
みんな乗れた！

フレキシブルな使いやすさが、シエンタらしさ。7人乗り（3列シート）

Photo：Z（ハイブリッド・2WD・7人乗り）。ボディカラーはアーバンカーキ〈6X3〉。内装色のカーキ（ファンツールパッケージ）はメーカーパッケージオプション（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックに
なります）。オプション装着車。 ■写真は合成です。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカット
モデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 

仕様により生産時期が異なります。詳しくはカタログをご覧いただくか、販売店におたずねください。



スペースできた！

5人乗り（2列シート） アソビの可能性がもっと広がる。

Photo：G（ガソリン・5人乗り）。ボディカラーはベージュ〈4V6〉。内装色はブラック。オプション装着車。 ■写真は合成です。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

仕様により生産時期が異なります。詳しくはカタログをご覧いただくか、販売店におたずねください。



ぜんぶ運べた！

■写真はサードシートアレンジモード時。
■写真はZ（ハイブリッド・2WD）。オプション装着車。

＊1.荷室中央部付近 ＊2.E-Fourの場合は525mmとなります。 Photo：Z（ハイブリッド・2WD・7人乗り）。ボディ
カラーはアーバンカーキ〈6X3〉。内装色のカーキ（ファンツールパッケージ）はメーカーパッケージオプション（ご注
文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。オプション装着車。 ■写真は合成です。 ■セン
ター席に座る場合は、必ず左右席の位置をそろえて乗車してください。 ■写真の自転車のサイズは27インチ相当。 
■自転車や小物類は大きさや形状によって積載できない場合やご注意いただきたい項目があります。詳しくは販
売店にてご確認ください。 ■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項
目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 
■数値は社内測定値。測定箇所により数値は異なります。 

大きな荷物も積み込みしやすい。

十分な高さと横幅のあるスクエアなバックドア開口と低床なラゲージ。
セカンドシート・サードシート格納時には自転車などの大きな荷物を
積載でき、積み降ろしもスムーズです。

▶ゆとりの開口と低床なラゲージ（7人乗り）

mm

7人乗り（3列シート）

開口部高さ
1,070mm

荷室幅 1,265mm

荷室フロア高 505mm＊2

荷室高＊1
1,105mm

仕様により生産時期が異なります。詳しくはカタログをご覧いただくか、販売店におたずねください。



ゆとりができた！
お子さまにも、
乗り降りしやすい高さ。

地上から３３０mm＊１の低い乗り込み口は、段差もなくフラット。
お子さまやご年配の方も安心して乗り降りできます。

＊1. 2WD車の数値。E-Fourは350mm。 ＊2. 2022年8月現在。トヨタ自動車（株）調べ。 ■数値は社内測定値。測定箇所により数値は異なります。 ■写真はオプション装着車。 

▶低床＆フラットフロア

足元にも頭上にも、開放感を。

コンパクトミニバントップレベル＊2の前後席間距離を確保することで、大き
めの買い物カゴを置けるほどの広いスペースを実現しました。また、頭上
スペースにもゆとりがあるので、開放感のある空間となっています。

▶ゆとりの2列目スペース

乗り込み高さ 330mm

Photo（下）：Z（ハイブリッド・2WD・7人乗り）。ボディカラーはアーバンカーキ〈6X3〉。内装色のカーキ（ファンツールパッケージ）はメーカーパッケージオプション（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。
オプション装着車。 ■写真は販売店装着オプションのジュニアシート装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は合成です。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

仕様により生産時期が異なります。詳しくはカタログをご覧いただくか、販売店におたずねください。



楽に乗り降りできた！
細やかな気配りで乗り降りをサポート。

センターピラー下側に指のかかりやすい形状を設け、セカンドシートへの
お子さまの安全な乗り降りをサポート。また、フロントドアのプルハンドル
を高い位置に配置し、ドアトリム自体にグリップ形状を織り込んだデザイ
ンを採用することで、ドア開閉の一連の動作をスムーズに行えます。

