
ONLINE CATALOGUE
オンラインカタログ



O U R  N E X T  S T Y L E  

はじめてこのデザインを目にしたとき、
かっこいい、早くハンドルを握りたいと強く感じた。
家族も同意見のようで、想いにふける私をよそに
われ先にと乗り込み、無邪気にその感触を確かめていた。
まさかNOAHが、私たちをいままでよりもハッピーにし、
そして暮らしのスタイルを変える存在になるなんて、
このときの私たちは誰ひとり、思いもしなかった。



外観・内装



視線を奪うスタイルが、暮らしのスタイルも上質にする。

外観・内装



眺めるたびに、微笑んでしまう。乗り込むたびに、心地よい。

外観・内装



気づかされる細部へのこだわり。乗るほどに自分のものになる。

外観・内装



視界が広い。
ここに座れば、
誰もがきっと、
そう実感することだろう。

N O A H │ HYBRID Si

N O A H │ G

外観・内装



自宅のリビング以外に、
わが家にはもうひとつ、
くつろぎの空間が存在する。

N O A H │ HYBRID Si

N O A H │ G

外観・内装



室内スペース・収納



頭上広々

1,400mm

低床だから
スムーズ

390mm
（ 2WDの数値 ）

低くて
乗り降りしやすい

360mm
（ 2WDの数値 ）

室内スペース・収納　PACKAGE



サードシート
すっきり格納で
ワイドに

1,100mm

500mm
（ 2WDの数値 ）

低いから
重い荷物もラク

大きく開いて
出入りしやすい

805mm

室内スペース・収納　PACKAGE



乗り降りを助けるチャイルドグリップ大型でつかみやすいアシストグリップ

室内スペース・収納　PACKAGE



世界でいちばん身近な、
ファーストクラスかもしれない。

NOAHのセカンドシートに座り、
思いきりスライドしてリクライニングしたとき、
からだに伝わる心地よさとともに、私はそう思った。
移動はやっぱり、ゆったりとした気分でしたいもの。
乗るだけで、その想いが叶えられるとしたら、
こんなにうれしいことはないはず。

SUPER LONG SLIDE

810 mm

室内スペース・収納　SECOND SEAT UTILITY



大切な家族ものびのび。 サードシートへのアクセスいろいろ。

超ロングスライドのセカンドシートで、移動も使い方も自由に。 seater7
室内スペース・収納　SECOND SEAT UTILITY



シート操作も簡単。
レバー１つでシートを横へ、後ろへ。

❶  シート横にある2段式のマルチスライドレバーを2段目まで引けば、  
シートを前後＋横（クルマのセンター方向）へスライドできます。

❷ シートの前後スライドは、1段引くだけでも可能です。

前席から後席へラクラク移動。
センターコンソールボックス装着車は高さを低く設定。さらにガソリン車
は運転席・助手席の間がフラットなので、1列目から3列目までのウォーク
スルーが可能です。

❶ 前後＋横スライド

❷ 前後スライド

室内スペース・収納　SECOND SEAT UTILITY



セカンドシートの間を通って、サードシートへ。
前席から一気にサードシートへの移動も可能
です。

セカンドシートのシートバックを前方に倒し、
前方へスライドして広いスペースをつくれば、ラ
クにサードシートへアクセスできます。

横スライドでセカンドシートを中央に寄せれ
ば、両側のスライドドアから同時にサードシー
トへアクセス可能。セカンドシートにチャイルド
シートを装着している場合でも乗り込めます。

室内スペース・収納　SECOND SEAT UTILITY



こんなこともできてしまう。7人乗りだけの特別なシートアレンジ。 seater7

サードシートを跳ね上げ、セカンドシートを横＋超ロングスライドすると
リビングのようにくつろげる広い空間が生まれます。

セカンドシート左右を横スライドさせれば、
両側のスライドドアから同時にサードシートへアクセスできます。

7人乗り 7人乗り

フリーアクセスモードスーパーリラックスモード

室内スペース・収納　SEAT ARRANGE



こんなこともできてしまう。7人乗りだけの特別なシートアレンジ。 seater7
だんらんモード 後席トライアングルモード 前席ベビーケアモード

セカンドシートを前・横にスライドし、前席に近づけれ
ば、4人でワイワイと会話を楽しめます。

セカンドシートの片側を後方に下げれば、セカンド・
サードシート2人のお子様を同時にケアできます。

セカンドシートを前と横にスライド。
停車中にお子様のケアができます。

7人乗り 7人乗り 7人乗り

室内スペース・収納　SEAT ARRANGE



こんなこともできてしまう。7人乗りだけの特別なシートアレンジ。 seater7

ワンタッチで折りたため、広いラゲージスペースが出現。
サードシートは、軽い力でスムーズに折りたためるワンタッチスペースアップシートを採用。車内に乗り込まずにラクに行えます。

ロック解除レバー

室内スペース・収納　SEAT ARRANGE



seaterゆったりくつろいだり、荷物を載せたり。シーンに合わせていろいろ。7 • 8
フロントフラットソファモード

フロントシートを倒し、セカンドシートと合わせてくつろぎモードに。身体を伸ばしてゆったりできるので、仮眠の際にも便利です。

7人乗り 8人乗り

室内スペース・収納　SEAT ARRANGE



seaterゆったりくつろいだり、荷物を載せたり。シーンに合わせていろいろ。7 • 8
ビッグラゲージモード リヤフラットソファモード

サードシートを跳ね上げれば、セカンドシートに人が
乗っていても荷物を十分に積めます。

セカンドシートを前へスライドさせ、サードシートを跳ね
上げれば、後列すべてを荷室として使うことが可能です。

後列すべてをフルフラットにすれば、
パーキング時などに横になって休めます。

ラゲージモード

7人乗り 7人乗り 7人乗り

8人乗り 8人乗り 8人乗り

室内スペース・収納　SEAT ARRANGE



seater8

大きく開くスライドドアやフラットな足元スペースと相まって、大柄な方でも
ラクに乗り降りできます。

8人乗りのセカンドシートには、580mmのロングスライドが可能な6：4分割チップアッ
プシートを採用。後方へスライドさせると足をゆったり伸ばして座れます。チップアップし
て、前方へスライドすればサードシートへの乗り降りもしやすく、サードシートを跳ね上
げれば大容量のラゲージスペースも出現します。

大きな荷室をつくれる、
8人乗りでも可能なロングスライド。

580mm

セカンドシートチップアップ状態

室内スペース・収納　SEAT ARRANGE



インパネ一体型の大型コンソールは小物類の収納に便利です。車内2ヶ所に設置されるアクセサリーコンセントは、ハイブリッドカー特有
の大容量の電気エネルギーにより、停電などの非常時に発電機としても使えます。電源はAC100Vで電気製品に対応します。セカンド
シートから携帯電話などを充電できるUSB端子2個をボックス後端に設定しています。

インパネ一体型センターコンソールボックス（アッパートレイ・リヤボックス・運転席サイドポケット付）
〈充電用USB端子2個＋アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）2個付〉

アクセサリーコンセント
（デッキサイド左側）

オープン時

上質な大型コンソールと、屋外で便利なコンセントを設定。

充電用USB端子

アクセサリー
コンセントスイッチ

アクセサリーコンセント

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

 メーカーオプション

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



ハイブリッド車には、運転席と助手席の間に収納スペースを備えたコンソールボッ
クスを標準装備。充電用USB端子2個付なので、セカンドシートからも携帯電話
などの充電ができて便利です。

独立型センターコンソールボックス
（フロント・リヤボックス付）〈充電用USB端子2個付〉

オープン時
前席が片付く、コンパクトな収納。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

充電用USB端子

 標準装備

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



アクセサリーソケット（DC12V・120W）＋充電用USB端子2個

インパネ（センターロア部）

便利な電源が全車標準装備。

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



高さのある物やスーツケースなどの収納に便利な床下収納スペース。デッキボードは裏側にヒモ付のフックを設定し、
開けたままの状態にしておくことができ、収納スペースに収まりきらない高さのある荷物を載せる時に便利です。

スーパーラゲージボックス

ハイブリッド車
6：4分割式デッキボードを採用しています。

ガソリン車
大きな荷物の出し入れがしやすい一体型デッキボードを採用しています。 

床下収納は、大容量のスペースを確保。

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



■スペアタイヤをメーカーオプション装着した場合、スーパーラゲージボックスの中にスペ
アタイヤ（カバー付）が搭載されます。

サードシート下もしっかり収納スペース！
長い荷物も効率的に収納することができます。

スペアタイヤ装着車

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

1 助手席大型オープントレイ

■1 

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

2 オーバーヘッドコンソール

■2

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

3 助手席アッパーボックス

■3

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

4 グローブボックス

■4

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

5 センタートレイ

■5

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

■6

6 センターロアボックス

■インパネ一体型センターコンソールボックスを選択した場合、装着されません。

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

7  センターマルチトレイ 
（カップホルダー2個付）

■7

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

8 運転席ロアボックス＋カードホルダー

■8 

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

9 買い物フック

■9

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

� シートバックポケット

■

■�

�

■HYBRID G、Gの場合は運転席・助手席に、その他のグレードは助手席に装備されます。

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

� フロントドアポケット＋ボトルホルダー

■�

■�

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

�  助手席シートバックテーブル 
（カップホルダー2個付）

■�

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

�  折りたたみ式サイドテーブル 
（カップホルダー2個付）

ガソリン（7人乗り） Si G X

ハイブリッド Si G X

■�

 標準装備

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

■�

�  格納式センターボックス 
（カップホルダー2個＋オープンボックス＋フック付）

ガソリン（8人乗り） Si G X

ハイブリッド Si G X

 標準装備

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

� スライドドアポケット＋ボトルホルダー

■

■

�

�

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



いろんなアイテムを、すっきりしまうことができる。家族にうれしいスペースをご用意。

■

■

�

�

� デッキトリムボトルホルダー

室内スペース・収納　UTILITY & LUGGAGE



機能・装備



パワースライドドア予約ロック機能

スライドドアが閉まりきる前に施錠を予約。

スマートロック操作

❶ パワースライドドア閉作動
❷ スマートロック操作で、施錠を予約
❸ パワースライドドア閉後、施錠完了

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G Xパワースライドドア予約ロック機能（スマートロック操作）

