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頭金0、自動車保険もコミコミの月々定額

月額利用料は
3/5/7年プランから
お選びいただけます。
見積シミュレーションはこちら▶

月々 23,210円（税込）～
【 ご利用期間 】：7年
【ボーナス加算】：110,000円×14回

Photo:ヤリス G“KINTOツーリングセレクション”

ご契約までオンライン完結可能 ※上記価格はガソリン車、最安値カラー、パッケージで追加オプションなし

KINTO専用仕様車
G“KINTOツーリングセレクション”（ガソリン）

HYBRID G“KINTOツーリングセレクション”（ハイブリッド）

Gグレードをベースに走りと機能をプラス



PERFORMANCE / EXTERIOR / INTERIOR

走行性能
前後のブレース追加に加え、サスペンショ
ンのスプリングレートを最適化し、専用の
ショックアブソーバーにより、しなやかな
動きと「接地感」のあるフラットな乗り味を
実現。さらに、電動パワーステアリングの専
用チューニングにより、ハンドルを操作した
分だけ車両が素直に動き、ドライバーが意
のままに運転できる“気持ち良さ”を提案。

インテリア
ステアリングやシフトノブは本革を採
用、上質感あふれるブラックでまとめら
れた、スタイリッシュな室内空間。シー
トはZグレードと同じ仕様のヘッドレス
トセパレート型を採用。シートヒーター
やナノイーXも装備。

エクステリア
専用の16インチアルミホイール、ドアミ
ラー、カーボン調フィルムを施したルーフ
はブラックを基調として、シャープなスタ
イリングを実現。ZグレードのLEDヘッド
ランプを採用。

Gグレードをベースに、より魅力的な走り・装備を強化！さらに、スタイリッシュな特別デザインに

最小回転半径
最小回転半径は5.1m。細い路地
に入る時やUターン時、車庫入れや
縦列駐車時の取り回しがスムーズ
に行えます。誰が運転しても運転し
やすいのがヤリスのポイントです。

SAFETY / USABILITY

ぶつからないをサポート
プリクラッシュセーフティ
交差点で対向直進車や左右折時の横断歩行者検知機能。昼間だけでなく、
夜間の歩行者や自転車運転者の検知が可能。
様々なシーンで安全運転をサポートします。

■道路状況、交差点の形状、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。 ■プリクラッシュセーフティはあくまで運
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。 

5.1

燃料消費率
(国土交通省審査値)

市街地モード:32.7km/L　郊外モード:35.3km/L　高速道路モード:30.8km/L

32.6km/L

爽快な走りと低燃費を実現
コンパクト化と軽量化を徹底的に追及。また、低燃費と高出力を両立することで、軽快な走りの楽しさと優れた低燃費を実現しました。

G“KINTOツーリングセレクション”（ガソリン） HEV G“KINTOツーリングセレクション”（ハイブリッド）

燃料消費率
(国土交通省審査値)

市街地モード:15.5km/L　郊外モード:22.4km/L　高速道路モード:24.1km/L

21.2km/L



※上記価格はボーナス併用払いなしの場合。ボーナス併用払いありの金額はKINTO Webサイトにてご確認ください。 ※本カタログに使用されている画像はイメージです。一部仕様が異なる場合がございます。

のサービス概要
KINTO ONEは、頭金なし・自動車保険料・メンテナンス費・税金などコミコミの月々定額サービスです。
販売店店頭申込はもちろん、スマホやPCから、ご自分の都合に合わせて、好きな時間にお申込み頂けます。

