デリカD:5 ROADEST

ROYAL TOURING

■ 主要装備

★：特長装備 ◉：ローデスト専用装備 ●：標準装備 ▲：メーカーオプション

ROADEST ROYAL TOURING 7人乗り 特長装備 （ベース車はROADEST D-Power package 8人乗りとなります。）
★ ①本 革シート ( 運転席パワーシート+ 運転席・助手席シートヒーター+バンジーコード)＊1

★②キャプテンシート＜セカンドシート＞
（リクライニング＆リラックスモード、
アームレスト、運転席側・助手席側ともにウォークイン機構、
チップアップ機構）
★③7インチ

WVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS]＊2 [地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、
CD/DVD、
AM/FMラジオ、MP3/WMA再生対応、
ミュージックサーバー、ボイスコマンド機能(音声操作)、
マルチアラウンドモニター(ノーズビュー&サイドビュー&

USB入力対応) ★ ④ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム
（DTS Neural Surround TM 、
リヤビュー)] +TVアンテナ+ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチ+リンクシステム＊3 (Bluetooth®通信対応ハンズフリー&オーディオ機能、
＊2 ★⑤後席 9インチワイド液晶ディスプレイ(リモコン付)+音声・映像入力RCA端子＊2 ★⑥225/55 R18タイヤ(マッド＆スノー)＋アルミホイール(スパッタリング仕様 ) ★ ⑦エレクトリックテールゲート
12スピーカー）
（電動開閉機構、イージークロー
ザー機構、
セーフティ機構付） ▲ MMCS等非装備＊2

ROADEST 専用装備
◉専用フロントメッキグリル ◉専用フロントエアロバンパー ◉専用ドアエアロガーニッシュ ◉専用リアエアダム ◉専用フォグ(メッキベゼル付) ◉ 専用マフラーカッター ◉専用エンブレム(フロント/リヤ) ◉ 専用メッキリヤガーニッシュ(クリアタイ
プ) ◉アウタードアハンドル
（メッキ）◉ウインカー付電動格納式リモコンドアミラー
（メッキ）◉ルーフビームガーニッシュ(ブルー天井照明) ◉アッパーグローブボックス(ピアノブラック) ◉ドライブモードセレクター
（ダイヤル式、
メッキリング）

エクステリア
● 樹脂フェンダー ●ディスチャージヘッドライト
（ロービーム、
光 軸自動調整機構付）●ガラスアンテナ ●フロントウインドシールドシェードバンド ●プライバシーガラス
（UVカット機能付、
リヤドア／リヤクォーター／テールゲート）●UVカットガ
ラス
（フロントウインドシールド／フロントドア）●ドアサッシュ
（ブラック）

インパネまわり
●ハイコントラストメーター
（常時照明点灯タイプ）●マルチインフォメーションディスプレイ
（カラー液晶、
トリップメーター、
オドメーター、
外気温計、平均燃費、走行距離、
ドライブモードインジケーター<4WD>、
メンテナンス表示 ）●ステアリングホイール( 本革
巻) ●インパネシフト ●パドルシフト
（マグネシウム合金製）●シフトレバー
（本革巻）●タコメーター ●シフトポジションインジケーター

シート仕様
＜フロントシート＞ ● 運転席ハイトアジャスター ●角度調節式アームレスト ●シートバックポケット
（助手席）
＜サードシート＞ ● 5: 5 分割ベンチシート（ 横 跳ね上げ式 、ロングスライド機 構）●アームレスト x 2（トリム）
＜全席＞ ●フラットシートアレンジ（フロント〜セカンド、
セカンド〜サード）

インテリア
● 脱臭機能付クリーンエアフィルター ●フルオートエアコン
（メッキリング）●リヤマニュアルクーラー ●リラックスルームイルミネーション ( LED間接照明 :インパネロア/フロアコンソール）●ボトルホルダー
（フロントドアx 2、リヤドアx 2）●カップホル
ダー
（インパネセンターx1、
フロアコンソールx4、
クォータートリムx4）●インナードアハンドル
（フロント、
メッキ）● チャイルドグリップ
（リヤ）●マルチユースフック
（ベルトラインフックx6、
テールゲートフックx4、
ルーフビームフックx4）●ラゲッジサイドボックス ● AC
●アクセサリーソケット (DC12V、
インパネロア、
リヤクォーター) ●スライドドアステップランプ ●サンバイザー(運転席/助手席、
バニティミラー) ●防眩ルームミラー ●ドアコーテシランプ(フロント) ●格納式アシストグリップ×5
（SRSカーテンエアバッグ
選択時×6）●乗降用グリップ(フロント/リヤ) ● ルームランプ(フロント、大型) ●パーソナルランプ(2列目) ●カーゴランプ ●ラゲッジルームランプ ●ラゲッジフック×6 ●コンビニフック(運転席) ●テールゲートインナーグリップ ●ドアポケット ●ロ
アグローブボックス ●インパネロアボックス ●インパネサイドポケット ●インパネセンターアクセサリーボックス ●フロントドアアッパーポケット ●フロアコンソールボックス

