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VB
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

936,000円　
消費税抜き価格 866,667円

2WD［5MT］
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,028,571円　
消費税抜き価格  952,381円

2WD［5MT］
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,090,286円　
消費税抜き価格  1,009,524円

2WD［4AT］
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,176,325円　
消費税抜き価格  1,089,190円

AWD［5MT］
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,238,040円　
消費税抜き価格  1,146,333円

AWD［4AT］
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

997,725円　
消費税抜き価格 923,819円

2WD［4AT］
メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,083,754円　
消費税抜き価格 1,003,476円

AWD［5MT］

1,032,326円　
消費税抜き価格 955,857円

2WD［4AT］

1,166,040円　
消費税抜き価格 1,079,667円

AWD［4AT］

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

1,145,469円　
消費税抜き価格 1,060,619円

AWD［4AT］

PHOTO：VB（2WD・5MT）　ホワイトⅢ PHOTO：トランスポーター（2WD・5MT）　ブライトシルバー・メタリック

PHOTO：VBクリーン（2WD・4AT）　ホワイトⅢ

ホワイトⅢ

■メーカー希望小売価格（消費税8%込）

B O D Y  C O L O R

基本性能しっかり。
仕事のプロを支える、
頼れる一台。

よりクリーンに。環境にやさしいエンジンを搭載し、2WD車はエコカー減税対象。

660cc DOHC

660cc DOHC

2WD車寒冷地仕様は14,040円高（消費税8%込） 2WD車寒冷地仕様は14,040円高（消費税8%込）

VBクリーン

トランスポーター

ブラック・マイカメタリック 

ブライトシルバー・メタリック 

ホワイトⅢ

B O D Y  C O L O R

仕事がますますはかどる、
快適・便利装備が満載。

660cc DOHC

■集中ドアロック　■フューエルリッドオープナー　■プリントレザーシート　■シートスライド&リクライニング（運転席&助手席）　■助手席前倒し機構　
■カーゴルームランプ　■デュアルSRSエアバッグ　■ミスト付2速フロントワイパー（間欠付）　■リヤワイパー&ウォッシャー　■熱線プリントリヤデフォッガー

■集中ドアロック　■フューエルリッドオープナー　■フルファブリックシート　■シートスライド&リクライニング（運転席&助手席）　■助手席前倒し機構　
■フロントドア&スライドドアトリム　■ルームランプ（フロント）　■カーゴルームランプ　■デュアルSRSエアバッグ　
■ミスト付2速フロントワイパー（間欠付）　■リヤワイパー&ウォッシャー　■熱線プリントリヤデフォッガー

エアコン パワーステアリング
作動イメージ 作動イメージ 写真はアクセスキー

エアコン パワーステアリングAM/FM電子チューナー
オーディオ

AM/FM電子チューナー
オーディオ

電波式リモコンドアロック

パワーウインドゥ（フロントドア）オーバーヘッドシェルフ アームレスト一体ドアポケット

ルームランプ（フロント） ドアアッパーガーニッシュ
（フロントドア）

ハイマウントストップランプ

ハイマウントストップランプ

主な標準装備 主な標準装備

UVカット機能付濃色ガラス
（スライドドア・リヤクォーター・
リヤゲート）

LINE UP

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。 ●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。 ●価格にはオプションは含まれておりません。 ●リサイクル料金、税金（消費税を除く）、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 ●撮影用の小物は商品には含まれません。
   この仕様はお断りなく変更する場合があります。 ●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
●環境対応車普及促進税制について　新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます（自動車取得税は平成27年4月1日～平成29年3月31日、自動車重量税は平成27年5月1日～平成29年4月30日登録分ま
で）。詳しくは販売店にお問い合わせください。

2WD車
エコカー減税対象

2WD車

重量税25%
取得税20%
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分離式ヘッドレスト

助手席シートスライド
120mm&リクライニング

ブラックシート（撥水加工）

170mm&リクライニング
スライドなし&リクライニング

助手席前倒し機構
分割乗用タイプ

リヤシートタイプ
ベンチタイプ

水平格納式リヤシート

シート材質

成形天井

ドアアッパーガーニッシュ

フロントドア&スライドドアトリム（パッドウェルダー）

デッキサイドトリム
ブラック

フロアマット（フロント/リヤ/カーゴルーム） 注5
フロントドアアームレスト
ドアポケット（運転席&助手席）
オーバーヘッドシェルフ
インパネセンターポケット（1DIN）

助手席シートバックポケット
リヤクォーターポケット（左右）

乗降用グリップ

アシストグリップ

ルームランプ（全ドア&リヤゲート連動） 注3

カーゴルームランプ（全ドア&リヤゲート連動）

ユースフルホール（カーゴルームサイド4個）
リヤゲートストラップバンド

［全車標準装備］　●シフトアッパーポケット　●シフトサイドポケット　●コンソールトレイ　●ショッピングフック　●灰皿　●ペンホルダー　●カードホルダー　

12インチラジアルタイヤ
12インチフルホイールキャップ

デュアルSRSエアバッグ
4センサー4チャンネルABS（EBD付）
リヤ3点式ELRシートベルト
寒冷地仕様

［全車標準装備］　●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　●クラッチスタートシステム（MT車）

