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⼀覧表 グレード別主な標準装備⽐較表 パッケージオプション

 標準装備  メーカーオプション（ご注⽂時に申し受けます）

★ メーカーパッケージオプション（ご注⽂時に申し受けます）  販売店装着オプション

＊1

主要装備

■外装・メカニズム

■タイヤ＆ホイール

215/60R16 95Hタイヤ＋16×7Jアルミホイール＆
センターオーナメント

   

215/55R17 94Vタイヤ＋17×7Jアルミホイール
（スーパークロームメタリックII）＆センターオーナメント 54,000円（消費税抜き50,000円）

パンク修理キット    

スペアタイヤ（応急⽤タイヤT155/70D17） 10,800円（消費税抜き10,000円）

■外装

アウトサイドドアハンドル メッキ＋カラード カラード

ハイブリッドシンボルマーク（サイド・リヤ）    

■ブレーキ・メカニズム

ECB［電⼦制御ブレーキシステム］    

トルセン®LSD（センターデフ）付トランスファー 4WD⾞

■制御＆トランスミッション

レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付） ★A  

クルーズコントロール    

ドライブスタートコントロール    

EVドライブモード    

NAVI・AI-SHIFT    

VDIM（EBD付ABS＆VSC＆TRC＆EPS）    

EBD付ABS＆VSC＆TRC    

ヒルスタートアシストコントロール    

■ウインドゥ＆ミラー

ウインドシールドグリーンガラス
（遮⾳・UVカット機能付）

    

＋トップシェード    

フロントドアグリーンガラス
スーパーUVカット＆
撥⽔機能付

  ＊2

UVカット    

リヤドア・
バックウインドゥガラス

UVカット機能付
ソフトプライバシーガラス

   

UVカットグリーンガラス  ＊3  

電動式リヤサンシェード  
32,400円

（消費税抜き
30,000円）＊3

 

⼿動式リヤドアサンシェード    

オートワイパー（⾬滴感応式）  ★B  

LEDサイドターンランプ付
電動格納式リモコンカラード
ドアミラー（ヒーター付
レインクリアリングミラー・
運転席側ワイドビュー）

    

＋オート格納機能    

＋リバース連動機能＆
⾜元照明

 ＊4  

 

ハイブリッド⾞

2WD／4WD

ロイヤルサルーンG
ロイヤルサルーンG

Four

ロイヤルサルーン
ロイヤルサルーン

Four

ロイヤル
ロイヤル Four



＊5

＊6

＊7

マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（挟み込み防⽌機能＋エンジン／パワーOFF後作動機能付）

108,000円
（消費税抜き100,000円）  

■ランプ

バイキセノン式（ディスチャージ）ヘッドランプ
（オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付）    

アダプティブハイビームシステム（インテリジェントAFS・
ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付）

   

LEDフロントフォグランプ    

LEDハイマウントストップランプ
6灯    

4灯  ＊3  

リヤフォグランプ（左右） 10,800円（消費税抜き10,000円）

緊急ブレーキシグナル    

■全⾞標準装備
●⾜踏み式パーキングブレーキ（作動／解除） ●デュアルエキゾーストテールパイプ ●LEDリヤコンビネーションランプ
●コンライト（ライト⾃動点灯・消灯システム／ランプオートカットシステム） ●リヤウインドゥデフォッガー
●ウォッシャー連動時間調整式フロント間⽋ワイパー（⾞速感応・ミスト機能付）
●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ（挟み込み防⽌機能＋エンジン／パワーOFF後作動機能付）

■内装・快適性

■インパネまわり

防眩インナーミラー
    

＋⾃動防眩  ★B  

■メーター＆モニター

トヨタマルチオペレーションタッチ（5インチ）    

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）    

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ    

ハイブリッドシステムインジケーター    

エコドライブインジケーター（ランプ・ゾーン表⽰機能付）    

デジタルクロック GPS補正機能付  

■ステアリング

4本スポークステアリングホイール
本⾰巻き    

ウレタン    

ステアリングヒーター    

ステアリングスイッチ（オーディオ・DISP）    

チルト＆テレスコピック
ステアリング

電動（オートチルト
アウェイ＆リターン
機能付）

   

