
ONLINE CATALOGUE
オンラインカタログ

2022年5月

特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”
HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”



強く、視線を惹きつける、

大胆な顔つき。

Photo：特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。 ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション。

002SPECIAL EXTERIOR 掲載車両や装備の詳細はP025



▶ バックドアガーニッシュ（スモークメッキ）

▶専用フロントエンブレム
（ゴールド）
※写真はガソリン車

▶18インチアルミホイール
（高輝度塗装）
※ガソリン車のみ

▶フロントグリル（スモークメッキ＋黒メタリック塗装）/ボンネットフードモール
   （スモークメッキ）/フロントバンパーモール（スモークメッキ）　
▶LEDフロントフォグランプモール（スモークメッキ）

003SPECIAL EXTERIOR 掲載車両や装備の詳細はP025



LEDヘッドランプ（ハイビーム/
アダプティブハイビームシステム）

LEDクリアランスランプ 
（イルミネーション［デイライト］機能付）

LEDコーナリングランプ

LEDヘッドランプ（ロービーム）

LEDシーケンシャル
ターンランプ

フロント リヤ

▶LEDシーケンシャルターンランプ（フロント・リヤ）

▶ 3眼LEDヘッドランプ（スモークメッキ＋ブラックエクステンション)＋
　LEDクリアランスランプ（イルミネーション［デイライト］機能付） 
▶LEDコーナリングランプ

▶スーパーUVカット＋IRカット機能＋
　撥水機能付フロントドアグリーンガラス

▶サイドマッドガード（メッキモール付）

004SPECIAL EXTERIOR 掲載車両や装備の詳細はP025



▶インストルメントパネル
（サンバーストゴールドウッド＋ゴールドスパッタリング）

▶シフトノブ
（サンバーストゴールドウッド）

輝く個性がちりばめられた、
至福の空間。

■シート表皮
（ブランノーブ®Ⅱ［パーフォ
レーション］＋合成皮革）

■オプティトロンメーター
（メーターリングゴールド加飾）

■フロントドアトリム
（ 合 成 皮 革 ＋ サ ン バ ー ス ト
ゴールドウッド＋ゴールドス
パッタリング） 

005SPECIAL INTERIOR 掲載車両や装備の詳細はP025



［「ナノイー」の技術］
＜お肌や髪にやさしい弱酸性＞
＜ウイルス★・菌★★の抑制＞
＜脱臭★★★＞

肌や髪にやさしい、水に包まれた弱酸性の「ナノイー」を、運転席・
後席吹き出し口から放出し、室内を爽やかな空気環境に導きます。

006SPECIAL EQUIPMENT

クルマのなかでエステ気分。

▶「ナノイー」＊1（フロント・リヤ）

掲載車両や装備の詳細はP025



パワーバックドアスイッチ
（オーバーヘッドコンソール部）

フロント リヤ

▶コンソールボックス
 （サンバーストゴールドウッド
　＋ゴールドスパッタリング）

▶ スマートエントリー（ウェルカムパワー　スライドドア＆予約
ロック機能付）＋プッシュスタートシステム

▶パワーバックドア
（挟み込み防止機能付）

▶フロントドア
　スピーカーリング
（ゴールドスパッタリング）

▶ メッキインサイドドアハン
ドル（フロント・リヤ）

▶ブラックインテリア
 （ルーフ・ピラー）

▶スマートキー
 （ゴールドメッキ加飾）

パワーバックドアスイッチ
（バックドア下端部）

007SPECIAL EQUIPMENT

クルマに近づくと、スライドドアが
自動で解錠&オープン。

スマートキーやオーバーヘッド
コンソールなどの
スイッチ操作ひとつで、
バックドアを自動開閉。

掲載車両や装備の詳細はP026



ブザー音

ブレーキ！

自転車運転者認識

ブザー音

ブレーキ！

夜間歩行者認識

Toyota Safety Sense

高速道路のクルージングをサポート。
▶レーントレーシングアシスト［LTA＊1］

夜間の見やすさをサポート。
▶アダプティブハイビームシステム
［AHS＊4］

レーントレーシングアシストのスイッチをONにすると、車線から逸脱する可能
性があることを警告したり、車線からの逸脱を避けるためのステアリング操作
支援を行います。さらに高速道路や自動車専用道路を走行中、レーダークルー
ズコントロール(全車速追従機能)の作動時＊2に、車線維持に必要なステアリング
操作支援を行います。