❶❸
❷

パワースライドドアのクローズ中に施錠操作を行うと、クローズ後の施錠を予約できます。スマートエントリーシステム＋
プッシュスタートシステム装着車では、フロントドアハンドルのセンサーに触れるだけで予約が完了。また、スマートキー、
ワイヤレスキーの施錠ボタンでも予約が可能です。スライドドアが閉じきるのを待たずに、クルマから離れられます。

 標準装備　  メーカーオプション

機能・装備　HOSPITALITY





ワンタッチで簡単に開閉できるスイッチを採用。スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステム
装着車の場合、スマートキーを携帯していればワンタッチスイッチを押すだけで解錠＆ドアオープンする
こともでき、買い物で手荷物を抱えている時などに便利です。挟み込み防止機能も備えています。

ワンタッチスイッチ付パワースライドドア
（デュアルイージークローザー＋挟み込み防止機能付）

パワースライドドアをワンタッチで手軽にオープン。

インパネ部スイッチ
（写真はワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア用）

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G Xワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア

 メーカーオプション■ワンタッチスイッチ付助手席側パワースライドドアは、全車標準装備。また、デュアルイージークローザー付となります。

機能・装備　HOSPITALITY



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簡単に行えます。

バックドアが半ドア状態の時、イージークローザーにより確実に閉まります。
スマートエントリーシステム（運転席・助手席・バックドア／アンサー
バック機能付）＋プッシュスタートシステム＋スマートキー2個

バックドアイージークローザー

キーを取り出さずにドアを施錠＆解錠。 半ドア状態でも確実に閉めるサポート機能。

■ドアを閉める際は、指などを挟まないよう十分ご注意ください。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

　　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。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

スマートキー
（写真はガソリン車のワン
タッチスイッチ付デュアル
パワースライドドア用）

ドアロック施錠
エンジンスイッチ

（ガソリン車）

ドアロック解錠

スマートエントリーシステム
検知エリア

半径 約0.7〜1.0m
室外検知エリア（ドア解錠・施錠）
 室内検知エリア（エンジン始動/ハイブリッドシステム起動）

 標準装備　  メーカーオプション

機能・装備　HOSPITALITY



ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

フロントドア・スライドドア・リヤクォーターガラスは日焼けの原因となる紫外線を約99％カット。
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、ウインドシールド・フロント
ドアガラスは、赤外線（IR）を効率よく遮断する効果があるIRカット機能付です。

スーパーUVカット機能
（フロントドア・スライドドア・リヤクォーター）&
IRカット機能付ガラス（ウインドシールド・フロントドア）

気になる紫外線や赤外線からお肌をガード。

紫外線
約99％
カット

エアコンのファンを作動させると、運転席右側の
吹き出し口から、肌や髪にやさしい水につつまれた
弱酸性の「ナノイー」を自動的に放出。室内を爽
やかな空気環境に導きます。

「ナノイー」

クルマのなかでエステ気分。

スーパーUVカット・IRカット機能＋撥水機能（フロントドア）

スーパーUVカット機能（スライドドア・リヤクォーター）

UVカット・IRカット機能（ウインドシールド）

 標準装備■UVカット・IRカット機能付ウインドシールドガラスは、全車標準装備となります。

機能・装備　COMFORT



ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

スライドドアのトリム内に、サンシェードを設定。直射日光を遮り、後席の方
に快適なひとときを提供します。なお、サンシェードではカバーできないウ
インドゥ両端にも遮光性を持たせることで、窓全面をしっかり遮光します。

フロント側は手動でチルト、リヤ側は電動でルーフの開閉が可能。挟み込み
防止機能も備えています。

後席用サンシェード ツインムーンルーフ（フロントチルト&リヤ電動スライド/
サンシェード＋挟み込み防止機能付）

日差しを気にせず、快適ドライブ。 明るく開放的なドライブを。

■G（8人乗り・4WD）にはメーカーオプションの設定がありません。  メーカーオプション

機能・装備　COMFORT



ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

HIモード

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

シートのメイン材に、消臭機能（イノドールクイック瞬感消臭®）を設定しまし
た。従来の脱臭機能より消臭能力と即効性が高く、短時間のうちに、タバコや
ペット、食べ物など車内にこもるほとんどの臭いを吸着・分解。消臭能力の持
続性も高く、室内の空気をいつでも快適に保ちます。

消臭機能付シート表皮

車内のさまざまな臭いを、素早く消臭。

ヒーター加温箇所
（温度調整付）

切替スイッチ

長時間のドライブで負担のかかりやすい肩や腰、寒い日や夏の冷房中に
冷えやすい下肢を温めます。

快適温熱シート（運転席・助手席）

寒い冬はもちろん、
夏の冷房中にも効果を発揮。

■切替スイッチの写真はインパネ一体型コンソールボックス非装着車。

LOモード

 標準装備

機能・装備　COMFORT



運転席と助手席、それぞれの体感温度の違いに合わせて温度設定が行え
るオートエアコンです。エアコンの情報はマルチインフォメーションディス
プレイに表示されます。

フロントオートエアコン（左右独立温度コントロール） S-FLOW（1席集中モード）

暑がりな人、寒がりな人、誰もが快適。 運転席だけを、無駄なく空調。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

室内温度や助手席の乗員を検知し、自動的に運転席だけを無駄なく空調す
ることでエアコンの負担を軽減。低燃費はもちろん、車内の静粛性にも貢献
します。

 標準装備

機能・装備　COMFORT



リヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター）

リヤクーラー
Xガソリン Si Gハイブリッド Si G X

Xガソリン Si Gハイブリッド Si G X

ドアの施錠・解錠に連動してドアミラーが自動で格納・復帰するオート格
納機能を搭載。スイッチ操作の手間が省けるのはもちろん、駐車時の格納忘
れ、発進時の出し忘れも解消し、さらに降車後もミラーを見ることでドアの
ロック状態が確認できます。

オート電動格納式リモコンカラードドアミラー
（サイドターンランプ付）

スイッチ操作の手間を省く。

後席空調システム

後席の方も快適に。

 標準装備　  メーカーオプション

機能・装備　COMFORT



インテリジェントパーキングアシスト（広角カラーバックガイドモニター＋イージーセット機能付）

車庫入れの操作を簡単に。

車庫入れ時に、車両がステアリング操作をアシスト。シフトを「R」に入れるだけで駐車枠を認識し、OKボタンをタッチすれば駐車枠にまっすぐ入るように自動でステアリング操作を行
います。目標駐車位置を自動的に補正する機能も装備しており、ドライバーは周囲の安全確認とブレーキによる速度調整を行うだけで駐車区画の中央付近に精度良く駐車可能です。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

自動で駐車枠を認識
（手動での位置合わせ不要）

 メーカーオプション

機能・装備　EASY TO DRIVE



車庫入れの際、後退操作の参考になるガイドラインをモニターに表示します。バッ
クカメラの画角を約180°までワイド化することで視野範囲を広げ、サードシート
跳ね上げ時も、より良好な後方視界を確保します。画面内のスイッチ操作により
ノーマル ワイドモードの切替も可能です。

広角カラーバックガイドモニターで
良好な後方視界を確保。

ノーマルモード（画角約130°）

ワイドモード（画角約180°）

■ ノーマルモード視野範囲
■ ワイドモード視野範囲

機能・装備　EASY TO DRIVE



前方も側方も後方も、安心の運転視界。
上方への視界を広げながら、インパネの形状を工夫することで、広 と々した前方視界を確保。
運転席からクルマのボンネットフードが見えるため、車両感覚がつかみやすく、狭い道も安心
して運転できます。また、フロントピラーのスリム化や三角窓の拡大などにより、優れた側方
視界を確保。さらにフロントドアガラスの下端を低く設定することで、巻き込みの回避もしや
すく、安心して運転できます。

機能・装備　EASY TO DRIVE



Xガソリン
（4WD）

Si G
高速道路などでアクセルを踏まずに一定速度での走行を
可能にします。

クルーズコントロール

ドライバーの負担を軽減。
4WD車の助手席側ドアミラーの鏡面下部に、
補助確認装置を採用しました。

補助確認装置

 標準装備

機能・装備　EASY TO DRIVE





オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）

昼間でもくっきり見やすい、高質感メーター。

ハイブリッド Si G X

ガソリン Si G X

ハイブリッド Si G X

ガソリン Si G X

❷ オプティトロンメーター
　 （ハイグレード）

ハイブリッド Si G X

ガソリン Si G X

❸ オプティトロンメーター❶ ハイブリッド専用
　 オプティトロンメーター

❶ ❷

❸

 標準装備

機能・装備　EASY TO DRIVE



走行中の視線移動を少なくし、同乗者との情報共有も可能にするためにインパネ中央にマルチインフォメーションディスプレイを配置。大型液晶を活
かした充実のコンテンツを表示します。またハイブリッド車は、ハイブリッドシステムの作動状態なども分かりやすく表示。なお、ステアリングスイッチで
表示切替を行います。

マルチインフォメーションディスプレイ

クルマとのコミュニケーションがより深く、楽しくなるディスプレイ。

ハイブリッド Si G X

ガソリン Si G X

▶ 4.2インチ
　TFTカラー

ハイブリッド Si G X

ガソリン Si G X

▶ 3.5インチ
　モノクロ

4.2インチTFTカラー

外気温・アイコン・
時計表示エリア

コンテンツ表示エリア

エアコン表示エリア

 標準装備

機能・装備　EASY TO DRIVE



マルチインフォメーションディスプレイ内の表示切替やエアコンなどの操作を、ステアリングから手を離さずに行うことができ、運転に集中できます。4方向ス
イッチにより上下左右の操作を行えるので、縦横両方向に選択リストのある階層型メニューもスムーズに操作可能です。

