
車種

標準装備 メーカー装着オプション ブラックインテリアセレクション
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ー
ト

ミラクルオープンドア
大型エアロバンパー（フロント/リヤ）
メッキフロントグリル
ルーフスポイラー
サイドシルスポイラー
大型リヤゲートガーニッシュ（メッキ）
電動格納式カラードドアミラー
電動格納式カラードドアミラー（キーレスアクセス連動）
ヒーテッドドアミラー
サイドアンダーミラー（助手席）
リヤアンダーミラー（室内付）
UVカット機能付ガラス（フロントドア）
スーパーUV&IRカット機能付ガラス（フロントドア）
フロントウインドゥトップシェード
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）付］
LEDヘッドランプ（ロービーム）［ヘッドランプレベライザー（オート）付］
  LEDクリアランスランプ付
LEDフォグランプ
オートライト
LEDライナー
リヤコンビランプ（LEDストップランプ）
  クリアクリスタル

パワースライドドア 左側
（ワンタッチオープン、予約ロック、挟み込み防止機能付） 右側
スライドドアイージークローザー（左右）
ステアリングホイール ウレタン（六連星オーナメント・シルバー加飾付）
 本革巻（六連星オーナメント・シルバー加飾付）
チルトステアリング
インパネセンターシフト ウレタン

 本革巻（シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付）
単眼ルミネセントメーター
3眼ルミネセントメーター（タコメーター付）
マルチインフォメーションディスプレイ
〈アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・
スマートアシスト故障/停止警告〉
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック
キーレスアクセス&プッシュスタート（リクエストスイッチ付/
運転席・助手席・リヤゲート） 注3
イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム） 注4
盗難警報装置  注5
マニュアルエアコン（ダイヤル式）
オートエアコン（プッシュ式）
クリーンエアフィルター
スーパークリーンエアフィルター
集中ドアロック（全ドア連動）
走行モード切替ステアリングスイッチ
リヤヒーターダクト
運転席&助手席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー

オーディオレス  注6
16cmフロントスピーカー
ナビアップグレードパック
〈ステアリングリモコン・リヤビューカメラ・16cmリヤスピーカー・ツィーター・
GPSアンテナ・フルセグTVフィルムアンテナ用ハーネス〉 注7
ルーフアンテナ（可倒式）

ファブリックシート ブラウン/撥水加工
 ブラック
専用ファブリック/ソフトレザー調シート（シルバーステッチ）
運転席シートヒーター
助手席ロングスライド（380mm） 注8
助手席テーブルモード
助手席シートバックレバー（スライド・リクライニング）
乗降グリップ付ベルトインシート（助手席）
リヤシート分割ロングスライド（240mm）
分割可倒式リクライニングリヤシート（格納機構付、カーゴルーム側レバー付）
運転席シートリフター

［全車標準装備］ ●UV&IRカット機能付ガラス（フロントウインドゥ） ●UVカット機能付濃色ガラス（リヤドア/リヤクォーター/リヤゲート） ●シルバードアハンドル 注1 
●ピラーブラックアウト 注2 ●ヘッドランプ自動消灯システム ●車速感応式間けつフロントワイパー ●リバース連動リヤワイパー

［全車標準装備］ ●エコドライブアシスト照明 ●インパネアクセサリーソケット（12V） ●フットパーキングブレーキ ●燃料残量ウォーニングランプ&ブザー ●方向指示器のワンタッチ機能 
●電動パワーステアリング ●パワーウインドゥ（運転席スイッチ照明付・運転席反転装置付） ●フューエルリッドオープナー

［全車標準装備］ ●フロントコンフォートベンチシート ●リヤシートヘッドレスト

シフォン シフォン カスタム

CVT CVT

4WD

4WD

4WD

4WD

Limited専用
ダークメッキ
カスタム専用

サイドターンランプ付
4WD

ダークメッキ

ダークメッキ

カスタム専用

サイドターンランプ付
4WD

Limited専用
ダークメッキ
カスタム専用

サイドターンランプ付
4WD

ダークメッキ

ダークメッキ

L スマートアシスト G スマートアシスト R スマートアシスト R Limited 
スマートアシスト

RS Limited 
スマートアシスト

メッキシフトレバー
ボタン付

メッキシフトレバー
ボタン付

メッキシフトレバー
ボタン付

※



インパネセンタークラスター ブラック
 プレミアムシャインブラック
 プレミアムシャインディープブルー（マーブル柄）
インパネ加飾パネル（シルバー）
ドアアームレスト ブラウン
 ブラック
 プレミアムシャインブラック&ファブリック