マニュアル    

■シフト

シーケンシャルシフトマチック    

シフトノブ（茶⽊目調＋メッキ加飾）    

■電源

アクセサリーソケット＊8
（DC12V・120W）

フロント・リヤ  ★C  

フロント    

■空調

左右独⽴温度コントロール
フルオートエアコン
（花粉除去モード付）

    

＋前席集中モード    

リヤオートエアコン＊5
（クーラー機能付）

 
64,800円

（消費税抜き
60,000円）

64,800円
（消費税抜き

60,000円）＊9
 

＋オートエア
ピュリファイヤー

   

「ナノイー」    

スイングレジスター    

■シート

シート表⽪
本⾰＊10 ★D ★D  

ファブリック    

前席シートヒーター    

前席シートベンチレーション ★D ★D  



＊13

＊17＊18

＊21＊22

後席シートヒーター ★D   

フロントシート

運転席8ウェイパワー    

運転席6ウェイマニュアル    

助⼿席4ウェイ パワー＊11 マニュアル

電動ランバーサポート（運転席）    

リヤシート
パワー（40/20/40分割
リクライニング）  ★C  

⼀体固定式    

リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）

    

＋ボックス＆
各種コントロール
スイッチ＊12

 ★C  

汎⽤ISOFIX対応チャイルドシート固定専⽤バー＋
トップテザーアンカー（後左右席）

   

シートアシストグリップ    

マイコンプリセットドライビングポジションシステム
（ステアリング・シート・ドアミラー）    

パワーイージーアクセスシステム（運転席）    

■収納

センターコンソールボックス（左右両開きタイプ）    

ドアポケット＆ボトルホルダー    

■ラゲージ

ラゲージボックス

折りたたみ式
ラゲージボード付

   

トランクマット＋
ラゲージトレイ付    

■操作性

クリアランスソナー＆バックソナー ★A＊15  

インテリジェントクリアランスソナー ★A  

スマートエントリー＆
スタートシステム＊16
（スマートキー×2）

全ドア カードキー付   

フロントドア＆
ラゲージドア

   

イージークローザー
（フロントドア＆リヤドア＋ラゲージドア）  ラゲージドアのみ  

パノラミックビューモニター
108,000円

（消費税抜き
100,000円）

120,960円
（消費税抜き

112,000円）＊4
 

■ナビゲーション＆オーディオ＊19

HDDナビゲーションシステム＊20
【ナビ】
⾼精細8型ワイドタッチ
ディスプレイ、
G-BOOK mX（Ver.2.0対応）
【オーディオ】
DVD（5.1ch対応）、CD、
AM/FM、地上デジタルTV、
サウンドライブラリー、USB端⼦
【その他】
⾳声ガイダンス機能付カラー
バックガイドモニター＊18、
ETCユニット
（ビルトインタイプ）＊21、
Bluetooth®対応
（ハンズフリー・オーディオ）、
⾳声認識、ESPO対応

 

101,520円
（消費税抜き94,000円）  

＆
トヨタプレミアム
サウンドシステム
【オーディオ】
15chオーディオアンプ、
16スピーカー
【その他】
3メディアVICS＊22、
DSSS運転⽀援機能

＆
クラウン・スーパーライブ
サウンドシステム
【オーディオ】
7chオーディオアンプ、
10スピーカー
【その他】
FM多重VICS

   

G-BOOKmX Pro専⽤DCM（通信サービス／盗難追跡／
ヘルプネット®＜エアバッグ連動タイプ＞／
eケア・G-カスタマイズ対応）＋ルーフアンテナ

 
83,160円

（消費税抜き
77,000円）

 

ITSスポット対応DSRCユニット（ETC機能付）
22,680円

（消費税抜き
21,000円）

22,680円
（消費税抜き

21,000円）＊23
 



＊18

＊25

オーディオレス（6スピーカー／
カバーレス・センタートレイ＜ゴムマット＞付）  

-365,040円
（消費税抜き
-338,000円）

＊24

 

