


作動イメージ

PHOTO：VB スマートアシスト（2WD・MT車）　ホワイトⅢ PHOTO：トランスポーター スマートアシスト（2WD・AT車）　ブライトシルバー・メタリック

ステレオカメラ

※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。

B O D Y  C O L O R S

よりクリーンに。環境にやさしいエンジンを搭載。

VBクリーン スマートアシスト

ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック

基本性能しっかり。
仕事のプロを支える、
頼れる一台。

仕事がますますはかどる、
快適・便利装備が満載。

■マニュアルエアコン（ダイヤル式）　■集中ドアロック　■シートスライド&リクライニング　■助手席前倒し機構
■デュアルSRSエアバッグ　■ABS（EBD付）　■リヤコンビランプ（LEDテール&ストップランプ）

プリントレザーシート 電動パワーステアリング AM/FMラジオ マルチユーティリティフック カーゴルームランプ フロントバンパー
サイドカバー

フルファブリックシート
（運転席&助手席撥水加工）

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）

ドアアッパーガーニッシュ
（フロントドア）

ドアポケット
（運転席&助手席）

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）

主な標準装備

660cc DOHC メーカー希望小売価格（消費税10%込）

PHOTO：VBクリーン スマートアシスト（2WD・AT車）　ブライトシルバー・メタリック

B O D Y  C O L O R S

■フロントドア&スライドドアトリム（パッドウェルダー）　■オーバーヘッドシェルフ

VBから追加・変更される主な標準装備

スマートアシストⅢ コーナーセンサー
（リヤ2個）

エマージェンシー
ストップシグナル

■フロントウインドゥトップシェード　■UV&IRカット機能付ガラス（フロントウインドゥ）　■VDC ●詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

トランスポーター スマートアシストの主な標準装備 （上記に加えて）

4WD車2WD車

トランスポーター トランスポーター スマートアシスト
660cc DOHC　メーカー希望小売価格（消費税10%込）

5MT 2WD

4AT 2WD

5MT セレクティブ4WD

4AT セレクティブ4WD

660cc DOHC　メーカー希望小売価格（消費税10%込）

5MT 2WD

4AT 2WD

5MT セレクティブ4WD

4AT セレクティブ4WD

VB VB スマートアシスト
660cc DOHC　メーカー希望小売価格（消費税10%込）

5MT 2WD

4AT 2WD

5MT セレクティブ4WD

4AT セレクティブ4WD

660cc DOHC　メーカー希望小売価格（消費税10%込）

5MT 2WD

4AT 2WD

5MT セレクティブ4WD

4AT セレクティブ4WD

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%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。

◆VB スマートアシストは上記に加えて、スマートアシストⅢ、コーナーセンサー（リヤ2個）、
   LEDハイ&ロービームランプなどが装備されます。詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

LEDハイ&ロービームランプ

消費税抜き価格 1,100,000円

消費税抜き価格 1,010,000円

消費税抜き価格 950,000円

消費税抜き価格 1,160,0 0 0円

消費税抜き価格 1,170,0 0 0円

消費税抜き価格 1,080,000円

消費税抜き価格 1,020,000円

消費税抜き価格 1,230,000円

消費税抜き価格 1,015,000円

消費税抜き価格 925,000円

消費税抜き価格 865,000円

消費税抜き価格 1,075,000円

消費税抜き価格 1,085,000円

消費税抜き価格 995,000円

消費税抜き価格 935,000円

消費税抜き価格 1,145,0 0 0円

1,210,000円　

1,276,000円　

1,045,000円　

1,111,000円　

1,287,000円　

1,353,000円　

1,122,000円　

1,188,000円　

1,116,500円　

1,182,500円　

951,500円　

1,017,500円　

1,193,500円　

1,259,500円　

1,028,500円　

1,094,500円　

4AT 2WD
1,144,000円
消費税抜き価格 1,040,000円

4AT セレクティブ4WD
1,281,500円
消費税抜き価格 1,165,000円
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仕事からレジャーまで
フルサポート。