▶乗降用リヤアシストグリップ
▶フロントドア プルハンドル&グリップ

フロントドア
プルハンドル＆グリップ

乗降用リヤアシストグリップ

Photo（上）：Z（ハイブリッド・2WD・7人乗り）。ボディカラーはアーバンカーキ〈6X3〉。内装色のカーキ（ファンツールパッケージ）はメーカーパッケージオプション（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。
オプション装着車。 ■写真は合成です。
＊挟まれる物の形状や挟まれ方によっては、挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。 ■ハンズフリーパワースライドドアは、電子キーが作動範囲内にあるとき、次のような状況で意図せず作動するお
それがあります。誤作動を防ぐために、電子キーが作動範囲内に入らないようにするか、パワースライドドアメインスイッチをOFF、またはハンズフリーパワースライドドアの作動をOFFにしてください。 ●洗車や大雨などでキックセンサーに
大量の水がかかっているとき ●フロントドアハンドル下側の床下奥の汚れを拭き取る動作をしたとき ●キックセンサーの下のものを取る動作をしたとき ●スライドドアのステップ部に腰かけて、足を動かしたとき ●キックセンサーの
近くでアクセサリー用品やカーカバーの着脱作業をしたとき など 

両手がふさがっているときに便利。

スマートキーを持っていれば、フロントドアハンドル下側の床下奥の
センサー部に足先を出し入れするだけでスライドドアが自動で開閉。
両手がふさがっているときなどに便利です。

［Zに標準装備、Gにメーカーオプション］

▶ハンズフリーデュアルパワースライドドア
　（挟み込み防止機能＊付）

仕様により生産時期が異なります。詳しくはカタログをご覧いただくか、販売店におたずねください。

■写真はオプション装着車。



■写真はフラットラゲージモード（最大2名乗車）。　■写真の自転車のサイズは26インチ。　■写真はG（ガソリン）。オプション装着車。

■写真はフラットラゲージモード（最大2名乗車）。 ■写真の自転車のサイズは大型自転車は27インチ相当、小型自転車は20インチ。 
■写真はZ（ハイブリッド・2WD）。オプション装着車。

■写真はサードシートアレンジモード（最大5名乗車）。 ■写真はZ（ハイブリッド・2WD）。オプション装着車。

いろいろ使えた！

2
列
シ
ー
ト
車

サードシートを簡単に格納。

サードシートは、背もたれを倒しロックを解除して前へ送り込めばセカンドシートの
下にすっきり格納できます。

▶5:5分割サードシート ダイブイン機構

簡単な操作でセカンドシートを折りたたみ。

セカンドシートは、前方へ回転させながら折りたたむことができます。

▶5:5分割セカンドシート タンブル機構

シンプルな操作で、セカンドシートを前倒し。

肩口のレバーを引き、背もたれを前方に倒すことでシートを簡単に格納できます。

▶6:4分割セカンドシート チルトダウン機構

■センター席に座る場合は、必ず左右席の位置をそろえて乗車してください。 ■自転車や小物類は大きさや形状によって積載できない場合やご注意いただきたい項目があります。詳しくは販売店にてご確認ください。 ■標準状態以外のシート
アレンジにすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
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仕様により生産時期が異なります。詳しくはカタログをご覧いただくか、販売店におたずねください。



あちこちに収納できた！
手の届くところに、使う人の目線に合わせた収納スペース。

シフトサイドポケット

助手席オープントレイ
※ゴムバンドは付属していません。

運転席アームレストフック
［Zに標準装備］

カップホルダー＆小物入れ
（運転席・助手席）

運転席アッパーボックス

デッキサイドボトルホルダー＆
スマホホルダー（両側）

運転席シートバック
スマホポケット（2個）

［Z、Gに標準装備。Xにメーカーオプション］

回転式買い物フック

■写真はZ（ハイブリッド・2WD・7人乗り）。オプション装着車。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■USB端子を安全にお使いいただく上での注意事項 ●充電ケーブルなどがシフトレバー
に引っかからないことを確認してください。 ●充電ケーブルなどをシフトレバーに巻き付けないでください。

仕様により生産時期が異なります。詳しくはカタログをご覧いただくか、販売店におたずねください。



OUTDOOR with SIENTA

Recommended Accessories

 3年間
6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

＊バックドアアクセントモールの色は、ブラックのみとなります。
　　　は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’22年8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おりますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■装着用品･
パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社 ■　　　 のない商品は、全車型に適用です。

　

