
BODY COLOR

ライトブルー（M） 〈#K33〉 シャンパンシルバー（TM） 〈#KX6〉 レッド（M） 〈#AY0〉

シルバー（M）/ライトパープル（M） 〈#4V6〉
（特別塗装色）

ブルーイッシュグリーン（M）〈#FV2〉
（特別塗装色）

ライトベージュ 〈#E34〉

ライトブルー 〈#RCG〉 ライトイエロー 〈#EW2〉 ホワイト 〈#QV1〉

フロントウインドウ下面黒塗り

※内装色はGL、SV、SXはグレー〈K〉、幼児車はグレー/グリーン〈W〉と
　なります。
※組み合わせ表に掲載のない指定色塗装については、販売店にお問い合わせ
　ください。

■アクセントストライプ&黒塗りサッシュ組み合わせ

■ボディカラー組み合わせ

アクセントストライプ（#K33、#KX6、#4V6専用）

黒塗りサッシュ

※（M）はメタリック、（TM）はチタンメタリックの略です。※ボディカラーは表示環境の性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

C O LO R  VA R I AT I O NB O DY  VA R I AT I O N
選べる豊富なボディカラーをラインナップ。
お使いのシーンやお客さまのビジネスに対応する、豊富なボディカラーを取り揃えました。
さらにガラスオプションで、客室空間の快適性アップもはかれます。

●フロントウインドウ下面黒塗り付
特別塗装色
標準

#K33 #KX6 #AY0 #4V6 #FV2 #E34 #RCG #EW2 #QV1

GL

SV

SX

幼児車

● ● ●● ●

● ●● ●● ●●

メーカーオプション
標準

グレード

装備
アクセント
ストライプ

黒塗り
サッシュ

GL

SV 

SX

グレード別設定

グレード別設定

グレード別設定 グレード別設定

グレード別設定

グレード別設定

メーカーオプション

（注）折戸ドアガラスにはプライバシーガラスが装着されません。

ガラスオプション仕様

UVカット断熱グリーンガラス（オプション）

グリーンガラス＊2（標準装備）

UVカット断熱プライバシーガラス（標準装備）

SX 幼児車SVGL

■UVカット断熱グリーンガラス装着部位

UVカット断熱プライバシーガラス（オプション）＊1

グリーンガラス＊2（標準装備）

UVカット断熱プライバシーガラス（標準装備）

SX ＊1 GL、SVは標準装備。

＊2 フロントのグリーンガラスはスーパーUVカット機能付です。

■UVカット断熱プライバシーガラス装着部位

ロングボディ 標準ボディ ABS付車 スイングドア 折戸 ハイバック
リクライニング 幼児専用シート

＊ 冷蔵庫付車は、乗車定員が変更となる場合があります。
ハイバック固定

TB45E
ガソリン
エンジン

4速
AT

ロング
ボディ

客席シート形状

空調

客席ドア ［オート］ ［オート］

［スウェード調クロス］［スウェード調クロス］ ［ビニールレザー］ ［ビニールレザー］

オートエアコン

ー

ー

クーラー クーラー クーラー

5速
MT

TB45E
ガソリン
エンジン

4速
AT

標準
ボディ

5速
MT

［エアサス付車］GL SXSV 幼児車（大人＋幼児）

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS ABS ABS

ABS ABS ABS

29人

29人

29人

29人

29人

29人

26人

26人

26人 3＋41人

ABS

3＋39人

3＋41人

ABS

3＋39人26人

3＋51人

3＋51人

BODY VARIATION

定 員 定 員

／   　　［手動式］

＊



＊注意事項につきましては、キャビン・快適性ページのアラウンドビューモニターをご覧ください。　※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。

PHOTO ： ボディカラーはライトブルー（M）〈#K33〉。メーカーオプション装着車。
オートエアコン
（客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付）

エアサスペンションCD一体AM/FMラジオ
（デジタル時計［ON/OFF切替タイプ］
組込み、4スピーカー）

 ■室内レイアウト

■ロングボディ　29人乗り

はリクライニング付

PHOTO ： ボディカラーはライトブルー（M）〈#K33〉。メーカーオプション装着車。

バックビューモニター
（カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング
機能付）〈7インチ〉&ハイマウントストップランプ