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ディスプレイ）

上下左右、自在にオーディオ・ナビの操作が可能。

❶

❷

❸
❹

❺

❶ 音量調整

❷ 表示選択

❸ 決定

❹ トップメニュー

❺ 戻る

■メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、音声認識・ハンズフリー通話スイッチが装着されます。　■オーディオ操作は、メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム、販売店装着オプションのT-Connectナビ
10インチモデル・9インチモデルを選択した場合に操作可能となり、販売店装着オプションのT-Connectナビ7インチモデル、エントリーナビ、USB/CDチューナーを装着した場合は、音量のみ操作可能となります。

機能・装備　EASY TO DRIVE



高精細8型ワイドディスプレイ（タッチ式）に、静電式のス
イッチを搭載。タブレット端末のような洗練されたデザ
インと軽快な使い心地を実現しました。フリック操作や
マルチタッチによる拡大・縮小表示などが可能です。

【ナビ】　　　  ●高精細8型ワイドディスプレイ（タッチ式）  
●FM多重VICS ●T-Connect 

【オーディオ】  ●Blu-ray Disc再生 ●DVD再生 ●CD再生  
●SD再生 ●AM/FM ●サウンドライブラリー  
●USB/AUX（音声）入力端子 ●地上デジタルTV  
●8スピーカー（4chアンプ）

【その他】　　  ●Bluetooth®対応（ハンズフリー＋オーディオ）  
●音声認識  
● インテリジェントパーキングアシスト（広角カラー

バックガイドモニター＋イージーセット機能付） 

T-Connect SD
ナビゲーションシステム

タブレット端末のような
操作感を実現。

機能・装備　NAVI & AUDIO



ブルーレイの美しい映像と迫力あるサウンドを
車内でも。ご家庭で録画したハイビジョン映像
も楽しめます。

Blu-ray Disc再生対応

音楽用のSDカードスロットを装備。CDをSD
カードに録音できるほか、パソコンで編集した
楽曲の再生も可能です。

サウンドライブラリー USB/AUX（音声）入力端子

携帯音楽プレーヤーなどを接続し、クルマのスピーカーシス
テムで楽しめます。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

 メーカーオプション

機能・装備　NAVI & AUDIO



原音に忠実で、迫力と臨場感のある音響空間を実現する8スピーカーシステムです。専用別置き4chアンプを搭載して、すべての音を音質調整し、高音質化を
実現しました。天井には薄型のスピーカーを採用し、室内空間の大きなミニバンでも満足のいく音質を確保。サードシート跳ね上げ時でも良質な音を確保で
きるように考慮してスピーカーを配置しています。

ノア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）

室内の大きなミニバンでも迫力と臨場感のある音響空間を。

スピーカーレイアウト

ガソリン

8スピーカー　❶ + ❷ + ❸ + ❹

❶ 16cmフロントドアスピーカー
❷ 16cmスライドドアスピーカー
❸ 薄型天井スピーカー
❹ 6.5cmインパネサイドスピーカー

6スピーカー　❶ + ❷ + ❹

4スピーカー　❶ + ❷

ハイブリッド
Si

Si

G

G

ガソリン Si G X

ハイブリッド Si G X

X

X

ガソリン Si G X

ハイブリッド Si G X

❹ ❶ ❷ ❸

 標準装備　  メーカーオプション

機能・装備　NAVI & AUDIO



走行性能



4

1.8L 2ZR-FXEエンジン＋モーター

進化・熟成を重ねてきたハイブリッドシステムを採用。
低燃費はもちろん、エンジンとモーターによる
スムーズな加速性能、低重心化や静粛性の
向上によるひとクラス上の乗り心地など、
優れた走行性能も実現しています。

ハイブリッドシステム

22.8 km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）

HYBRID Si/HYBRID G/
HYBRID X

19.0 km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）

市街地モード：18.4km/L 郊外モード：19.7km/L 
高速道路モード：18.8km/L

HYBRID Si

19.8 km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）

市街地モード：19.2km/L 郊外モード：20.5km/L 
高速道路モード：19.7km/L

HYBRID G/HYBRID X 100kW(136PS)
システム最高出力

アトキンソンサイクル、クールドEGR（排出ガス再循環システム）、
電動ウォーターポンプなどの採用により、低燃費を実現します。

動力分割機構、モーター、発電機、リダクションギヤ等を組み合わせて
効率の良い走りのための最適制御を行います。

小さな電流で大きな電力供給を可能とし、
高出力モーターの性能を引き出します。

フロントシート下に収め、ミニバンの持ち味である居住性や荷室スペース、
優れた機能性を確保しています。

1.8L 2ZR-FXE エンジン ハイブリッドトランスアクスル

昇圧コンバーター付パワーコントロールユニット ハイブリッドバッテリー（ニッケル水素バッテリー）

低燃費と低排出ガスに大きく貢献。 低燃費化のために高めた伝達効率。

電流を最適に制御。 コンパクトで高性能。

1

2

3

4

1
2

3

■ハイブリッドシステムイメージ図

走行性能　HYBRID SYNERGY DRIVE



ハイブリッドシステム 動作モードイメージ

走行状況に応じて最適化。

停車時はアイドリングストップ。
信号待ちなどの停車時では、ガソリンを消費しません。
エンジン停止中でもエアコン（冷房）が使えます。

伸びのある加速フィーリング。
加速時はエンジンに加え、バッテリーからもパワーを
供給。さらに駆動力がアップします。

スタート時はモーターで発進。
アクセルを踏むとモーターだけで発進。静かに、そして
スムーズに走り出します。

減速時にバッテリーに充電。
減速時には車輪がモーターを駆動し、発電。エネルギー
を効率よく回収し、バッテリーに充電します。

モーターとエンジンを効率よく駆動。
モーターとエンジンを最適な効率で制御。状況により
充電も行い、低負荷時はモーターのみで走行できます。

モーターのみで静かに走行可能。
EVドライブモードなら、モーターのみで静かに走行可
能。早朝や深夜にエンジン音を気にしなくてすみます。

停車時
ガソリンを消費せず
低燃費！

加速時
モーターとエンジン
で力強い走り！

スタート時
静かで
スムーズ！

減速時
効率よく充電！

通常走行時
低燃費と軽快な
走りを両立！

EVドライブモード選択時
早朝や深夜に
静かで助かる！

走行性能　HYBRID SYNERGY DRIVE



❶

❷

❸

軽い力でシフトチェンジできる電子制御式シフトです。
エレクトロシフトマチック

先進感と軽い操作感が魅力。

❶ エンジンを停止して走る「EVドライブモード」
モーターのみの静かな走行が可能になります。早朝や深夜などエン
ジン音が気になる時や、ガレージへの出し入れで排出ガスを抑えた
い時などに便利です。

❷ 燃費をより向上させる「エコドライブモード」
アクセル操作に対する駆動力を穏やかにすると同時に、暖房・冷房の
効き具合を抑えるなど、燃費のさらなる向上に貢献します。

❸ パワフルな走行が楽しめる「パワーモード」
アクセル操作に対するレスポンスが鋭くなり、坂道やワインディング
ロードなどで、より俊敏な走りが楽しめます。

ハイブリッドシステムの出力やチャージの状態をリアルタイムに表示。
指針をエコエリアに保つことで、環境に配慮した走りができます。

ハイブリッドシステムインジケーター

ハイブリッドシステムの状況をひと目で。

モードスイッチ

シーンに合わせて選べる3つの走行モード。

❶ パワーエリア│パワフルな走りの状態です。

❷ エコエリア│エコ運転を実現できている状態です。

❸ ハイブリッドエコエリア│エンジン停止状態を多く含む状態です。

❹ チャージエリア│エネルギーを回収してバッテリーを充電している状態です。 ❹

❸

❷

❶

走行性能　HYBRID SYNERGY DRIVE



ガソリン車の燃費向上に貢献。

吸気バルブリフトを連続的に変化させるバルブマチック付。さらに吸・排
気バルブタイミングを最適制御するDual VVT-iの採用、圧縮比の高圧化
などにより、低速から高速まで、すべての運転領域でパワフルかつゆとり
に満ちた走りを実現するとともに、低燃費、低排出ガスなど、優れた環境
性能も獲得しています。

2.0L 3ZR-FAE（バルブマチック付）エンジン

総排気量：1.986L　
最高出力〈ネット〉：112kW（152PS）/6,100r.p.m.　
最大トルク〈ネット〉：193N・m（19.7kgf・m）/3,800r.p.m.　