パワフルに走る
ターボモデル。

■クリアリヤコンビランプ
■オーディオレス仕様
　（16cmフロント2スピーカー付）
■分離式ヘッドレスト（フロント&リヤ）
■分割乗用タイプリヤシート

VCターボ スマートアシスト ビジネスパック

作動イメージ

メーカー希望小売価格（消費税10%込）

5MT 2WD
1,302,400円
消費税抜き価格 1,184,000円

4AT 2WD
1,368,400円
消費税抜き価格 1,244,000円

5MT セレクティブ4WD
1,467,400円
消費税抜き価格 1,334,000円

4AT セレクティブ4WD
1,533,400円
消費税抜き価格 1,394,000円

VCターボ スマートアシスト
660cc DOHC TURBO　メーカー希望小売価格（消費税10%込）

5MT 2WD

4AT 2WD

5MT セレクティブ4WD

4AT セレクティブ4WD

VC スマートアシスト
660cc DOHC　メーカー希望小売価格（消費税10%込）

5MT 2WD

4AT 2WD

5MT セレクティブ4WD

4AT セレクティブ4WD

消費税抜き価格 1,390,000円

消費税抜き価格 1,300,000円

消費税抜き価格 1,240,000円

消費税抜き価格 1,450,000円

消費税抜き価格 1,250,000円

消費税抜き価格 1,160,000円

消費税抜き価格 1,100,000円

消費税抜き価格 1,310,000円

1,529,000円　

1,595,000円　

1,364,000円　

1,430,000円　

1,375,000円　

1,441,000円　

1,210,000円　

1,276,000円　

PHOTO：VC スマートアシスト（2WD・AT車）　ホワイトⅢ PHOTO：VCターボ スマートアシスト（2WD・AT車）　ミストブルー・マイカメタリック

＊11,000円高（消費税10％込）。

B O D Y  C O L O R S

カラーパックが選べます

VC用フルファブリック
シート（撥水加工）

電動格納式カラード
ドアミラー

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）

カラードドアアウターハンドル

カラードフロントバンパー
サイドカバー

トランスポーター スマートアシストから追加・変更される主な標準装備

カラーパック
個性にあわせて選べる多彩なカラー。

［VC スマートアシストにメーカー装着オプション、
VCターボ スマートアシスト＊1、オープンデッキ スマートアシストに標準装備］

＊1：ビジネスパック装着車は除く。　＊2：パール・ホワイトⅢは価格が異なります。　＊3：オープンデッキ スマートアシストへの設定はありません。

ブラック・
マイカメタリック

ライトローズ・
マイカメタリック

ミストブルー・
マイカメタリック＊3

ファインミント・
メタリック

パール・ホワイトⅢ

パール・ホワイトⅢ ＊ ファインミント・メタリック

ミストブルー・マイカメタリック ブラック・マイカメタリック

ライトローズ・マイカメタリック

B O D Y  C O L O R S

カラードドア
アウターハンドル＊

主な標準装備
■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）
●詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

カラードフロントバンパー
サイドカバー＊

LEDフォグランプ＊
＊ビジネスパック装着時は装備されません。

VC スマートアシストから追加・変更される主な標準装備

ビジネスパック
快適性も、積載力も。ひとつ上のビジネスへ。

［VCターボ スマートアシストにメーカー装着オプション］

＊2

ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック

B O D Y  C O L O R S
ホワイトⅢ

ブライトシルバー・メタリック

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%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。
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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

プリントレザー
フルファブリック（撥水加工） 注7
VC用フルファブリック
（撥水加工）

170mm&リクライニング

助手席前倒し機構

分割乗用タイプ
水平格納式
リヤシート

ベンチタイプ（オートロック付）

シート材質

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

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］
コーナーセンサー（リヤ2個）
VDC

ハイマウントストップランプ
エマージェンシーストップシグナル

リヤ3点式ELRシートベルト
寒冷地仕様

［全車標準装備］　●デュアルSRSエアバッグ　●ABS（EBD付）　●プリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト　
　　　　　　　　●ヒルホールドシステム（AT車のみ）　●クラッチスタートシステム（MT車のみ）