オーディオレスカバー    

■全⾞標準装備
●サンバイザー（バニティミラー・天井照明付） ●電気式ラゲージ＆フューエルリッドオープナー
●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●フューエル残量警告灯 ●半ドアウォーニング ●キー忘れ防⽌ブザー
●電動パワーステアリング（⾞速感応型） ●メッキインサイドドアハンドル
●アシストグリップ（フロント2・リヤ2／回転式＊5） ●ステンレス製ドアスカッフプレート（フロント⾞名ロゴ⼊り）
●イルミネーテッドエントリーシステム（フロント⾜元照明＋ルームランプ）
●ドアカーテシランプ（フロントドア・リヤドア） ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ
●リヤ読書灯（可動式） ●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ） ●リヤヒーターダクト
●上下調整式リヤへッドレスト ●オーバーヘッドコンソールボックス＊5 ●グローブボックス（照明・キー付）
●シートバックポケット（運転席・助⼿席）
●⾞速感応オートパワードアロック（キー閉じ込み防⽌機能＋衝撃感知ドアロック解除システム付）

■安全

■エアバッグ＆シートベルト＆制御

SRSエアバッグ
（運転席・助⼿席エアバッグ＋
運転席ニーエアバッグ＋
前席サイドエアバッグ＋
前後席カーテンシールド
エアバッグ）

    

＋後左右席サイド
エアバッグ  ★C  

プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー⽅式） ★A  

■その他

むち打ち傷害軽減フロントシート（WILコンセプトシート）    

ポップアップフード    

⾞両接近通報装置    

■全⾞標準装備
●全席ELR付3点式シートベルト
（前席・後左右席プリテンショナー＆フォースリミッター機構＆テンションリデューサー付）
●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助⼿席）
●全席シートベルト非着⽤警告灯（点滅式）＋リマインダー（警告⾳） ●チャイルドプロテクター（リヤドア）

■その他

■セキュリティ

盗難防⽌システム
（エンジン／モーター
イモビライザーシステム）
［国⼟交通省認可品］

    

＋侵⼊センサー付
オートアラーム

   

■その他

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど）
8,640円

（消費税抜き8,000円）

21,600円
（消費税抜き

20,000円）＊2

⼯具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）    

ページトップ

★の装備はメーカーパッケージオプションに含まれる装備です。パッケージオプションについて詳しくはこちらをご覧ください。
パッケージオプション

★A アドバンストパッケージ ★B ドライバーサポートパッケージ ★C リヤコンフォートパッケージ
★D レザーシートパッケージ

＊1.スペアタイヤを選択した場合、パンク修理キット、ラゲージボックス、折りたたみ式ラゲージボードおよびラゲージトレイは
非装着となります。

＊2.寒冷地仕様とスーパーUVカットフロントドアグリーンガラス（撥⽔機能付）はセットでメーカーオプション。
＊3.UVカットグリーンガラスを選択した場合、電動式リヤサンシェードおよび★C リヤコンフォートパッケージとの同時装着はで

きません。なお、LEDハイマウントストップランプは6灯から4灯に変更となります。
＊4.LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（オート格納機能＋リバース連動機能＆⾜元照明付）とパ

ノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。
＊5.マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となり、アシ

ストグリップは伸縮式となります。なお、リヤオートエアコンは同時装着できません。
＊6.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
＊7.ステアリングスイッチは、HDDナビゲーションシステム装着⾞の場合、⾳声認識・ハンズフリー通話スイッチが装着されま

す。また、★A アドバンストパッケージを選択した場合、レーダークルーズコントロールの⾞間距離切替スイッチが追加され
ます。なお、オーディオレス時のオーディオスイッチは、販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムに使
⽤できます。

＊8.合計120W以下の電気製品をご使⽤ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは
販売店におたずねください。



＊9.★C リヤコンフォートパッケージを選択した場合のみ装着できます。
＊10.本⾰シートのシートサイドとヘッドレストの⼀部に⼈⼯⽪⾰を使⽤しています。
＊11.助⼿席シートの右側シートバック肩⼝にパワーシートスイッチ（シートスライド＆リクライニング）が付きます。
＊12.各種コントロールスイッチは、グレード・オプション装着により設定が異なります。
＊13.チャイルドシートは汎⽤ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使⽤できます。それ以外のチャイルドシート

は、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
＊14.折りたたみ式ラゲージボードは、リヤオートエアコン選択時に装着されます。その場合、ラゲージトレイは非装着となりま