 プレミアムシャインディープブルー（マーブル柄）
&専用ファブリック

エアベントグリルメッキノブ
センターエアベントグリルシルバーリング加飾
メッキインナードアハンドル
格納式リヤドアサンシェード
［全車標準装備］ ●フロントマップランプ ●ルームランプ ●カーゴルームランプ ●運転席&助手席サンバイザー（運転席チケットホルダー付） ●運転席&助手席バニティミラー 
●格納式アシストグリップ（助手席＋後席左右） 注9 ●フットレスト

スマートアシストⅢ ＊ 
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）&衝突警報機能（対車両・対歩行者）&車線逸脱
警報機能&AT誤発進抑制制御機能（前方誤発進・後方誤発進）&先行車発進お知らせ機能&
ハイビームアシスト
デュアルSRSエアバッグ
SRSサイドエアバッグ
SRSカーテンエアバッグ  注9
コーナーセンサー（リヤ2個）
4センサー4チャンネルABS（EBD付）
VDC
ヒルホールドシステム
エマージェンシーストップシグナル
［全車標準装備］ ●LEDハイマウントストップランプ ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト 
●ISO FIXチャイルドシート固定バー&テザーアンカー（後席） ●シートベルト・ショルダーアジャスター（運転席）

大型プルハンドル（運転席・助手席）
カーゴルームアンダーボックス 注10
運転席トリプルシートバックポケット
ワンプッシュ式オートオープンカップホルダー（前席）
フロントセンターアームレスト（ボックス付）
［全車標準装備］ ●インパネアッパーボックス（運転席） ●運転席サイドトレイ ●インパネアンダートレイ（運転席） ●インパネトレイ（助手席） ●グローブボックス ●インパネセンターポケット 
●ドアポケット&ボトルホルダー（前席） ●後席クォーターポケット&ボトルホルダー ●ショッピングフック（インパネ助手席側・助手席シートバック）

14インチフルホイールキャップ&155/65R14タイヤ
14インチアルミホイール&155/65R14タイヤ
専用14インチアルミホイール&155/65R14タイヤ
15インチアルミホイール&165/55R15タイヤ
フロントスタビライザー、リヤスタビライザー（2WD車のみ）
［全車標準装備］ ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

寒冷地仕様

車種

シフォン シフォン カスタム

CVT CVT

L スマートアシスト G スマートアシスト R スマートアシスト R Limited 
スマートアシスト

RS Limited 
スマートアシスト
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オプションコード
右側パワースライドドア
LEDヘッドランプ
ナビアップグレードパック
SRSサイドエアバッグ
SRSカーテンエアバッグ
ブラックインテリアセレクション

ECACDCXCBCACJCHCGCFCCCBCACXCACXC

カスタム
RS Limited 
スマートアシスト

カスタム
R Limited 

スマートアシスト

カスタム
R

スマートアシスト
G スマートアシストL スマートアシストグレード

※

※

※

●ブラックインテリアセレクション
ブラック内装（シート表皮、ドアトリム）、エアベントグリルメッキノブ、センターエアベントグリルシルバーリング加飾、メッキインナードアハンドル、SRSサイドエアバッグ
※カスタムRS Limited スマートアシストはナビアップグレードパックとSRSカーテンエアバッグは同時選択できません。

＊スマートアシストⅢの使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注1：ドアアウターハンドルはボディカラーのブライトシルバー・メタリックと同色となります。
注2：ボディカラーのブラック・マイカメタリックを選択した場合、ボディ同色となります。
注3：植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
注4：国土交通省認可品です。
注5：盗難警報装置は、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
注6：オーディオスペースは、ワイドサイズ（200mm）対応となります。オーディオなどの取付の際は、別途取付部品が必要となる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
注7：ナビアップグレードパックは、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
注8：助手席テーブルモード時、シートスライド量は減少します。
注9：SRSカーテンエアバッグ選択時は、運転席にも格納式アシストグリップが装着されます。カスタムRS Limited スマートアシストはナビアップグレードパックとSRSカーテンエアバッグは同時選択できません。
注10：2WD車と4WD車では形状・容量（2WD車は15ℓ、4WD車は10ℓ）が異なります。

■タイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具が搭載されています。　■VDC＝ビークルダイナミクスコントロール　■ABS＝アンチロックブレーキシステム　■EBD＝電子制御制動力配分システム　
■シフォン/シフォン カスタムの4WDシステムはフルタイム4WDです。フルタイム4WDは、プロペラシャフトとリヤデファレンシャルとの間にビスカスカップリングを配置しており、路面状態や走行条件において前輪と後輪の回転差が
生じたときに必要な駆動力を後輪に伝えて4輪駆動とし、優れた走行性を発揮します。

■メーカー装着オプション組み合わせ表 標準装備 メーカー装着オプション ブラックインテリアセレクション