車種

メーカー装着オプション カラーパック（メーカー装着オプション）標準装備

VB 2シータートランスポーターVBクリーン
スマートアシスト

VC
スマートアシスト

VCターボ
スマートアシストVB

フロント フロント 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&リヤ

5MT / 4AT 4AT 5MT / 4AT5MT / 4AT 5MT / 4AT 4AT5MT / 4AT
5MT / 4AT

2WD
セレクティブ4WD 4AT 5MT / 4AT5MT / 4AT 5MT / 4AT 4AT5MT / 4AT

5MT / 4AT 4AT 5MT / 4AT5MT / 4AT 5MT / 4AT 4AT5MT / 4AT
5MT / 4AT

2WD
セレクティブ4WD 4AT 5MT / 4AT5MT / 4AT 5MT / 4AT 4AT5MT / 4AT

※1

※1

※2

六連星オーナメント付 六連星オーナメント付六連星オーナメント付

フロント&リヤ フロントフロント&リヤ ※2

※1

※1

※1

4WD車のみ 4WD車のみ
AT車のみAT車のみ AT車のみ

クリア クリア

フロントドア&
スライドドア ※2

フロントドア&
スライドドア

フロントドア&
スライドドア

フロントドア&
スライドドア

フロントドア

ビニールビニールビニール

運転席&助手席

助手席

運転席&助手席 運転席&助手席 運転席&助手席
運転席&助手席

&後席左
運転席&助手席

&後席左
運転席&助手席
&後席左 ※2

助手席 助手席 助手席助手席&後席左右 助手席&後席左右助手席&後席左右

8個

4WD車のみ 4WD車のみ 4WD車のみ 4WD車のみ

8個 8個 8個4個 4個

フロントドア&
スライドドア ※2

フロントドア&
スライドドア

フロントドア フロントドア
フロントドア&
スライドドア ※2

※2

※2

※2
フロントドア&
スライドドア

ニードルパンチ

LED LED ※1

ニードルパンチ ※1 ビニール
フロント：ニードルパンチ
／リヤ：ビニール

フロントドア

オープンデッキ
スマートアシスト

車種

メーカー装着オプション カラーパック（メーカー装着オプション）標準装備

VB 2シータートランスポーターVBクリーン
スマートアシスト

VC
スマートアシスト

VCターボ
スマートアシストVB

オープンデッキ
スマートアシスト

LEDフォグランプ（メッキベゼル付）

LEDハイ&ロービームランプ
［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）・
LEDクリアランスランプ付］

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］

フロントバンパーサイドカバー

ドアアウターハンドル

メッキフロントグリル

電動格納式カラードドアミラー

無塗装ブラック
カラード
無塗装ブラック
カラード

リバース連動リヤワイパー
UVカット機能付ガラス（フロントウインドゥ）
UV&IRカット機能付ガラス（フロントウインドゥ）
フロントウインドゥトップシェード
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１
スプラッシュボード
リヤウインドゥデフォッガー

リヤコンビランプ（LEDテール&ストップランプ）

純正ナビ・ドライブレコーダー・
リヤビューカメラ装着用プリワイヤーハーネス 注6

AM/FMラジオ（スピーカー内蔵）
オーディオレス仕様
（16cmフロント2スピーカー付） 注5

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
リヤヒーター
AC100V電源

ウレタンステアリングホイール

■メーカー装着オプション組み合わせ表 メーカー装着オプション標準装備
ビジネスパック装着車について

外
装
・
視
界

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）

サイドシルプレート

デッキサイドトリム

フロントドアアームレスト

フロアマット（フロント/リヤ/カーゴルーム）注8

フロントピラーガーニッシュ
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）

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2

ユースフルナット

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）

［全車標準装備］　●サンバイザー（運転席&助手席）　●チケットホルダー（運転席）　●大型グローブボックス　●助手席トレイ&センタートレイ　●運転席ロアポケット
●カップホルダー（運転席&助手席）　●カードホルダー　●ペンホルダー　●コンソールトレイ　●マルチユーティリティフック　