静かで居心地の良い、ハイグレード仕様の“GL”。
高級装備を豊富に揃えて、快適な空間を演出します。

印象深い流麗なスタイルと高級な雰囲気に包まれる室内が魅力のシビリアン“GL”。

29人がゆったりできる広さと、上質なシート、乗り心地のよいエアサスペンションにより

静かで快適なドライブを楽しんでいただけます。

爽やかさをお届けするフルオートエアコンやUVカット断熱プライバシーガラスも装備しています。

■冷蔵庫付　ロングボディ　29人乗り

ナビゲーションシステム
（7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS
（FM多重）、ミュージックボックス、DVD/CD再生機
能、TVチューナー（地デジ12セグ、ワンセグ）、AM/FM
ラジオ）〈運転席スピーカー、バックビューモニター付〉

ナビゲーションシステム
（7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS（FM多重）、
ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー（地デ
ジ12セグ、ワンセグ）、AM/FMラジオ）〈運転席スピーカー、バッ
クビューモニター付〉&後席17.5インチワイドディスプレイ

 ■主なメーカーオプション

 ■主な標準装備（SVに加えて）

GL TB45Eガソリンエンジン〈4AT/5MT〉

［ オート式スイングドア ］［ オート式スイングドア ］

メーカーオプション装着車。

ルームラック 客席カップホルダー&マガジンラック アラウンドビューモニター＊
※（株）オートワークス京都扱いオプション。

ロングボディ｜オート式スイングドア



＊注意事項につきましては、キャビン・快適性ページのアラウンドビューモニターをご覧ください。　※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。

PHOTO ： ロングボディ。ボディカラーはライトベージュ〈#E34〉。メーカーオプション装着車。 オート式スイングドア フォグランプ（ヘッドランプ組込み）スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉（上部ぼかし付）、黒塗りサッシュ、
UVカット断熱プライバシーガラス（サイド）

客席ハイバックリクライニングシート&
ローバック補助席（スウェード調クロス）

■冷蔵庫付　ロングボディ　29人乗り ■標準ボディ　26人乗り ■冷蔵庫付　標準ボディ　25人乗り

広くて明るいインテリアと、上品で軽快なスタイルが魅力の“SV”。
上質装備をさらに充実して、プレミアム感を増しています。

GLと同様のリクライニングシートを採用して、座り心地を向上した室内に、

UVカット断熱プライバシーガラスやオート式スイングドアを備え、

上質なイメージをさらにアップした“SV”。

お客さまの送迎の多いホテルやレジャー施設をはじめ、多人数のご利用に最適です。

SV TB45Eガソリンエンジン〈4AT/5MT〉

PHOTO ： ロングボディ。

オートエアコン
（客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付）

■ロングボディ　29人乗り

［ オート式スイングドア ］ ［ オート式スイングドア ］ ［ オート式スイングドア ］ ［ オート式スイングドア ］
はリクライニング付

客席カップホルダー&マガジンラック アラウンドビューモニター＊
※（株）オートワークス京都扱いオプション。

標準ボディ｜オート式スイングドア ロングボディ｜オート式スイングドア

ナビゲーションシステム
（7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS
（FM多重）、ミュージックボックス、DVD/CD再生機
能、TVチューナー（地デジ12セグ、ワンセグ）、AM/FM
ラジオ）〈運転席スピーカー、バックビューモニター付〉

ナビゲーションシステム
（7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS（FM多重）、
ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー（地デ
ジ12セグ、ワンセグ）、AM/FMラジオ）〈運転席スピーカー、バッ
クビューモニター付〉&後席17.5インチワイドディスプレイ