す。
＊15.クリアランスソナー＆バックソナー＜43,200円（消費税抜き40,000円）＞は、単独選択可能です。
＊16.植込み型⼼臓ペースメーカー等の機器をご使⽤の⽅は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、⾞両

に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型⼼臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停
⽌することもできますので販売店にご相談ください。

＊17.クリアランスソナー＆バックソナーもしくは★A アドバンストパッケージを選択した場合のみ装着できます。
その場合、⾳声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となり⾳声ガイダンス機
能は付きません。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。

＊18.字光式ナンバープレートは装着できません。なお、販売店装着オプションを装着した場合にも、字光式ナンバープレートを装
着できないことがあります。

＊19.ナビ＆オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定につきましては販売店におたずねください。
＊20.ディスクによっては再⽣できない場合があります。またB-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。
＊21.別途セットアップ費⽤が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
＊22.⾼速道路のVICS電波ビーコン（2.4GHz）による情報提供は2022年3⽉31⽇に終了し、ITSスポットによる情報提供に移⾏さ

れます。詳しくは、国⼟交通省道路局のITSスポットサービスサイトをご覧ください。なお、ITSスポットの情報提供は、メー
カーオプションのITSスポット対応DSRCユニットの装着が必要です。

＊23.ITSスポット対応DSRCユニットは、G-BOOK mX Pro専⽤DCMを選択した場合のみ装着できます。
＊24.オーディオレスの選択には、ご注意いただきたい項目があります。詳しくは下表をご確認ください。
＜オーディオレス選択時にご注意いただきたい項目＞

非装着となる装備

●NAVI・AI-SHIFT［ガソリン⾞］
●トップシェード（ウインドシールドグリーンガラス）
●電動チルト＆テレスコピックステアリング［ハイブリッド⾞］
●デジタルクロックのGPS補正機能 ●スイングレジスター

同時装着不可の装備・
パッケージオプション

●パノラミックビューモニター ●クリアランスソナー＆バックソナー
●G-BOOK mX Pro専⽤DCM ●ITSスポット対応DSRCユニット（ETC機能付）
★A アドバンストパッケージ ★B ドライバーサポートパッケージ ★C リヤコンフォートパッケージ

＊25.寒冷地仕様は、寒冷地での使⽤を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は
寒冷地仕様が全⾞標準装備となります。

■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注⽂時に申し受けます。メーカーの⼯場で装着するため、ご注
⽂後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望⼩売価格＜（消費税込み）'14年7⽉現在のもの＞で参考価格です。
価格は販売店が独⾃に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。
■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。
■“ヘルプネット®”は株式会社 ⽇本緊急通報サービスの登録商標です。
■“CROWN” “CROWN ROYAL” “CROWN ROYAL SALOON” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “OPTITRON” “VVT-i” “TOYOTA

D-4S” “TOYOTA D-4” “VDIM” “VSC” “TRC” “DRAMS” “ECT” “ECB” “AFS” “GOA” “サウンドライブラリー” “G-BOOK”
“TSOP” “ウェルカムサポート”はトヨタ⾃動⾞（株）の商標です。

車名一覧

絞り込み検索

エコカー

ウェルキャブ（福祉車
両）

カスタマイズカー

旧車カタログダウン
ロード

販売店検索

試乗車・展示車検索

カタログ請求

ご購入相談

見積りシミュレーション

下取り参考価格情報

他車比較シミュレーショ
ン

オーナーズボイス

トヨタのうれしい買い方

クルマの基礎知識

車種別純正用品

ナビゲーション

T-Connect

ナビオプション

最新版地図ソフト

オーディオ

ETC/DSRC

おすすめアイテム

トヨタ部品共販一覧

車検

点検・整備

カーケア

キズ・へこみ修理

保証がつくしプラン

ハイブリッドeサービス

トヨタサービスカード

よくあるご質問

信頼の技術力

カンタン愛車診断

ニュース一覧

おすすめ情報

TVCM・ムービーライブ
ラリー

iPhone/iPad/Androidア
プリ

展示施設

もっとよくしよう。（安
全・安心・先進）

DRIVING KIDS with
TOYOTA

TOYOTA DOGサーク
ル

GAZOO.com

モータースポーツ

レンタカー（トヨタレンタ
楽ティブ）

カーグッズ通販（ハピカ
ラ）

U-Car情報

T-UP (車買取）