カーゴルームフロア4個
荷台サイド4個

リヤゲートストラップバンド

カーゴルーム上部

内
装

足
回
り

安
全
装
備

操
作
性
・
計
器
盤
・
警
告
灯

オ
ー
デ
ィ
オ

シ
ー
ト

LEDフォグランプ
カラーパック

AC100V電源
ビジネスパック

トランスポーター 
スマートアシスト（AT車）

VC  スマートアシスト VCターボ スマートアシストグレード

オプションコード
AT車のみ AT車のみ

［ ］内は4WD車（寒冷地仕様付）のオプションコード

●VB、VB スマートアシスト、VBクリーン スマートアシスト、トランス
ポーター、トランスポーター スマートアシスト（MT車）、VB 2シーター、
VB 2シーター スマートアシスト、オープンデッキ スマートアシストには
メーカー装着オプションの設定はありません。

注9

■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：オープンデッキ スマートアシストはスライドドア・リヤガラスとなります。
注2：オープンデッキ スマートアシストは全ドア連動のみとなります。
注3：「航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告」はスマートアシスト車のみ表示されます。
注4：オープンデッキ スマートアシストは運転席&助手席のみとなります。
注5：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6：オープンデッキ スマートアシストは純正ナビ・ドライブレコーダー装着用プリワイヤーハーネスのみとなり、リヤビューカメラ装着用プリワイヤーハーネスは装備されません。また、純正ナビ・ドライブレコーダー・
　　リヤビューカメラはディーラー装着オプションです。
注7：運転席&助手席と後席のシート表皮は異なります（撥水加工は運転席&助手席のみ）。
注8：オープンデッキ スマートアシストはフロント/リヤのみとなります。
注9：寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、以下の装備を適した仕様に変更しています［エンジン冷却水、反転機構付フロントワイパー、フロントフード隙間詰め、リヤヒーター（VB 2シーター、
　　VB 2シーター スマートアシスト、オープンデッキ スマートアシストにはリヤヒーターは装着されません）］。

■スペアタイヤはテンポラリースペアタイヤ（応急用スペアタイヤ）です。オープンデッキ スマートアシストは標準タイヤとなります。
■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

●カラーパック：カラードフロントバンパーサイドカバー、
カラードドアアウターハンドル

XH［XC］ EH［EC］ XH［XC］ JH［JC］ KH［KC］ BH［BC］ JH［JC］ KH［KC］

※1の装備が下記の装備にそれぞれ変更されます。
●フロントバンパーサイドカバー 「カラード」→「無塗装ブラック」　●ドアアウターハンドル 「カラード」→「無塗装ブラック」
●助手席シートスライド 「120mm」→「170mm」　●リヤシート 「分割乗用タイプ（撥水加工）」→「ベンチタイプ（オートロック付、撥水加工なし）」　●リヤ&カーゴルームマット 「ニードルパンチ」→「ビニール」
●「LEDカーゴルームランプ」→「カーゴルームランプ」

※2の装備（下記）はセットで取り外しとなります。
●LEDフォグランプ（メッキベゼル付）　●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）　●センターピラーアッパーガーニッシュ
●クォーターピラーガーニッシュ　●デッキサイドトリム　●サイドシルプレート（スライドドア）　●リヤクォーターポケット（左右）　●乗降用グリップ（後席左）　

スマート
アシスト

スマート
アシスト

スマート
アシスト

［全車標準装備］　●カラードバンパー（フロント&リヤ）　●カラードリヤゲートハンドル　●車速感応式フロント間けつワイパー　●グリーンガラス（フロントウインドゥ・フロントドア）
●ヘッドランプ自動消灯システム

［全車標準装備］　●電動パワーステアリング　●インパネセンターシフト　●ATセレクトインジケーター（AT車のみ）　●4WDインジケーター（4WD車のみ）
●集中ドアロック（全ドア&リヤゲート連動） 注2　●マニュアルエアコン（ダイヤル式）　●クリーンエアフィルター
●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〉 注3
●アクセサリーソケット（12V）　●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&ブザー　●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　●方向指示器のワンタッチ機能

運転席シートスライド（220mm）&リクライニング

スマート
アシスト

スマート
アシスト

スマート
アシスト

成形天井

乗降用グリップ

リヤクォーターポケット（左右）
助手席シートバックポケット
バニティミラー（運転席）

EQUIPMENT
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