13.2km/L 燃料消費率
（国土交通省審査値）

市街地モード：10.0km/L　郊外モード：13.9km/L 
高速道路モード：14.7km/L

［2WD］Si

13.6km/L 燃料消費率
（国土交通省審査値）

市街地モード：10.2km/L　郊外モード：14.5km/L 
高速道路モード：15.3km/L

［2WD］G/X/X“サイドリフトアップチルトシート装着車”/X“ウェルジョイン”

市街地モード：9.3km/L　郊外モード：12.9km/L 
高速道路モード：13.6km/L

 燃料消費率
（国土交通省審査値）12.2km/L

［4WD］Si

市街地モード：9.5km/L　郊外モード：13.4km/L 
高速道路モード：14.2km/L

 燃料消費率
（国土交通省審査値）12.6km/L

［4WD］G/X/X“サイドリフトアップチルトシート装着車”/X“ウェルジョイン”

走行性能　MECHANISM



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。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。アイドリングストップ状態でも、オーディ
オやナビの使用が可能です。

アイドリングストップ機能（Stop & Start System）

いつものように走るだけで、簡単エコ運転。

空調ユニット内にエアコンの使用で冷気を蓄える「蓄冷エバポレーター」を
内蔵。エアコンが送風に切り替わるアイドリングストップ中でも、冷たい空
気を送り、室内の温度上昇を抑えるので、エコ運転をしたまま夏場も快適
に過ごせます。

エコ運転をしながら、室内の快適性も確保。

アイドリング
ストップ機能を
OFFにできます。

エアコン作動時のアイドリ
ングストップ時間を「ノー
マル」と「ロング」の2つの
モードから選択できます。

エアコン作動/蓄冷

アイドリングストップ時通常走行時

エアコン停止（送風）/放冷
ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

 標準装備

走行性能　MECHANISM



ブレーキを離すと、スムーズに発進。エンジンを停止
させた直後でも、素早く再始動することが可能です。

坂道でアイドリングストップ状態から再始動する時
は、坂道発進補助機能が車両の後退を緩和します。

アイドリングストップ機能 動作モードイメージ

停車すると、瞬時にエンジンをストップ。

ブレーキを
踏むだけ

停車時
ブレーキを
離すだけ

スタート時 スタート時

走行性能　MECHANISM



伸びやかな加速フィーリングに磨きをかけたSuper 
CVT-i。ワイドな変速比幅を実現し、高速走行時の燃
費、静粛性、発進加速の向上に貢献しています。

Super CVT-i（自動無段変速機）

低燃費とスムーズな走りを
サポート。

スイッチを押すと、アクセル操作に対する駆動力を穏
やかにすると同時に、暖房・冷房の効き具合を抑える
など、燃費重視の制御に。環境に配慮した運転をサ
ポートし、燃費のさらなる向上にも貢献します。

エコドライブモードスイッチ

スイッチひとつで、
より低燃費に。

CVT車でありながら、シフトを「M」ポジションに入れ
ることで、マニュアル感覚の素早いシフトチェンジが
可能に。ドライバーの積極的な変速操作に応え、アク
ティブな走りが楽しめます。

7速スポーツシーケンシャル
シフトマチック

マニュアル感覚の操作が
楽しめる。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

 標準装備

走行性能　MECHANISM



サイドガラス部とリヤコンビネーションランプサイド部
には、気流に小さな渦を発生させ、車体を左右から押
さえつけるエアロスタビライジングフィンを採用しまし
た。また、リヤホイールハウス内には空力フィンを配置。
さらに、床下への風の流れを抑制するセンターエアダ
ムによって、優れた操縦安定性を実現しています。

操縦安定性向上対策

高速時の安定した走りを追求。

前輪駆動状態と4輪駆動状態を自動的に電子制御し
ます。通常の走行時には、前輪駆動状態で燃費効率
の良い走りを実現。発進・加速時や滑りやすい路面、
コーナリング時には、車両の状態に合わせて最適な
駆動力を後輪に配分します。

アクティブトルクコントロール4WD 

状況に合わせて
安全運転をアシスト。

風切音対策と遮音材によるノイズ対策を徹底。風切
音に対してはドアミラー形状などに工夫を施し、低減
を実現しています。さらにダッシュサイレンサーに部分
接着フィルムを、スライドドア下にシールを追加し、優
れた遮音性も確保。また、ハイブリッド車はウインド
シールドガラスに高遮音性ガラスを採用し、静粛性を
より高めています。

静粛性向上対策

室内を穏やかに。

Si G Xハイブリッド Si G X ガソリン
（4WD）

FF 

4WD 雪道など

一般道

 標準装備

走行性能　MECHANISM



安全性能



0
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。

安全性能　統合安全コンセプト



JNCAP予防安全性能評価において、2015年度最高ランクの「ASV+」を獲得。
JNCAP新・安全性能総合評価における2014年度の「ファイブスター賞」受賞と合わせて、
高い予防および衝突安全性能を評価されました。

ノアは「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、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

 〈ノアの先進安全機能〉  ■ 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］

安全性能　統合安全コンセプト



■全方位コンパティビリティボディ構造　
■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　など

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

パーキング

予防安全

プリクラッシュセーフティ

衝突安全

救助

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。

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。

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。

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。

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。

■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）］　
■インテリジェントパーキングアシスト　
■ドライブスタートコントロール　
■広角カラーバックガイドモニター

★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）

■ヘルプネット（T-Connect）

1

2

3

4

5

NOAHに設定されている装備

★レーンディパーチャーアラート　
■S-VSC　
■EBD付ABS＋ブレーキアシスト
■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　など

NOAHに設定されている装備

NOAHに設定されている装備

NOAHに設定されている装備

NOAHに設定されている装備

安全性能　統合安全コンセプト



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。

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。

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）］

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

センサーイメージ図

フロント
コーナー

センサー（左）
リヤコーナー
センサー（左）

フロント
コーナー

センサー（右）

フロント
センサー

バック
センサー

リヤコーナー
センサー（右）

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。

 標準装備　  メーカーオプション

安全性能　PARKING SAFETY





作動イメージ

■以下のようなシーンでエンジン出力/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

後退時に後ろの壁等に　   
誤って衝突。

アクセルを踏んだまま、慌てて
シフトを「D」に入れてしまう。

そのような場合、エンジン出力/ハイブリッド
システム出力を抑えて、急発進を抑制します。

急発進を抑制制御あり

急発進制御なし

表示例
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

1 2 3

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、エンジン出力/ハイブリッド
システム出力を抑えます。

急発進・急加速を抑制し、
被害軽減に寄与。

ドライブスタートコントロール

安全性能　PARKING SAFETY





しっかりと前方の安全を見守る、
高精度な「2種類の目」。

NOAH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。レーザーレーダーは近距離を高精度で検知できる上、昼夜の
影響を受けにくいのが特徴です。一方、単眼カメラはより遠くまで検知でき、クル
マだけでなく白線や対向車のランプなども認識できます。この特性の異なる2種
類のセンサーが、卓越した認識能力と信頼性の高いシステムの作動を可能にし
ています。

安全性能　ADVANCED SAFETY



センサー（レーザーレーダー＋単眼カメラ）
センサー部

単眼カメラ

レーザー発光部

レーザー受光部

スイッチ

❶ プリクラッシュセーフティスイッチ
　 システムのOFFおよび警報タイミング（遠い・中間・近い）の変更が可能です。
❷ レーンディパーチャーアラートスイッチ
　 システムのON/OFFが可能です。
❸ オートマチックハイビームスイッチ
　 システムのON/OFFが可能です。

❶ ❷

❸

安全性能　ADVANCED SAFETY



■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します。シフトポジションが「P」・「R」の時は作動しません。
「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および通知タイミ
ングの変更が可能です。詳しくは取扱書をご覧ください。

前のクルマの発進をお知らせ。
センサー技術を活用したその他の機能

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。

点滅＋ブザー音でお知らせ

点滅
マルチインフォメーションディスプレイ

（4.2インチTFTカラー）表示

ピッ

作動イメージ

前の車が前進

安全性能　ADVANCED SAFETY





進路上の先行車や歩行者（昼間）をレーザーレーダーと
単眼カメラで検出。衝突が予測される場合には、警報ブ
ザーとディスプレイ表示で衝突の可能性を知らせ、ブレー
キを踏めた場合は強力なブレーキアシストが作動。ブ
レーキを踏めなかった場合は自動（被害軽減）ブレーキを
作動させ、衝突回避または被害軽減をサポートします。

ぶつからないをサポート。

Pi Pi Pi

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）

マルチインフォメーションディスプレイ
（4.2インチTFTカラー）表示＊1

ブレーキ！

経過時間 衝突

衝突の可能性高衝突の
可能性あり 衝突不可避

A
B
Ａ：ブレーキ踏力を強力にアシスト
Ｂ：ブレーキを踏めなくても自動減速

警報ブザーとディスプレイ
表示で危険をお知らせ

＊1. 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）］を選択した場合、4.2インチTFTカラーとなります。

安全性能　ADVANCED SAFETY





レーンディパーチャーアラートは、道路上の白線（黄線）を単眼カメラで認識し、
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。

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

Pi Pi Pi

警告ブザー

＊1. 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）］を選択した場合、4.2インチ
TFTカラーとなります。

車線検知

マルチインフォメーションディスプレイ
（4.2インチTFTカラー）表示

警報：ブザー＋
ディスプレイ表示（点滅）

点滅

＊1

安全性能　ADVANCED SAFETY





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。

夜間の見やすさをサポート。

オートマチックハイビーム

ロービーム

ハイビーム

安全性能　ADVANCED SAFETY





高輝度で点灯速度が速く、しかも消費電力の少ないLEDをハイ・ロービームとクリ
アランスランプに採用。さらに、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です。

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

明るいランプが燃費向上に貢献。

LEDの明るい光が、霧の発生や悪天候時に、視界の確保をサポートします。
LEDフロントフォグランプ

悪天候時の視界確保をサポート。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

 標準装備　  販売店装着オプション

安全性能　ACTIVE & PASSIVE SAFETY



S-VSCはステアリング制御（EPS）、ブレーキ制御（VSC、ABS）、駆動力制御（VSC、
TRC）を協調して制御します。例えば、滑りやすい路面でのコーナリング時などに、車両の
挙動が安定する方向に操舵トルクをアシスト。優れた操縦性と走行安定性を実現します。

S-VSC

滑りやすい路面等で走行安定性を確保。

ガソリン
（2WD）

Si G Xハイブリッド Si G X

 VSCにより、
車両が外側にふくらむ
現象の抑制に寄与

 VSCにより、
車両スピンの
抑制に寄与

前輪の横滑りが
発生した状態

（VSCなし）

後輪の横滑りが
発生した状態（VSCなし）

横滑りが発生した
状態（VSCなし）

 VSCにより、
車両の挙動を安定

突然の
飛び出しが
発生した状態

作動イメージ

 標準装備

安全性能　ACTIVE & PASSIVE SAFETY



S-VSC＜ステアリング制御（EPS）、ブレーキ制御（VSC、ABS）、駆動力制御
（VSC、TRC）＞と4WD制御が互いに協調し合い、制御を行うことで、滑りやすい
状況下でもドライ路面でも優れた車両安定性を確保します。