車種

メーカー装着オプション ブラックインテリアパック＊　＊メーカー装着オプション標準装備

VB 2シーター

5MT／4AT
5MT／4AT

VCターボ

5MT／4AT
5MT／4AT

VC

5MT／4AT
5MT／4AT

トランスポーター

5MT／4AT
5MT／4AT

VBクリーン

4AT
4AT

VB

フロントフロント&リヤフロント&リヤフロント&リヤフロントフロント

オーナメント付オーナメント付

AWD車 AWD車

フロントドア・
スライドドア ※1

フロントドア・
スライドドアフロントドア フロントドア

プリントレザーVC専用
フルファブリック

VC専用
フルファブリックフルファブリック フルファブリック フルファブリックプリントレザープリントレザー

フロント&リヤ ※1フロント&リヤ フロント フロント

オートロック付オートロック付 オートロック付
※2

※2

※1
フロントドア・
スライドドア ※1

フロントドア・
スライドドアフロントドア

シート柄プリント
レザー織込み

シート柄プリント
レザー織込み

※1

※2

ビニール ビニールニードルパンチ ※2ニードルパンチビニールビニールビニール

※1

運転席&助手席運転席&助手席
&後席左 ※1

運転席&助手席
&後席左運転席&助手席運転席&助手席運転席&助手席

助手席

運転席&助手席

助手席助手席&後席左右助手席&後席左右助手席助手席助手席

8個4個4個
LED 注6LED 注6

8個8個8個

2WD車2WD車2WD車2WD車 AWD車

オープンデッキG

5MT／4AT
5MT／4AT

オープンデッキ

5MT／4AT
5MT／4AT

フロントフロント

ビニール

運転席&助手席

助手席

AWD車AWD車AWD車

5MT／4AT
5MT／4AT

2WD
AWD

車種

メーカー装着オプション ブラックインテリアパック＊　＊メーカー装着オプション標準装備

VB 2シーター

5MT／4AT
5MT／4AT

VCターボ

5MT／4AT
5MT／4AT

VC

5MT／4AT
5MT／4AT

トランスポーター

5MT／4AT
5MT／4AT

VBクリーン

4AT
4AT

VB オープンデッキG

5MT／4AT
5MT／4AT

オープンデッキ

5MT／4AT
5MT／4AT

5MT／4AT
5MT／4AT

2WD
AWD

ミスト付2速フロントワイパー（間欠付）
電動格納式カラードドアミラー
カラードリヤゲートハンドル　
カラードバンパー（フロント&リヤ）

リヤワイパー&ウォッシャー
UVカットガラス（フロント）
グリーンガラス（全面） 注1
UVカット機能付濃色ガラス
（スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート） 注2

2WD車、
AWD・MT車のみ

フロントウインドゥトップシェード
スプラッシュボード
熱線プリントリヤデフォッガー
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］
ハイマウントストップランプ

ウレタンステアリングホイール
インパネセンターシフト
ATセレクトインジケーター（AT車）
AWDインジケーター（AWD車）

油圧式パワーステアリング

パワーウインドゥ

アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック（ハザードランプ連動）
集中ドアロック（全ドア&リヤゲート連動） 注3
AM/FM電子チューナーオーディオ（スピーカー内蔵）
オーディオレス仕様（10cmフロント2スピーカー付）
マニュアルエアコン　
透過式照明付ヒーターコントロールパネル

タコメーター

リヤヒーター

カーゴルームフロア4個
ユースフルナット

カーゴルーム上部

センター
フロント

4センサー4チャンネルABS（EBD付）
UVカット機能付濃色ガラス

ビジネスパック
ブラックインテリアパック

VB VBクリーン トランスポーター VC VCターボ

VB 2シーター
■メーカー装着オプション組み合わせ表

グレード

オプションコード CX EX CX EX NX PG LX LK LX LE LK CX VX

メーカー装着オプション標準装備

※1の装備（下記）はセットで取り外しとなります。
●パワーウインドゥ（スライドドア）　●分離式ヘッドレスト（リヤ）　●成形天井　●ドアアッパーガーニッシュ（スライドドア）　●デッキサイドトリム　●リヤクォーターポケット（左右）　●乗降用グリップ（後席左）　
※2の装備が下記の装備にそれぞれ変更されます。
●助手席シートスライド（170mm）　●ベンチタイプリヤシート　●リヤ&カーゴルームマット（ビニール）　●カーゴルームランプ

ビジネスパック装着車について

●VB 2シーターのAWD・AT車、オープンデッキ、オープンデッキGにはメーカー装着オプションの設定はありません（寒冷地仕様を除く）。 ●寒冷地仕様の場合も、同じ組み合わせとなります。
注1：UVカット機能付濃色ガラス装着車はフロント・フロントドアガラスのみとなります。 注2：オープンデッキGはスライドドア・リヤガラスとなります。 注3：オープンデッキ、オープンデッキGは全ドア連動のみとなります。  
注4：オープンデッキ、オープンデッキGは運転席&助手席のみとなります。  注5：オープンデッキ、オープンデッキGはフロント/リヤ&荷台マットとなります。
注6：ベース車に標準装備されているルームランプ（センター）を取り外して、LEDカーゴルームランプが装着されます。
■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。 

2WD車、
AWD・
MT車のみ

シガーライター
イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー
ライト消し忘れウォーニングブザー
燃料残量ウォーニングランプ
運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ
ドアキーシリンダー（運転席&助手席&リヤゲート） 注4
フューエルリッドオープナー

デジタルツイントリップメーター

シルバーインパネ加飾

大型アンダートレイ（運転席&助手席）
カップホルダー（運転席&助手席）

大型グローブボックス
チケットホルダー（運転席）
サンバイザー（運転席&助手席）

運転席シートスライド（220mm）&リクライニング

EQUIPMENT
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