ブラック〈FBJU〉、山吹イエロー〈FBKU〉、サテンシルバー〈FBLU〉、グレー〈FBMU〉

サイドエンブレム（※写真は山吹イエロー）003 バックドアアクセントモール＊005

sientaギアセット＊004 ＋ のセット003 005

［お得なセット価格］
30,800円（消費税込み）▶27,500円（消費税抜き25,000円） 0.7H

0.0H

設定



OUTDOOR with SIENTA

Recommended Accessories

　　　は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜（消費税10%込み）’22年8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おりますので、詳しくは各販売店に
おたずねください。 ■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント ■　　　のない商品は、全車型に適用です。

0.0H

 1年間
2万km保証

 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（株）トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの取り扱い商品です。  

バックドアを開けて使用します。衣類やランタンをかけることができる
ラック。ブラックアルマイト処理を施すことでアウトドアシーンに合う
カジュアルな空間を演出します。

ラゲージボードを木目調にすることで、華やかさを創出。また、水や
泥汚れなどをサッと拭くことができる機能性も持ち合わせています。

27,500円（消費税抜き25,000円）　　 〈WE61〉22,000円（消費税抜き20,000円）　　 〈WE43〉

耐荷重：約2kg

1.0H 1.0H

バックドアラック322 ラゲージウッドデッキ（木目調）325

 

材質：メラミン化粧板
 　　 2列シート車、除くラゲージソフトトレイ（ラゲージ部 2列シート車用）　 、
ラゲージトレイ（2列シート車用）　   付車013

012設定   

 　　 除くラゲージソフトトレイ（ラゲージ部 2列シート車用、
ラゲージ部 3列シート車用 ）　   、ラゲージトレイ　    付車012 013

設定   

設定



Recommended Accessories

 3年間
6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

　　　は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’22年8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おりますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■装着用品･
パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社 ■　　　 のない商品は、全車型に適用です。

＊1.システムバー、ラゲージマルチネット、ラゲージアッパーボードは、それぞれ単品でもご購入いただけますので、販売店にお問い合
わせください。 ＊2.ラゲージアッパーボードに荷物を載せて走行する場合は、必ずラゲージマルチネットをご使用ください。 ＊3.写真は
ネット全面使用時/2列シート車のみ。 ＊4.写真は2列シート車用。

設定

ラゲージソフトトレイ
（ラゲージ部）＊4

ラゲージアッパー
ボード＊1＊2

ユーティリティフック（4個）

システムバー（2本）＊１ ラゲージマルチネット
（1セット）＊１＊3

ユーティリティホールに取り付けるフックをはじめ、荷室を仕切って荷物を固定
できるシステムバー、荷崩れ防止に役立つネット、荷室を上下に仕切るボード、
濡れた荷物や汚れ物も気にせず収納できるソフトトレイと、ラゲージの有効活用
に役立つアイテムがすべて揃ったおすすめセットです。

FAMILY with SIENTA

012

　 
2列シート車用〈CKGU〉
3列シート車用〈CKHU〉

 

0.8H

sienta FUN×FUNラゲージセット＊1＊2008

0.0H

［お得な価格］
55,000円（消費税込み）▶
49,500円（消費税抜き45,000円）



Recommended Accessories

FAMILY with SIENTA

 3年間
6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

＊1.トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィッティングに配慮した専用設計となっています。 ＊2. SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグが全車標準装備のため、SRSサイドエアバッグ
対応純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。 ＊3. 2本分（運転席側・助手席側）となります。
＊4.運転席アームレストフック付車の場合、フックに掛けられる物の大きさが制限される可能性があります。
　　　は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’22年8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おりますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■装着用品･
パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社 ■　　　 のない商品は、全車型に適用です。

機能的なポケットが充実したシートカバー、ドアポケットの小物類の転倒防止用のドアトリムベルト、収納力抜群のコンソールボックスと、
「収納」を焦点に開発された3点セット。シエンタの室内空間にマッチした色使いにも注目です。

　

〈CKJU〉

FUN×FUNシートカバー
（フロマージュ）＊1

ドアトリムベルト＊3 コンソールボックス＊4016 017 018

sienta FUN×FUNインテリアセット015 ＋ ＋ のセット016 017 018

［お得なセット価格］
97,460円（消費税込み）▶92,400円（消費税抜き84,000円） 1.9H

 　　 除くシートバックテーブル（アシストグリップ付）付車設定   

0.0H

設定

1列目（背面）

SRS SIDE AIRBAG対応＊2