S-VSC＋アクティブトルクコントロール4WD協調制御

走行状況に合わせて車両を制御。

ハイブリッド Si G X ガソリン
（4WD）

Si G X

VSC、TRC、ABS
による独立制御

：ドライバーの想定するライン
：VSC、TRC、ABS独立制御による
  走行ライン
：S-VSC＋アクティブトルク
  コントロール4WD
  協調制御による走行ライン
：限界付近

S-VSC＋
アクティブトルク
コントロール4WD
協調制御

限界付近で
制御を開始

クルマの挙動を
俊敏に制御

作動イメージ

 標準装備

安全性能　ACTIVE & PASSIVE SAFETY



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。

ヒルスタートアシストコントロール

坂道でもスムーズに発進。

車両がずり落ちる
ことがあります。

作動イメージ

制御なし

発進時にブレーキの制御で、
ずり落ちを緩和します。

制御あり

安全性能　ACTIVE & PASSIVE SAFETY



ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

前席乗員の頭や胸の上体に作用する衝撃力を分散・緩和させる
SRSエアバッグから、サードシート乗員の頭部側面まで保護する
SRSカーテンシールドエアバッグまで、合計7個のエアバッグを
設定しています。

SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋
SRSニーエアバッグ（運転席）／
SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋
SRSカーテンシールドエアバッグ

（フロント・セカンド・サードシート）

サードシートまでしっかり守る
 7個のエアバッグシステム。

▶ SRSエアバッグ＋SRSニーエアバッグ

▶ SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ

❶

❶

❸

❷

❸
❹

❶ SRSエアバッグ（運転席・助手席）
❷ SRSニーエアバッグ（運転席）
❸ SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）
❹ 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）

 標準装備　  メーカーオプション

安全性能　ACTIVE & PASSIVE SAFETY



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）

同乗するお子様に、大きな安心を。

チャイルドシート＆ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

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。

緊急ブレーキシグナル

後続車に急ブレーキを通知。

ガソリン Si G Xハイブリッド Si G X

発進から車速約25km/hまでのEV走行中、または後退時に自動で発音。歩行者に
音で接近を伝えます。

車両接近通報装置

歩行者や自転車に接近をお知らせ。

 標準装備

安全性能　ACTIVE & PASSIVE SAFETY



コネクティッドサービス



T- Connect SDナビゲーションシステムとトヨタスマートセンターを
通信機器でつなぐことで、通信を使った安心・安全・快適・便利な
サービスが基本利用料無料でご利用いただけます。

トヨタのつながるサービス

エージェント

オンラインケア

Apps（アップス）

MyTOYOTA for T-Connect
この近くの喫茶店を探して

駐車場付きのところ

現在地周辺の喫茶店をお調べしました

現在地周辺の駐車場がある喫茶店をお調べしました

○番目を目的地にセットして

ヘルプネット®（ワンタッチタイプ）

マップオンデマンド（自動更新/手動更新） Tルート探索（プローブ情報付）

音声対話サービス 先読み情報案内サービス
ナビに話しかけるだけで、エージェントが音声で応えて
ナビの目的地を設定してくれます。

基本利用料 無料

突然の事故や急病時に、車両の位置やお客様の
情報を専門オペレーターが所轄の警察や消防に
伝え、迅速な緊急車両の手配を行います。

スマートフォンのようにお好みのアプリをインス
トールし、ナビをカスタマイズできます。

スマホアプリで販売店からのお知らせ確認や、
ドライブ記録のチェック等ができます。

各地を走っているT-Connectユーザーからリアルタイム
で収集した交通情報と過去の統計データをもとに、渋滞
を考慮した最適ルートを案内します。
■細街路はルート案内の対象外です。

オペレーターサービス
お客様のリクエストに応じて、専門オペレーターがナビの
目的地設定や情報検索の配信などを行い、365日24時間
お客様のドライブをサポート。エージェント（音声対話サービス）
で対応できなかった場合にも、オペレーターが対応します。

自動更新なら、エンジン/ハイブリッドシステム
始動時や目的地設定時にトヨタスマートセンター
へアクセスし、自動で新しい道路に更新します。

行き先候補地通知

目的地を設定しなくても、行き先・
経路を予測して交通情報、天候、
残燃料などを教えてくれます。

必要機器

申込み
販売店にてT-Connect利用申込みが必要です。

スマートフォン・
ケータイ
●Wi-Fiテザリング
●Bluetooth®（DUN）接続

Wi-Fi通信機
（Wi-Fiスポット・Wi-Fiルーター）
●Wi-Fi接続

T-Connect
SDナビゲーション
システム

＋
or

■掲載のサービス内容は2020年4月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。

コネクティッドサービス　T-Connect Services



ヘルプネット オペレーターサービス Apps（アップス）

エージェント マップオンデマンド

「T-Connect」詳細は
こちらの動画から

コネクティッドサービス　T-Connect Services













価格・グレード



２WD ハイブリッド  
HYBRID Si

3,347,300 円（税込）

1.8L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,710
1,735
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 22.8

19.0

HYBRID G

3,218,600 円（税込）

1.8L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 22.8

19.8

HYBRID X

3,059,100 円（税込）

1.8L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 22.8

19.8

■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年4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・グレード　HYBRID



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年4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。

２WD ガソリン  
Si 2WD（7人乗り）

2,844,600 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,710
1,735
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

13.2

G 2WD（8人乗り）

2,824,800 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

13.6

Si 2WD（8人乗り）

2,813,800 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,710
1,735
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

13.2

X 2WD（7人乗り）

2,587,200 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

13.6

G 2WD（7人乗り）

2,855,600 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

13.6

X 2WD（8人乗り）

2,556,400 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

13.6

価格・グレード　2WD・ガソリン



２WD ガソリン  
Si“GR SPORT”

3,306,600 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,710
1,735
1,825
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

-

■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年4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・グレード　2WD・ガソリン



４WD ガソリン  
Si 4WD（7人乗り）

3,042,600 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,710
1,735
1,870
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

12.2

Si 4WD（8人乗り）

3,011,800 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,710
1,735
1,870
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

12.2

G 4WD（7人乗り）

3,064,600 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,865
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

12.6

G 4WD（8人乗り）

3,033,800 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,865
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

12.6

X 4WD（7人乗り）

2,796,200 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,865
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

12.6

X 4WD（8人乗り）

2,765,400 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,695
1,695
1,865
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

12.6

■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年4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・グレード　4WD・ガソリン



グレード ホイール エクステリア ドア・キー

HYBRID 

Si
（7人乗り）

Si
（7人乗り/
   8人乗り）

HYBRID Si専用
16インチ鍛造アルミホイール

（BBS製）

❶ フロント大型バンパー（スモークメッキ加飾付）　
❷ フロントフェンダー
❸ フロントグリル（スモークメッキ）
❹ Bi-Beam LEDヘッドランプ（ブラックエクステンション）
　 ＋LEDクリアランスランプ
❺ LEDフロントフォグランプ　

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）

リヤ大型バンパー

スマートエントリーシステム＋
プッシュスタートシステム＋

スマートキー2個

UVカットグリーンガラス（フロントドア）
＆

UVカット機能付プライバシーガラス
（スライドドア・リヤクォーター）

リヤスポイラー

半ドア状態 全閉状態

バックドア
イージークローザー

大型サイドマッドガード

ハイブリッドシンボルマーク（フロント・リヤ）
■ハイブリッド車のみに装着。
■写真はフロントシンボルマーク。

●❶

●❷

●❸ ●❹

●❺

価格・グレード　主な標準装備



グレード インテリア 空調 予防安全

HYBRID 

Si
（7人乗り）

Si
（7人乗り/
   8人乗り）

Toyota 
Safety 
Sense

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）］

本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール

消臭機能付シート表皮

リヤクーラー

快適温熱シート
（運転席・助手席）

マルチインフォメーション
ディスプレイ

（4.2インチTFTカラー）

フロントオートエアコン
（左右独立温度コントロール＋

S-FLOW＋湿度センサー付）

フロントオートエアコン
（左右独立温度コントロール＋

蓄冷エバポレーター付）

ハイブリッド専用
オプティトロンメーター

オプティトロンメーター
（ハイグレード）

本革巻きシフトノブ

エレクトロシフトマチック

独立型
センターコンソール

ボックス

価格・グレード　主な標準装備



グレード ホイール エクステリア ドア・キー

HYBRID 

G
（7人乗り）

G
（7人乗り/
   8人乗り）

スマートエントリーシステム＋
プッシュスタートシステム＋

スマートキー2個

❶ フロントバンパー
❷ フロントグリル（カラード＋メッキモール）
❸ Bi-Beam LEDヘッドランプ＋LEDクリアランスランプ
❹ LEDフロントフォグランプ