その他詳しい情報は、
KINTOサイトへ

新車 クルマに関わる費用 ご利用期間

etc... 3年/5年/7年から選択

※5年/7年プランのみ

保険

自動車税 車検

メンテナンス

ご負担額
値引き

予定
残価

■ KINTO月額利用料

KINTOでは人気の仕様をパッケージとしてご用意

3年 5年 7年
月額利用料（税込）

車種

ガソリン車 47,410円 44,000円 41,580円

ハイブリッド車 52,360円 48,620円 45,870円

ガソリン車 49,170円 45,100円 42,350円

ハイブリッド車 54,120円 49,720円 46,640円

ガソリン車 50,600円 45,980円 43,010円

ハイブリッド車 55,550円 50,600円 47,300円

ガソリン車 52,360円 46,970円 43,670円

ハイブリッド車 57,310円 51,590円 47,960円

①ディスプレイオーディオ(スマホ連携)パッケージ
【KINTO限定】KINTOツーリングセレクション仕様オプション(標準装備)※
※運動性能向上 (チューニング等 )､ルーフフィルム (ブラック )､16 インチアルミホイール (切削 /黒塗装 )､
アウターミラー (黒塗装 )､シャークフィン (黒塗装 )､本革ステアリング /本革シフトノブ､ヘッドランプ LED､
コンフォートシートセット(但し､助手席買い物アシストシート+シートアンダートレイは非装着）

バックガイドモニター（標準装備）、ETC車載器(ビルトイン)ボイスタイプ、フロアマット(ベーシック)

②ディスプレイオーディオ(スマホ連携)×セーフティパッケージ
①ディスプレイオーディオ(スマホ連携)パッケージ+パノラミックビューモニター
＋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)]

③ナビパッケージ
①ディスプレイオーディオ(スマホ連携)パッケージ +T-Connectナビキット

④ナビ×セーフティパッケージ
③ナビパッケージ+パノラミックビューモニター
＋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)]

パ
ッ
ケ
ー
ジ

ヤリス“KINTOツーリングセレクション”

車両型式
車両重量 kg
車両総重量 kg
最小回転半径 m

主要燃費改善対策

HEV

筒内直接噴射、
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

ハイブリッドシステム、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、
充電制御、電気式無段変速機

 km/L
市街地モード km/L
郊外モード km/L
高速道路モード km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

■車両型式・重量・性能

前輪駆動方式
ギヤ機構付自動無段変速機
（Direct Shift-CVT）

3.362/3.122
2.236~0.447/ -

3.781

前輪駆動方式

電気式無段変速機

-
-

2.834

駆動方式

トランスミッション

変速比 ギヤ機構部　前進/後退
無段変速部　前進/後退

減速比

■駆動方式

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
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
油圧式

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
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
油圧・回生ブレーキ協調式

サスペンション

ブレーキ

フロント

リヤ
フロント
リヤ
作動方式

■走行装置

全長/全幅/全高 mm
ホイールベース mm
トレッド フロント/リヤ　mm
最低地上高  ※2 mm
室内  ※2 長/幅/高　mm
乗車定員 名

3,940/1,695/1,500
2,550

1,480/1,475
145

1,845/1,430/1,190
5

3,940/1,695/1,500
2,550

1,480/1475
145

1,845/1,430/1,190
5

■寸法・定員GAS

■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。 ■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

■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.( ガソリン車のみ）寒冷地仕様をオプション装着した場合、＋10kg 増加します。※2.トヨタ自動車測定値

型式
種類
最高出力 kW(PS)
最大トルク N・m(kgf・m)

-
-
-
-

1NM
交流同期電動機
59(80)
141(14.4)

■フロントモーター

種類
容量 Ah

-
-

リチウムイオン電池
4.3

■動力用電池

GAS HEV

型式
総排気量 L
種類
使用燃料
内径×行程
最高出力＜ネット＞ kW(PS)/r.p.m.
最大トルク＜ネット＞ N・m(kgf・m)/r.p.m.
燃料供給装置
燃料タンク容量 L

M15A-FKS
1.490
直列3気筒

無鉛レギュラーガソリン
80.5×97.6mm
88(120)/6,600

145(14.8)/4,800～5,200
電子制御式燃料噴射装置(EFI)

40

M15A-FXE
1.490
直列3気筒

無鉛レギュラーガソリン
80.5×97.6mm
67(91)/5,500

120(12.2)/3,800～4,800
電子制御式燃料噴射装置(EFI)

36

■エンジン

5BA-MXPA10-AHXGB(K)
1,020 ※1
1,295 ※1
5.1
21.2
15.5
22.4
24.1

6AA-MXPH10-AHXGB(K)
1,070
1,345
5.1
32.6
32.7
35.3
30.8

内外配色一覧表

■標準装備 ■有料色 ヤリス G
“KINTOツーリングセレクション”