安全関連装備
●アクティブスタビリティコントロール
（ASC）●アクティブコーナリングライト
（ACL）
後退時連動機能付 ● 運転席＆助手席SRSエアバッグ ●運転席SRSニーエアバッグ ●ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー＊4
（セカンドシート左右席、
テザー
アンカー付）
● 歩行者保護対応ボディ ●ABS（EBD・ブレーキアシスト付）●ヒルスタートアシスト
（Hill Start Assist）●エマージェンシーストップシグナルシステム
（Emergency Stop signal System）●衝突安全強化ボディ
（RISE）●ハイマウントストップランプ
●フロントアジャスタブルシートベルトアンカー ●フロント3点式ELR付シートベルト
（フォースリミッター＆プリテンショナー機構付）●セカンドシート3点式ELR付シートベルト
（2名分）●サードシート3点式ELR付シートベルト
（3名分）● チャイルドプロテクション ● 頭
部衝撃緩和インテリア
メーカーオプション

▲ SRSカーテンエアバッグ［ 価格 86,400 円（消費税抜価格 80,000 円）消費税率 8％ ］

機能装備
●運転席側／助手席側ワンタッチ電動スライドドア
（電動開閉機構、
イージークローザー機構、
セーフティ機構）●キーレスオペレーションシステム＊5（キーレスオペレーションキー2個付）●マルチモードキーレスエントリーシステム（ドアミラー開閉、アン
サーバック、自動ロック付）●ビルトインETCユニット＊6 ●イモビライザー
（ 国土交通省認可品 ）●セキュリティアラーム＊7（盗難発生警報装置、国土交通省認可品）●クルーズコントロール ●オートライトコントロール ●インテリジェントウォッ
＊8 ● 寒冷 地仕様［ヒーテッドドアミラー、
シャー ●ウェルカムライト ●カミングホームライト ● スタートアップヒーター
（フロント）
サードシートヒーターダクト、スタートアップヒーター(リヤ)＊8 ］ ●ヘッドライトオートカット ●インテリアランプオー

トカット ●コンフォートフラッシャー ● ACC電源オートカット機 能 ● 可変間欠ワイパー
（フロント、車速感応タイプ）● 間欠ワイパー（リヤ、
リバース連動機能付）●スペアタイヤ
（応急用）●チルトステアリング ●リヤデフォッガー ●フロント
／スライドドアパワーウインドウ
（運転席セーフティ機構付）●センタードアロック
（テールゲート含む）●足踏み式パーキングブレーキ ●ツール＆ジャッキセット ● ベンチレーテッドディスクブレーキ
（フロント）●ディスクブレーキ（リヤ）

● 価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については各販売会社が
独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。
消費税率 8%での価格となります。＊1:フロント・セカンドシートの座面および背もたれ面以外は合成皮革となります。
またフロントドアパネル、スライドドアパネルの内張りも合成皮革となります。バンジーコードは、
サードシート背面に装着されます。＊2:メーカーオプションでMMCS等非装備を
選択することもできます。 MMCS等非装備を選択した場合、特長装備の③ ④ ⑤もセットで非装備、
マルチアラウンドモニター、地上デジタルTVチューナー
（フルセグ）
／TVアンテナ、
USBターミナル、
ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチ、
リンクシステム
（Bluetooth®通信ハ
リンクシステムは、携帯電話や音楽プレーヤーの機種によっては、利用できる機能に制限があります。携帯電話の対
ンズフリーフォン＆オーディオ機能、
USB入力対応）も非装備となります。またスピーカーは、
6スピーカー、
サイドアンダーミラー(補助確認装置)が装備となります。＊3：
必ず対応するチャイルドシートをお使いください。＊5： 注意：植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に影響を受
応機種については営業スタッフにおたずねください 。＊4：ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーを使用する際は、
けるおそれがあります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。＊6：使用には別途セットアップ作業およびセットアップ費用が必要となります。MMCS連動型となります。＊7：機能を理解されてからご使用いただくために、工場出荷状態では作動しません。詳しくは営業スタッフ
におたずねください 。＊8：エンジン始動直後の暖房性能を向上させるためのヒーターです。