リヤバンパー

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）
&

スーパーUVカット機能付
プライバシーガラス

（スライドドア・リヤクォーター）
半ドア状態 全閉状態

バックドア
イージークローザー

15インチアルミホイール

ハイブリッドシンボルマーク（フロント・リヤ）
■ハイブリッド車のみに装着。
■写真はフロントシンボルマーク。

●❶

●❷

●❹

●❸

価格・グレード　主な標準装備



グレード インテリア 空調 予防安全

HYBRID 

G
（7人乗り）

G
（7人乗り/
   8人乗り）

本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール

消臭機能付シート表皮 快適温熱シート
（運転席・助手席）

マルチインフォメーション
ディスプレイ

（4.2インチTFTカラー）

フロントオートエアコン
（左右独立温度コントロール＋

「ナノイー」＋S-FLOW＋
湿度センサー付）

フロントオートエアコン
（左右独立温度

コントロール＋「ナノイー」＋
蓄冷エバポレーター付）

リヤクーラー

リヤオートエアコン

ハイブリッド専用
オプティトロンメーター

オプティトロンメーター
（ハイグレード）

本革巻きシフトノブ

エレクトロシフトマチック

独立型
センターコンソール

ボックス Toyota 
Safety 
Sense

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）］

価格・グレード　主な標準装備



グレード ホイール エクステリア ドア・キー

HYBRID 

X
（7人乗り）

スマートエントリーシステム＋
プッシュスタートシステム＋

スマートキー2個

❶ フロントバンパー
❷ フロントグリル（カラード＋メッキモール）
❸ Bi-Beam LEDヘッドランプ＋LEDクリアランスランプ

リヤバンパー

UVカットグリーンガラス（フロントドア）
＆

UVカット機能付プライバシーガラス
（スライドドア・リヤクォーター）

ハイブリッドシンボルマーク（フロント・リヤ）
■ハイブリッド車のみに装着。
■写真はフロントシンボルマーク。

●❶

●❷

15インチアルミホイール

●❸

価格・グレード　主な標準装備



グレード インテリア 空調 予防安全

HYBRID 

X
（7人乗り）

Toyota 
Safety 
Sense

ウレタン3本スポーク
ステアリングホイール

マルチインフォメーション
ディスプレイ

（4.2インチTFTカラー） リヤクーラー

ハイブリッド専用
オプティトロンメーター

エレクトロシフトマチック

独立型
センターコンソール

ボックス
フロントオートエアコン

（左右独立温度コントロール＋
S-FLOW＋湿度センサー付）

価格・グレード　主な標準装備



カラーバリエーション



ブラック〈202〉

ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク〈086〉
メーカーオプション

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

ボルドーマイカメタリック〈3R9〉

アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉シルバーメタリック〈1F7〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉
メーカーオプション

B O D Y  C O L O R

■写真のシルバーメタリック〈1F7〉、アバンギャルドブ
ロンズメタリック〈4V8〉はHYBRID G。それ以外のボ
ディカラーはHYBRID Si。
■ボディカラーは撮影、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。特にブラッキッ
シュアゲハガラスフレーク〈221〉は青、緑、黒、濃紺な
ど、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。

カラーバリエーション　COLOR VARIATION



I N T E R I O R  C O L O R  &  S E A T  M A T E R I A L

ファブリックシート表皮

内装色

フロマージュ&ブラウン

ブラウン（ハイグレード） ブラック（ハイグレード） ブラックブラック（エアロ専用）

ブラック

カラーバリエーション　COLOR VARIATION



内外配色一覧表 ハイブリッド車 / ガソリン車 ボディカラーには美しさを保つ
セルフリストアリングコートを採用。

洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリスト
アリングコートを全カラーに採用。分子レベルで結合し
やすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわた
り保持することに貢献します。

■鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、セルフリストアリングコー
トが破壊された場合には、傷は復元しません。傷の復元する時間は、
傷の深さや周囲の温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、
セルフリストアリングコートを暖めることで復元する時間を短くする
ことができます。耐用年数は5〜8年ですが、その後も一般塗装より
も傷がつきにくい状態を保ちます。ワックスをかける場合はコンパ
ウンド（研磨剤）の入っていないものをご使用ください。

■標準設定　■設定あり（ご注文時にご指定ください） Si G X

シート表皮 エアロ専用
ファブリック ファブリック（ハイグレード） ファブリック

内装色 ブラック フロマージュ
＆ブラウン ブラック ブラック

天井色 ブラック ブラック ブラック グレー

ボディカラー
〈カラーコード〉

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉 ＊1

ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク〈086〉 ＊1
シルバーメタリック〈1F7〉
ブラック〈202〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉 ＊1

ボルドーマイカメタリック〈3R9〉

アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉

＊1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク〈086〉 、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉 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）’20年4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」「設定あり」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。

カラーバリエーション　COLOR VARIATION



環境仕様



トヨタは、「トータルクリーン」をめざしています。
「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。

LCA（ライフサイクルアセスメント）の実施
走行段階だけでなく、生産から廃棄までのライフサイクルで
排出するCO2やその他の大気汚染物質の総量を従来型車に
比べて低減しています。

素材製造

■ LCA実施結果　CO2 二酸化炭素（Carbon Dioxide）

ノア（1.8L ハイブリッド車）

ノア（2.0L ガソリン・FF・ 
アイドリングストップ装置装着車）

従来型車（2.0L ガソリン・FF車）

0.20 0.4 0.6 0.8 1

車両製造

走行

メンテナンス

廃棄
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。

環境仕様　ECOLOGY



■CO2排出量の低減をめざした、軽量・高効率なエンジンを搭載。ハイブリッドシステム、
　バルブマチック、Dual VVT-i、Super CVT-i（自動無段変速機）などの採用により、優れた
　低燃費を達成しています。
■エアコンの冷媒充填量を低減。冷媒に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。

■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。その結果、ハイブリッド車は「平成30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。

ハイブリッド車

1.地球温暖化対策を実施しています。

2.都市環境のクリーン化に配慮しています。

■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。

3.環境負荷物質を削減しています。

■内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン
　などの揮発性有機化合物（VOC）の発生量を抑制。車室内の臭いや刺激臭を軽減するとともに、
　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。
　車室内空気質の快適性に配慮しました。

4 .VOCの低減を推進しています。

■バンパーやインストルメントパネル、グローブボックスなど内外装部品にリサイクル性に
　優れた樹脂TSOPを使用。また、再生フェルトをフロアカーペットなどに採用しています。

6.リサイクル性の向上を図っています。

■環境に配慮した走りをしているかどうか、メーター
　内のハイブリッドシステムインジケーターやエコ
　ドライブインジケーターで確認できます。

5.環境に配慮した運転を支援します。

エコドライブ
インジケーター
ランプ

ハイブリッド車

環境仕様　ECOLOGY



トヨタ ノア 環境仕様

車両仕様

車両型式 6AA-ZWR80W 6AA-ZWR80G 3BA-ZRR80G 3BA-ZRR80W 3BA-ZRR85G 3BA-ZRR85W
エンジン 総排気量 L 1.797 1.986
駆動装置 駆動方式 2WD（前輪駆動方式） 4WD（4輪駆動方式）
車両重量 kg 1,620〜1,640 1,610〜1,640 1,560〜1,650 1,660 1,600〜1,650 1,640〜1,650 1,660〜1,740 1,680〜1,730

環境情報

燃料消費率

燃料消費率（国土交通省審査値） km/L 19.0 19.8 13.6 13.2 12.6 12.2
CO2排出量 g/km 122 117 171 176 184 190
燃料消費率（国土交通省審査値） km/L 22.8 ー
CO2排出量 g/km 102 ー

主要燃費改善対策

ハイブリッドシステム、
可変バルブタイミング、

電動パワーステアリング、
電気式無段変速機、

アイドリングストップ装置

可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御、アイドリングストップ装置

排出ガス
認定レベルまたは適合規制（国土交通省） 平成30年基準排出ガス75%低減レベル 平成30年排出ガス規制適合
認定レベル値または適合規制値 CO/NMHC/NOx g/km 1.15/0.025/0.013 1.15/0.10/0.05

車外騒音（加速/定常/近接） dB 74/70/82 74/70/88
冷媒の種類（GWP値）/使用量 g HFC-134a（1,430）/720

環境負荷物質削減 鉛/水銀
カドミウム/六価クロム

自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下）/自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止）
自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）/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（厚生労働省室内濃度指針値以下）

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＆リヤバンパー、インストルメントパネル、グローブボックスなど

樹脂、ゴム部品への材料表示 あり
リサイクル材の使用 再生フェルト フロアカーペット、ダッシュサイレンサーなど

環境仕様　ECOLOGY



主要装備一覧表



掲
載
ぺ
ー
ジ

2WD［ハイブリッド車］ 2WD / 4WD［ガソリン車］

Si G X Si G X■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
7人乗り 7人乗り / 8人乗り

外装・メカニズム

タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル

205/55R16タイヤ＆6J鍛造アルミホイール（BBS製） 39・48

205/60R16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） 48

195/65R15タイヤ＆6Jアルミホイール 48

195/65R15タイヤ＆6Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 48

スペアタイヤ（応急用タイヤ） ＊1 25 11,000円（消費税抜き10,000円） 11,000円（消費税抜き10,000円）

外
装

専用エアロパーツ（フロント大型バンパー［スモークメッキ加飾付］＋
フロントフェンダー＋リヤ大型バンパー＋リヤスポイラー＋大型サイドマッドガード） 48

フロントグリル 48 スモークメッキ カラード＋メッキモール スモークメッキ カラード＋メッキモール

ハイブリッドシンボルマーク（フロント・リヤ） 48

エンジンフードサイレンサー −

エ
ン
ジ
ン・メ
カ
ニ
ズ
ム

アイドリングストップ機能（Stop & Start System） 40・41

ECB［電子制御ブレーキシステム］ −

フロントベンチレーテッドディスクブレーキ＋リヤディスクブレーキ − 4WD車

フロントベンチレーテッドディスクブレーキ＋リヤドラムブレーキ − 2WD車

クルーズコントロール 37

モードスイッチ
エコドライブモード＋EVドライブモード＋パワーモード 39

エコドライブモード 40

ウ
イ
ン
ド
ゥ•

ミ
ラ
ー

UVカット・IRカット機能付ウインドシールドガラス（グリーン合わせ） 27・41 高遮音性ガラス

UVカットグリーンガラス（フロントドア） 27 ＊2
スーパーUVカット・

IRカット機能
＋撥水機能付

＊2 ＊2
スーパーUVカット・

IRカット機能
＋撥水機能付

＊2

UVカット機能付プライバシーガラス（スライドドア＊3・リヤクォーター） 27 スーパーUVカット
機能付

スーパーUVカット
機能付

ツインムーンルーフ
（フロントチルト&リヤ電動スライド/サンシェード＋挟み込み防止機能付） ＊4 27 121,000円

（消費税抜き110,000円）

2WD車/
4WD車（7人乗り）

121,000円
（消費税抜き110,000円）

リヤアンダーミラー −

全車
標準装備

●タイヤパンク応急修理キット＊1　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊5　●カラードアウトサイドドアハンドル　●電気式バックドアハンドル　●足踏み式パーキングブレーキ（作動/解除）
●パワーウインドゥ（フロント•スライドドアガラスワンタッチ式／キーOFF後作動機能＋挟み込み防止機能付）　●UVカット機能付プライバシーバックドアガラス　●後席用サンシェード
●オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（サイドターンランプ付）＊6＊7