 ■室内レイアウト

 ■主なメーカーオプション

 ■主な標準装備（SXに加えて）

PHOTO ： ロングボディ。ボディカラーはライトベージュ〈#E34〉。メーカーオプション装着車。
　　　　



※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。

PHOTO ： 標準ボディ スイングドア。ボディカラーはライトブルー〈#RCG〉。
AM/FMラジオ（外部入力端子、
デジタル時計表示、4スピーカー）

インストセンターグローブボックス 乗降口3段ステップ（折戸） 客席デジタル時計 リヤウインドウ熱線&リヤワイパー

■ロングボディ　29人乗り ■ロングボディ　29人乗り■標準ボディ　26人乗り ■標準ボディ　26人乗り

PHOTO ： 標準ボディ スイングドア。 ボディカラーはライトブルー〈#RCG〉。

PHOTO ： 標準ボディ スイングドア。

静かでパワフルな走りが、街でも郊外でも頼もしい“SX”。
広い室内と、多彩な便利装備。コストパフォーマンスも魅力です。

乗降口3段ステップを標準で装備し、乗り降りは実にスムーズ。

フォグランプを用意して、夜間や悪天候時の運転をより確実にします。

必要な装備を充実して快適さを向上した、頼もしいパートナー“SX”。

SX TB45Eガソリンエンジン〈4AT/5MT〉標準ボディ｜スイングドア 標準ボディ｜折戸 ロングボディ｜スイングドア ロングボディ｜折戸

 ■室内レイアウト

 ■主なメーカーオプション

 ■主な標準装備

バックビューモニター
（カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズ
クリーニング機能付）〈7インチ〉

オート式折戸・
アクセルセーフティロック付
※写真は当該車両とは異なります。

［ 折戸 ］ ［ 折戸 ］ ［ スイングドア ］ ［ スイングドア ］
はリクライニング付

スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉（上部ぼかし付）、黒塗りサッシュ、
UVカット断熱プライバシーガラス〈サイド〉

フォグランプ（ヘッドランプ組込み）



 ■室内レイアウト

 ■主なメーカーオプション

 ■主な標準装備

※装備紹介画像のボディカラーはホワイト〈#QV1〉です。　＊注意事項につきましては、キャビン・快適性ページのアラウンドビューモニターをご覧ください。　※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。

PHOTO ： ロングボディ大人3人幼児51人乗り。ボディカラーはライトイエロー〈#EW2〉。
運転席ガードバー 乗降扉セーフティウインドウ 乗降口3段ステップ 非常扉 プロテクター付ひじ掛け

（幼児席）
幼児用サイドウインドウ
（ストッパー付）

なかよし動物音楽隊乗降扉あいさつ板2連式インサイドミラー

AM/FMラジオ
（外部入力端子、デジタル
時計表示、4スピーカー）

オート式折戸・
アクセルセーフティロック付

■ロングボディ　大人3人幼児51人乗り ■標準ボディ　大人3人幼児39人乗り■標準ボディ　大人3人幼児41人乗り
シートレイアウトの変更も

承ります。

PHOTO ： ロングボディ大人3人幼児51人乗り。
　　　　　ボディカラーはライトイエロー〈#EW2〉。

PHOTO： 標準ボディ大人3人幼児39人乗り。ボディカラーはホワイト〈#QV1〉。
メーカーオプション装着車。

毎朝、毎夕、園児の笑顔が広がる、シビリアン幼児車。
細やかな配慮にあふれた装備などで、安心して送迎が行えます。

多くのお子さまを、安全に快適に送迎できるよう、

シビリアンの幼児車には様々な工夫と配慮がなされています。

ストッパー付のサイドウインドウやプロテクター付ひじ掛け、

広い開口部の非常扉などを採用。

大切な園児たちに気持ち良く乗っていただける、優しいつくりのバスです。

幼児車 TB45Eガソリンエンジン〈4AT/5MT〉

アラウンドビューモニター＊

はリクライニング付

※（株）オートワークス京都扱いオプション。

［ 折戸 ］ ［ 折戸 ］ ［ 折戸 ］

標準ボディ｜折戸 ロングボディ｜折戸

ナビゲーションシステム
（7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS（FM多重）、
ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー（地デ
ジ12セグ、ワンセグ）、AM/FMラジオ）〈運転席スピーカー、バッ
クビューモニター付〉&後席17.5インチワイドディスプレイ

幼児用シートのシートバック後面にクッション

を設定し、さらにシートバックを高くすること

で、万が一の際の安全性に配慮しました。

助手席側最前列のシート等前列シートバック

が無い幼児用シートには、前面にプロテクター

を設定し、同様に安全性に配慮しております。

「幼児専用車の車両安全性向上の
ためのガイドライン＊」に対応。

＊2013年3月に車両安全対策検討会で取りまとめ、国土交通省へ報告したガイドライン。

乗降口後最前列シート用
プロテクター

シートバック後面クッション




