転半径 m 5.2 5.2 5.2

燃料消費率
（国土交通省審査値)

        km/L 22.8 17.0 14.0
市街地モード      km/L  22.7 13.1 10.3
郊外モード         km/L 23.9 17.7 15.1
高速道路モード     km/L 22.1  19.0 15.7

        km/L   28.8 20.0 15.2

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、
充電制御、

可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

アイドリングストップ装置、
自動無段変速機、充電制御、

可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、

ミラーサイクル

自動無段変速機、
充電制御、

可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

主要諸元表



ベース車両
トヨタ シエンタ 主要諸元表

ハイブリッド車 ガソリン車
2WD 2WD 4WD

G（3列シート車）／FUNBASE G（2列シート車）

乗車定員 3列シート車 名 7 7 6
2列シート車 名 5 5 −

■寸法
全長 mm 4,260
全幅 mm 1,695
全高 mm 1,675 1,695
ホイールベース mm 2,750
トレッド フロント/リヤ mm 1,480/1,480 1,485/1,470
最低地上高※2 mm 145 130
室内長×室内幅×
室内高※2

3列シート車 mm 2,535×1,470×1,280
2列シート車 mm 1,900×1,490×1,280 −

■エンジン
型式 1NZ-FXE 2NR-FKE 1NZ-FE
総排気量 L 1.496
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
最 高 出 力〈 ネ ット 〉 kW（PS）/r.p.m. 54（74）/4,800 80（109）/6,000 76（103）/6,000
最 大ト ル ク〈 ネット 〉 N･m（kgf・m）/r.p.m. 111（11.3）/3,600〜4,400 136（13.9）/4,400 132（13.5）/4,400
燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量 L 42 45

●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。　■“SIENTA”“FUNBASE”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“OPTITRON”“ECB”“EFI”“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

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。
詳しくはエコカー減税紹介ページ（https://toyota.jp/ecocar/about1/）をご確認、または販売店におたずねください。

※2. 社内測定値。

主要諸元表



ベース車両
トヨタ シエンタ 主要諸元表

ハイブリッド車 ガソリン車
2WD 2WD 4WD

G（3列シート車）／FUNBASE G（2列シート車）

乗車定員 3列シート車 名 7 7 6
2列シート車 名 5 5 −

■走行装置・駆動方式

サスペンション
フロント マクファーソン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 ダブルウィッシュボーン式
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 ディスク
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 四輪駆動方式
■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 − 2.480〜0.396 2.386〜0.411
後退 2.604〜1.680 2.505〜1.680
減速比 3.791 5.698
■モーター
型式 2LM

− −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

●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。　■“SIENTA”“FUNBASE”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“OPTITRON”“ECB”“EFI”“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

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。
詳しくはエコカー減税紹介ページ（https://toyota.jp/ecocar/about1/）をご確認、または販売店におたずねください。

主要諸元表
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