■「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。　■“サイドリフトアップチルトシート装着車” “ウェルジョイン”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。 　■“Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■価格はメーカー希望小
売価格＜（消費税10％込み）’20年4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。
＊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非装着となり、スーパーラゲージボックスの中にスペアタイヤ（カバー付）が搭載されます。　＊2.寒冷地仕様を選択した場合、撥水機能付となります。　＊3.スライドドアのガラスには両
端部分に後席用サンシェードと合わせて遮光するドット（遮光セラミック）を採用しています。　＊4.ツインムーンルーフまたは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のみ、運転席にアシストグリップが1個装着されます。　
＊5.Siは寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。　＊6.4WD車の助手席側は補助確認装置付となります。　＊7.寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。

主要装備一覧表



掲
載
ぺ
ー
ジ

2WD［ハイブリッド車］ 2WD / 4WD［ガソリン車］

Si G X Si G X■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
7人乗り 7人乗り / 8人乗り

安全

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

32
〜
33

先行車発進告知機能 33

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）］　 ＊8
30
～
31

28,600円
（消費税抜き26,000円）

45,100円
（消費税抜き41,000円）

＊9
S-VSC 34 ＊10 2WD車
S-VSC＋アクティブトルクコントロール4WD協調制御 35 4WD車
車両接近通報装置 35

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席） 35

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 35 49,500円（消費税抜き45,000円） 49,500円（消費税抜き45,000円）

視
界

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 34 ブラック
エクステンション

ブラック
エクステンション

コンライト（ライト自動点灯＋消灯システム/オートマチックハイビーム対応） −

LEDフロントフォグランプ 34

リヤフォグランプ（右側のみ/バンパー取付） ＊11 −

電子インナーミラー 66

全車
標準装備

●ドライブスタートコントロール　●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）　●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席）　
●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（点滅式＋警告音機能付）　●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）＊12　●チャイルドプロテクター（スライドドア）　
●WILコンセプトシート（運転席・助手席）　●EBD付ABS＋ブレーキアシスト　●ヒルスタートアシストコントロール　●緊急ブレーキシグナル　●防眩インナーミラー　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）
●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式＋車速感応式）　●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー（リバース連動機能付）　●LEDハイマウントストップランプ

■「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。　■“サイドリフトアップチルトシート装着車” “ウェルジョイン”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。 　■“Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■価格はメーカー希望小
売価格＜（消費税10％込み）’20年4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。
＊4.ツインムーンルーフまたは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のみ、運転席にアシストグリップが1個装着されます。　＊8.字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊9.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）］を選択した場合、マルチインフォメーションディスプレイは4.2インチTFTカラーとなります。　＊10.VSC OFFスイッチは装着されません。TRC OFFスイッチのみとなります。　＊11.寒冷地仕様を選択した場
合のみ装着できます。　＊12.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。

主要装備一覧表



■「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。　■“サイドリフトアップチルトシート装着車” “ウェルジョイン”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。 　■“Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■価格はメーカー希望小
売価格＜（消費税10％込み）’20年4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。

掲
載
ぺ
ー
ジ

2WD［ハイブリッド車］ 2WD / 4WD［ガソリン車］

Si G X Si G X■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
7人乗り 7人乗り / 8人乗り

内装・快適性
メ
ー
タ
ー・モ
ニ
タ
ー

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） 37 ハイブリッド専用 ハイグレード

マルチインフォメーションディスプレイ 37・49 4.2インチTFTカラー 4.2インチTFTカラー 3.5インチモノクロ＊9

ハイブリッドシステムインジケーター 39

エコドライブインジケーター（ランプ＋ゾーン表示機能＊13付） 64

ス
テ
ア
リ
ン
グ

3本スポークステアリングホイール 49 本革巻き ウレタン 本革巻き ウレタン

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ディスプレイ） ＊14 37

イ
ン
パ
ネ・シ
フ
ト

センタークラスターパネル − ピアノブラック塗装 ブラック ピアノブラック塗装 ブラック

7速スポーツシーケンシャルシフトマチック 40

エレクトロシフトマチック 39

ゲート式シフトレバー 49 本革巻きシフトノブ

ド
ア
ま
わ
り

インサイドドアハンドル（フロント・リヤ） − ブラック メッキ ブラック ブラック メッキ ブラック

ドアトリムオーナメント
フロントドア − ファブリック巻き 合成皮革巻き ファブリック巻き ファブリック巻き 合成皮革巻き ファブリック巻き

スライドドア − 合成皮革巻き 合成皮革巻き

フロントドアスイッチベース − ピアノブラック塗装 ブラック ピアノブラック塗装 ブラック

照
明・電
源

イルミネーテッドエントリーシステム − パワースイッチ＋ルームランプ エンジンスイッチ＋ルームランプ イグニッションキー＋ルームランプ＊15

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/2個） ＊16 24 44,000円（消費税抜き40,000円）＊17

アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個） ＊18 24

充電用USB端子 24 インパネ2個・センターコンソールボックス2個 インパネ2個

空
調

フロントオートエアコン（左右独立温度コントロール） 27・40 S-FLOW（1席集中モード）＋湿度センサー付 蓄冷エバポレーター付

プッシュ式フロントヒーターコントロールパネル 27 ピアノブラック塗装 ピアノブラック塗装 ブラック

サイドレジスターベゼル − ピアノブラック塗装 ブラック ピアノブラック塗装 ブラック

リヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター） 27 ＊19 ＊19 ＊19

リヤクーラー 27

「ナノイー」 27

＊9.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）］を選択した場合、マルチインフォメーションディスプレイは4.2インチTFTカラーとなります。　＊13.ゾーン表示機能はマルチインフォメーションディスプレイに表示されま
す。　＊14.ステアリングスイッチは、メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、音声認識・ハンズフリー通話スイッチが装着されます。また、オーディオ操作は、メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム、
販売店装着オプションのT-Connectナビ10インチモデル・9インチモデルを選択した場合に操作可能となり、販売店装着オプションのT-Connectナビ7インチモデル、エントリーナビ、USB/CDチューナーを装着した場合は、音量のみ操作可能となります。　
＊15.スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステムを選択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはエンジンスイッチ＋ルームランプとなります。また、パワースライドドア予約ロック機能にスマートロック操作が追加されます。　＊16.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。　＊17.アクセサリーコンセントとインパネ一体型センターコンソールボックスはセットでメー
カーオプション。また、センターロアボックスは装着されません。　＊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。詳しくは販売店におたずねください。　＊19.寒冷地仕様とリヤオー
トエアコンはセットでメーカーオプション。リヤオートエアコン＜44,000円（消費税抜き40,000円）＞は単独選択可能です。

主要装備一覧表



■「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。　■“サイドリフトアップチルトシート装着車” “ウェルジョイン”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。 　■“Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■価格はメーカー希望小
売価格＜（消費税10％込み）’20年4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。

掲
載
ぺ
ー
ジ

2WD［ハイブリッド車］ 2WD / 4WD［ガソリン車］

Si G X Si G X■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
7人乗り 7人乗り / 8人乗り

内装・快適性

シ
ー
ト

ファブリックシート表皮
27・49・52

エアロ専用/
消臭機能付

ハイグレード/
消臭機能付

エアロ専用/
消臭機能付

ハイグレード/
消臭機能付

快適温熱シート（運転席•助手席） 27

セカンド
シート

キャプテンシート
（超ロングスライド＋リクライニング＋横スライド＋両側アームレスト付）

20・21・25

折りたたみ式サイドテーブル
（カップホルダー2個付）

7人乗り/
折りたたみ式サイドテーブル（カップホルダー2個付）

6：4分割チップアップシート（ロングスライド＋リクライニング＋格納式
センターボックス［カップホルダー2個＋オープンボックス＋フック付］）

23
・
25

8人乗り

サイドリフトアップチルトシート（パワーシート［前後スライド＋
リクライニング＋昇降＋チルト］＋フットレスト＋両側アームレスト付） 22

専用セカンドシート（ロングスライド＋リクライニング、手すり付） 46・47

収
納・ラ
ゲ
ー
ジ

センターコンソールボックス

独立型（フロント・リヤボックス付） 24

インパネ一体型（アッパートレイ・
リヤボックス・運転席サイドポケット付） 24 ＊17

助手席シートバックテーブル（カップホルダー2個付） 25

シートバックポケット 25 助手席 運転席・助手席 助手席 助手席 運転席・助手席 助手席

デッキボード 25 6:4分割

操
作
性

スマートエントリーシステム（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）
＋プッシュスタートシステム＋スマートキー2個