有料色
有料色

上級ファブリック
ブラック

ヤリス  HEV G
“KINTOツーリングセレクション”

有料色
有料色

上級ファブリック
ブラック

ブラック〈202〉
シルバーメタリック〈1F7〉
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〉

シート表皮
内装色



【その他の標準装備】全車標準装備●スタビライザー（フロント・リヤ）●タイマー付リヤウィンドゥ
デフォッガー●フロントドアグリーンガラス(スーパーUVカット・IR＜赤外線＞カット機能付)＊7
●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)●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●S-VSC&ACA&TRC●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレー
キアシスト●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[フロント・
リヤ左右席])●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(リヤ左
右席)＊11●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音)●チャイルドプロ
テクター(リヤドア)●ドアキー連動電気式ドアロック(バックドア連動)●運転席シート上下アジャ
スター●セパレート型リヤヘッドレスト●助手席オープントレイ●助手席グローブボックス●フロ
ントコンソールボックス●アクセサリーソケット(DC12V・120W/1個)＊18　など

【KINTO追加オプションで選択できる装備】●サイドバイザー（RVワイド）●カメラ一体型ドライブレ
コーダー(前方カメラ)「DRT-H68A」●CD･DVDデッキ●盗難防止機能付ナンバーフレームセット
（デラックス）●アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/1個/非常時給電システム付）●寒冷地仕
様●冬タイヤ（16インチ・非純正アルミホイール）

62,700円(消費税抜き57,000円)＊14◆コンフォートシートセットG ＊13＊15

●マルチカラーファブリックシート表皮●ヘッドレストセパレート型フロントシート●「ナノイーX」●
運転席イージーリターン機能＊14●シートヒーター(運転席・助手席)＊14●買い物アシストシート
(助手席)●ローズメタリック加飾(フロントコンソール・フロントドアインナーガーニッシュ・ステア
リングベゼル)●ピアノブラック塗装メーターリング●助手席シートバックポケット●助手席シートア
ンダートレイ＊17●LEDアンビエント照明(インサイドドアハンドル・フロントコンソールボックス)

◆印の装備は、メーカーセットオプションの
「コンフォートシートセット」選択時に、同時装着される装備です。

足回り＆
メカニズム

エクステリア

185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイール（切削+黒塗装）
175/70R14タイヤ＆14×5 1/2Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)
スペアタイヤ(応急用T125/70D16)
タイヤパンク応急修理キット　＊2
フロントグリル 
ドアベルトモールディング 
リヤルーフスポイラー 
エアスパッツ
シャークフィンアンテナ
ルーフフィルム

ドライブモードスイッチ 

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)&スタートシステム(スマートキー2個 )　＊26

★１ディスプレイオーディオ(スマホ連携)×セーフティパッケージおよびナビ×セーフティパッケージをセーフティパッケージと記載 　★2ブラインドスポットモニターとパノラミックビューモニターを同時装着、ブラインドスポットモニターもしくはパノラミックビューモニターと
寒冷地仕様を同時装着、または北海道地区でブラインドスポットモニターもしくはパノラミックビューモニターを装着、トヨタチームメイト［アドバンスト パーク（パノラミックビューモニター付）］と寒冷地仕様を同時装着、または北海道地区でトヨタチームメイト［アド
バンストパーク（パノラミックビューモニター付）］を同時装着した場合、合計価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額されます。詳しくは販売店におたずねください。 ★3 ブラインドスポットモニターとパノラミックビューモニターと寒冷地仕様を同時装着、または北
海道地区でブラインドスポットモニターとパノラミックビューモニターを同時装着、ブラインドスポットモニターとトヨタチームメイト［アドバンスト パーク（パノラミックビューモニター付）］と寒冷地仕様を同時装着、または北海道地区でブラインドスポットモニターとトヨ
タチームメイト［アドバンスト パーク（パノラミックビューモニター付）］を同時装着した場合、合計価格から11,000円（消費税抜き10,000円）減額されます。詳しくは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。■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’21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。

■外装

リヤコンビネーションランプ

ヘッドランプ

視界

3灯式フル LED ヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付 )
+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ(デイライト機能＆おむかえ照明機能付 )