＊21
＊22 26

38,500円
（消費税抜き35,000円）

＊15

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 ＊22 48

ワンタッチスイッチ付パワースライドドア
（デュアルイージークローザー＋挟み込み防止機能付）

デュアル
（両側） ＊22 26 62,700円（消費税抜き57,000円） 62,700円（消費税抜き57,000円）

62,700円
（消費税抜き57,000円）

＊23
60,500円

（消費税抜き55,000円）
＊24

助手席側 26

パワースライドドア予約ロック機能
キーロック操作 26

スマートロック操作 26 ＊15

バックドアイージークローザー 26

＊15.スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステムを選択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはエンジンスイッチ＋ルームランプとなります。また、パワースライドドア予約ロック機能にスマートロック操作が追加されます。　＊17.アク
セサリーコンセントとインパネ一体型センターコンソールボックスはセットでメーカーオプション。また、センターロアボックスは装着されません。　＊21.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。　＊22.ワンタッチスイッチ付デュ
アルパワースライドドア装着車はスマートキーまたはワイヤレスキーに運転席側スライドドア開閉スイッチが追加されます。　＊23.スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステムと同時装着する場合の価格です。両側のパワースライドドアで予約
ロック機能のスマートロック操作が可能となります。　＊24.スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステムを同時装着しない場合の価格です。パワースライドドア予約ロック機能はキーロック操作のみとなります。

主要装備一覧表



■「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。　■“サイドリフトアップチルトシート装着車” “ウェルジョイン”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。 　■“Blu-ray DiscTM（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■価格はメーカー希望小
売価格＜（消費税10％込み）’20年4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。

掲
載
ぺ
ー
ジ

2WD［ハイブリッド車］ 2WD / 4WD［ガソリン車］

Si G X Si G X■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
7人乗り 7人乗り / 8人乗り

内装・快適性

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン•

オ
ー
ディ
オ

T-Connect SDナビゲーションシステム
＋ノア・パノラミックライブサウンドシステム＊25

【ナビ】高精細８型ワイドディスプレイ（タッチ式）、FM多重VICS、T-Connect
【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FM、サウンドライブラリー＊26、
USB/AUX（音声）入力端子、地上デジタルTV、8スピーカー（4chアンプ）

【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー＋オーディオ）、音声認識、
インテリジェントパーキングアシスト（広角カラーバックガイドモニター
＋イージーセット機能付）＊8

36
・
42
・
43

379,500円
（消費税抜き345,000円）

361,900円
（消費税抜き329,000円）

オーディオレス（カバーレス） 42 4スピーカー 6スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 6スピーカー 4スピーカー

トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊27 43

オーディオレスカバー −

全車
標準装備

●サンバイザー（バニティミラー［運転席・助手席］＋照明［運転席・助手席］＋チケットホルダー［運転席］付）　●フューエルリッドオープナー　●電気式ツイントリップメーター　 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　
●フューエル残量警告灯　●半ドアウォーニング　●キー忘れ防止ブザー　●ランプ消し忘れ防止ブザー　●デジタル時計　●チルト&テレスコピックステアリング　●電動パワーステアリング（車速感応型）　
●ドアスカッフプレート　●アシストグリップ（助手席1・セカンドシート2・サードシート2）＊4　●大型アシストグリップ（センターピラー左右）　●チャイルドグリップ（センターピラー左右）　●フロントパーソナルランプ　
●LEDダウンライト　●ルームランプ（センター・リヤ）　●クリーンエアフィルター　●アームレスト（運転席・助手席）　●運転席シート上下アジャスター　●5：5分割ワンタッチスペースアップサードシート　●全席へッドレスト　
●サードシート中央席へッドレスト用収納スペース　●オーバーヘッドコンソール　●助手席アッパーボックス　●助手席大型オープントレイ　●グローブボックス　●センタートレイ  ●センターマルチトレイ（カップホルダー2個付）
●センターロアボックス＊17　●運転席ロアボックス＋カードホルダー　●ドアポケット＋ボトルホルダー（フロント・スライドドア）　●デッキトリムボトルホルダー　●買い物フック（運転席シートバック）　●デッキフック（2個）　
●スーパーラゲージボックス＊1　●ドアキー連動パワードアロック（バックドア連動）　●フットレスト（運転席）　●ガラスプリントアンテナ

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］ −

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー＋PTCヒーター＊28など） ＊29 −
69,300円

（消費税抜き63,000円）
＊19

23,100円
（消費税抜き21,000円）

69,300円
（消費税抜き63,000円）

＊19

69,300円
（消費税抜き63,000円）

＊19

67,100円
（消費税抜き61,000円）

＊19

69,300円
（消費税抜き63,000円）

＊19
工具（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチなど） −

＊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非装着となり、スーパーラゲージボックスの中にスペアタイヤ（カバー付）が搭載されます。　＊4.ツインムーンルーフまたは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
択した場合のみ、運転席にアシストグリップが1個装着されます。　＊8.字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊17.アクセサリーコンセントとインパネ一体型センターコンソールボックスはセットでメーカーオプション。また、センターロアボッ
クスは装着されません。　＊19.寒冷地仕様とリヤオートエアコンはセットでメーカーオプション。リヤオートエアコン＜44,000円（消費税抜き40,000円）＞は単独選択可能です。　＊25.ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカード
は、あらかじめ受信機に装着されています。　＊26.SDカードが別途必要となります。　＊27.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。　＊28.PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient　＊29.寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性•耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全
車標準装備となります。　　

主要装備一覧表



主要諸元表



ハイブリッド車 ガソリン車

Si G X Si G X

乗車定員 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 8人乗り
ナンバー 3ナンバー 5ナンバー 3ナンバー 5ナンバー

車両型式・重量・性能 

車両型式
2WD（前輪駆動方式） 6AA-ZWR80W-

APXSB ★
6AA-ZWR80G-

APXGB ★
6AA-ZWR80G-

APXEB ★
3BA-ZRR80W-

APXSP
3BA-ZRR80W-

ARXSP
3BA-ZRR80G-

APXGP
3BA-ZRR80G-

ARXGP
3BA-ZRR80G-

APXEP
3BA-ZRR80G-

ARXEP

4WD（4輪駆動方式） − − − 3BA-ZRR85W-
APXSP

3BA-ZRR85W-
ARXSP

3BA-ZRR85G-
APXGP

3BA-ZRR85G-
ARXGP

3BA-ZRR85G-
APXEP

3BA-ZRR85G-
ARXEP

車両重量＊1 kg 1,620＊2 1,620＊3 1,610＊2＊3 1,600［1,680］＊2＊4＊5 1,570［1,660］＊2＊4＊5 1,570［1,650］＊2

車両総重量＊1 kg 2,005＊2 2,005＊3 1,995＊2＊3 1,985［2,065］
＊2＊4＊5

2,040［2,120］
＊2＊4＊5

1,955［2,045］
＊2＊4＊5

2,010［2,100］
＊2＊4＊5

1,955［2,035］
＊2

2,010［2,090］
＊2

最小回転半径 m 5.5

燃料消費率
（国土交通省審査値）

km/L   19.0 19.8 13.2［12.2］ 13.6［12.6］
市街地モード km/L   18.4 19.2 10.0［9.3］ 10.2［9.5］
郊外モード km/L   19.7 20.5 13.9［12.9］ 14.5［13.4］
高速道路モード km/L   18.8 19.7 14.7［13.6］ 15.3［14.2］

km/L   22.8 ー

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

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

寸法
全長 mm 4,710 4,695 4,710 4,695
全幅 mm 1,735 1,695 1,735 1,695
全高 mm 1,825 1,825［1,870］ 1,825［1,865］
ホイールベース mm 2,850
トレッド フロント/リヤ mm 1,500/1,480 1,480/1,480 1,500/1,480 1,480/1,475［1,480］
最低地上高＊6 mm 160 160［155］
室内長×室内幅×室内高＊6 mm 2,930×1,540×1,400 2,930×1,540×1,400＊7 2,930×1,540×1,400

［　 ］は4WD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. リヤオートエアコンを装着した場合、10kg増加します。　＊3. アクセサリーコンセントを装着した場合、10kg増加します。
＊4. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。　＊5. ツインムーンルーフを装着した場合（G 4WD［8人乗り］を除く）、20kg増加します。　＊6. 社内測定値。　＊7. ツインムーンルーフを装着した場合（G 4WD［8人乗り］
を除く）、室内高は1,365mmとなります。　
■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。　　　　　　
■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。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。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）。また、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）。
2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2021年3月31日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

■“NOAH” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “VALVEMATIC” “OPTITRON” “VVT-i” “VSC” “TRC” “ECB” “EFI” “サウンドライブラリー” “TOYOTA SAFETY SENSE” “TSOP” “T-Connect” “Welcab” “TECS” “Wel Join”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

主要諸元表



ハイブリッド車 ガソリン車

Si G X Si G X

乗車定員 7人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 8人乗り 7人乗り 8人乗り
ナンバー 3ナンバー 5ナンバー 3ナンバー 5ナンバー

エンジン
型式 2ZR-FXE 3ZR-FAE
総排気量 L  1.797 1.986
種類 直列4気筒
内径×行程 mm 80.5×88.3 80.5×97.6
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. 73（99）/5,200 112（152）/6,100
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 142（14.5）/4,000 193（19.7）/3,800
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L  50 55

走行装置
サスペンション フロント/リヤ マクファーソン・ストラット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/リヤ ベンチレーテッドディスク/ディスク ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム［ディスク］
作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

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 Super CVT-i（自動無段変速機/7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付） 
前進 − 2.517〜0.390
後退 − 1.751
減速比 3.703 5.182［5.470］

モーター
型式 5JM

−
種類 交流同期電動機 
最高出力 kW（PS） 60（82）
最大トルク N・m（kgf・m） 207（21.1）

動力用主電池
種類 ニッケル水素電池

−
容量 Ah 6.5

［　 ］は4WDです。
■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。
■“NOAH” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “VALVEMATIC” “OPTITRON” “VVT-i” “VSC” “TRC” “ECB” “EFI” “サウンドライブラリー” “TOYOTA SAFETY SENSE” “TSOP” “T-Connect” “Welcab” “TECS” “Wel Join”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
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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'20年4月時点の金額。

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 8,760 1,930 1,650 130 290 12,760

＊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。

寸法図：トヨタ ノア Si（7人乗り・2WD） 単位：mm
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