フル LED(LEDライン発光テールランプ&ストップランプ+LEDターンランプ )

■安全装備

計器盤

操作系

ドア・キー

 ピアノブラック塗装メーターリング
 ブラック塗装メーターリング
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 )
インジケーター
3 本スポークステアリングホイール
シフトノブ

■操作性

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 )

LEDテール &ストップランプ

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)

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予防安全

衝突安全

駐車支援

LED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 ＊6

＊8

＊8
＊8

※メーカーパッケージオプション一覧表をご参照ください。＊1.メーカーオプションで185/60R15タイヤ&15×6Jアルミホイール59,400円（消費税抜き54,000円）を装着可
能。ただし、185/60R15タイヤ&15×6Jアルミホイールとターンチルトシートは同時装着できません。＊2.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.（HEVのみ）スペアタイヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。＊4.スペアタイヤとターンチルトシー
トは同時装着できません。＊5.3灯式フルLEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプとフルLEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプショ
ン。＊6.寒冷地仕様、またはブラインドスポットモニターを選択した場合、ドアミラーはヒーター付に、パノラミックビューモニター、トヨタ チームメント[アドバンスト パーク
(パノラミックビューモニター付)]を選択した場合、ドアミラーはヒーター+カメラ(左右)付となります。＊7.寒冷地仕様を選択した場合、フロントガラスは撥水機能付となりま
す。＊8.字光式ナンバープレートは装着できません。＊9.（HEVのみ）トヨタチームメイト［アドバンストパーク（パノラミックビューモニター付）］を選択する場合は、インテリ
ジェントクリアランスソナーの装着が必要です。＊10.（HEVのみ）トヨタチームメイト［アドバンストパーク（パノラミックビューモニター付）］は、ブラインドスポットモニター
＋リヤクロストラフィックオートブレーキ＋インテリジェントクリアランスソナーと同時に装着した場合、合計価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額されます。＊11.
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。＊12.ターンチルトを選択した席、していない席もヘッドレストセパレート型となります。＊13.コンフォートシートセットを選択した場合、ヘッドレスト
セパレート型となります。＊14.ターンチルトシート(運転席)とコンフォートシートセットを同時装着した場合、運転席イージーリターン機能とシートヒーター(運転席・助手席)
は非装着となり合計価格から22,000円(消費税抜き20,000円)減額されます。＊15.ターンチルトシート(運転席、運転席+助手席)とコンフォートシートセットは同時装着でき
ません。＊16.ターンチルトシート(運転席、運転席+助手席)と販売店装着オプションのCD・DVDデッキの同時装着できません。＊17.コンフォートシートセット装着時、販売
店装着オプションのCD・DVDデッキは助手席シートアンダートレイを取り外しての装着となります。＊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。詳しくは販売店におたずねください。＊19.CD・DVDデッキは搭載されていません。またナビゲーションシステムは含まれませ
ん。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。＊20.スマートフォンの接続にはデータ通信
可能なUSBケーブルが別途必要になります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。＊21.サービスの利用には、T-Connectエントリープランまたは
T-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。＊22.カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となり
ます。ETC車載器およびETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。＊23.PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient＊24.寒冷地
仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。（ただし、KINTOの場合は北海道地区も
追加オプション設定です。）＊25.スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチはセットでメーカーオプション。＊26.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、販売店にご相談ください。＊27.ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、
T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。＊28.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下さい。

Toyota Safety Sense：プリクラッシュセーフティ(歩行者 [昼夜 ]・自転車運転者 [昼 ]検知機能付衝突回避支援タイプ / 
ミリ波レーダー +単眼カメラ方式 )・レーントレーシングアシスト[LTA]・レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付 /
停止保持機能なし)・オートマチックハイビーム[AHB]・ロードサインアシスト[RSA]

ブラインドスポットモニター [BSM]： +リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ
(後方接近車両 )]+ 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 )]

ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー・音声認識 )
+レーントレーシングアシスト/レーダークルーズコントロール

主要装備一覧表
■専用装備 ■標準装備　 ■メーカーオプション
■販売店装着オプション ■KINTOディスプレイオーディオ(スマホ連携)×セーフティパッケージ・ナビ×セーフティパッケージ・追加オプション

■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。
■「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。■ヤリス G“KINTOツーリングセレクション”/ヤリス HEV G
“KINTOツーリングセレクション”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10%込
み)’21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。■本パンフレットはトヨタ自動車株式会社の車種カタログではありません。

ヤリス G“KINTOツーリングセレクション”/ヤリス HEV G“KINTOツーリングセレクション”

サービスに関するお問合せは、 
カスタマーセンターにお問い合わせください。
受付時間9：00～18：00年中無休（年末年始を除く）
※混雑時など繋がりにくいことが予想されますのでご了承下さい。

KINTOカスタマーセンター

0120-075-910

SRSエアバッグ(運転席・助手席 )+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(前後席 )

トヨタ チームメイト［アドバンスト パーク（パノラミックビューモニター付）］

パノラミックビューモニター
バックガイドモニター

イルミネ―テッド
エントリーシステム

ルームランプ(バルブ)・フロントパーソナルランプ(LED)
LEDアンビエント照明(インサイドドアハンドル/フロントコンソールボックス)

シート

インテリア

収納

空調

照明・電源

シート表皮
フロントシート
シートヒーター( 運転席・助手席 )
買い物アシストシート( 助手席 )
インパネオーナメント
インパネセンタークラスター(ピアノブラック加飾 )
フロントコンソール (ピアノブラック加飾 )
フロントドアインナーガーニッシュ(ブラック塗装 )
助手席シートバックポケット
助手席シートアンダートレイ

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(ピアノブラックパネル)

■内装

スピーカー

「ナノイーX」

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/1個 / 非常時給電システム付）＊3＊28

DCM(専用通信機 )
T-Connect ナビキット
CD・DVD デッキ
ETC 車載器 (ビルトイン)ボイスタイプ

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 +ヒーターリヤダクト +PTCヒーター＊23 など )   

フロアマット

ナビ・
オーディオ

その他

■その他

＊21
＊16
＊22

＊24

8インチディスプレイ、ディスプレイオーディオ＊19【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth®
対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)＊20、Miracast®対応【スマートフォン連携】SDL(SmartDe-
viceLink™)、Apple CarPlay＊27、Android Auto™対応＊27、【T-Connect】 ヘルプネット®、eケア、マイカーサーチ

上級ファブリック
ヘッドレストセパレート型

ピアノブラック

ファブリック　◆
ヘッドレスト一体型＊12＊13　◆

◆
◆

ナビパッケージ・ナビ×セーフティパッケージ
追加オプション

◆
◆
◆

◆

◆

＊17  ◆

6スピーカー

オートアラーム付

メッキダイヤル メッキダイヤル・電動イン
バーターコンプレッサー付

メッキダイヤル・電動インバ
ーターコンプレッサー付

追加オプション

ベーシック

25,300円
(消費税抜き23,000円)

31,900円
(消費税抜き29,000円)

＊17  ◆

樹脂

追加オプション

専用仕様車（1.5L 2WD）“KINTOツーリングセレクション”
G HYBRID G G HYBRID G

ベース車両（1.5L 2WD）

大型(ブラック)

ブラック

ブラック

本革巻き
本革巻き

ブラック

ハイブリッド専用

ウレタン　◆

ハイブリッド専用
ハイブリッド専用◆◆

＊1
14,300円(消費税抜き13,000)＊2＊3＊4＊25

カラード
IR〈赤外線〉カット機能付き

82,500円(消費税抜き75,000円)＊5

＊5

セーフティパッケージ★１

セーフティパッケージ★１

ハイブリッドシステムエコドライブ ハイブリッドシステムエコドライブ

追加オプション〈セーフティ
パッケージ★１で選択可〉

100,100円(消費税抜き91,000円)＊9＊10★２★３

77,000円(消費税抜き70,000円)
＊9＊10★２★３

28,600円(消費税抜き26,000円)

33,000 円 ( 消費税抜き30,000 円 )★２★３

IR〈赤外線〉カット機能付き

フロント・リヤ

■エンターテイメント
44,000円(消費税抜き40,000円)

エコドライブモード+パワーモード
EVドライブモード

デジタルメーター