LEDの点灯・消灯を細やかに制御することで、先行車や
対向車に光が当たる部分だけを自動的に遮光できるシス
テムです。

標識の見逃し防止をサポート。
▶ロードサインアシスト［RSA＊3］

ぶつからないをサポート。
▶プリクラッシュセーフティ

前方の車両や歩行者（昼夜）、自転車運転者（昼）をミリ波レーダー
と単眼カメラで検出。警報ブザーとマルチインフォメーションディス
プレイ表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合はプリ
クラッシュブレーキアシスト。ブレーキを踏めなかった場合はプリク
ラッシュブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減をサポートし
ます。

（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼］検知機能付衝突回避
支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

ついていくをサポート。
▶レーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付）

［車線維持支援機能］　
車線中央を走行するために必要なステアリング操作の一部を支援。白（黄）線
が検出困難な場合でも先行車両に追従する支援を行います。
［車線逸脱警報機能 / 車線逸脱抑制機能］　
車線から逸脱する可能性をマルチインフォメーションディスプレイに表示、お
よび警報ブザーにより警告するとともに、車線からの逸脱を避けるのに必要な
ステアリング操作の一部を支援。さらに、車線の判断については、白線だけでな
くアスファルトや縁石などの境界から逸脱すると判定した場合も支援します。
［ふらつき警報機能］　
車両のふらつきを検知したときに、マルチインフォメーションディスプレイ表
示で休憩を促す注意喚起を行います。

幅広いシーンで安全安心をサポートする、
次世代の予防安全パッケージ。

008安全性能 Toyota Safety Sense 掲載車両や装備の詳細はP027

   機能を安全にお使いいただく上でご留意いただきたい事項があります。詳しくは右上に記載の詳細説明ページを必ずご確認ください。



ブザー音

ブザー音

ブレーキ！

ブザー音

ブレーキ！

ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。 後方から接近する車両を検知して、衝突被害の軽減に寄与。
▶パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） ▶パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与す
るシステム。車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーでお知らせしま
す。前後進行方向にある壁などの静止物を検知している場合、発進時にエンジン
出力/ハイブリッドシステム出力を抑制し、さらに距離が縮まると衝突被害軽減ブ
レーキが作動します。

駐車場から後退する際に、自車の左右後方から接近してくる車両をレーダーで検
知。ドアミラー内のインジケーター点滅とブザーによりドライバーに注意を喚起し
ます。衝突の可能性がある場合は自動的にブレーキ制御を行うことで接近車両との
衝突被害軽減を支援します。

009告知機能安全性能 掲載車両や装備の詳細はP028

   機能を安全にお使いいただく上でご留意いただきたい事項があります。詳しくは右上に記載の詳細説明ページを必ずご確認ください。



   機能を安全にお使いいただく上でご留意いただきたい事項があります。詳しくは右上に記載の詳細説明ページを必ずご確認ください。

010安全確認・駐車安全性能 掲載車両や装備の詳細はP028

車線変更時の後方確認をアシスト。
▶ブラインドスポットモニター［BSM＊1］

隣の車線を走る車両をレーダーで検知。ドアミラーでは確認しにく
い後側方エリアに存在する車両に加えて、隣接する車線の最大約
60m後方までモニターし、急接近してくる車両も検知します。車両
を検知するとドアミラーに搭載されたLEDインジケーターが点灯。
その際、ウインカーを操作するとLEDインジケーターが点滅し、よ
り注意を喚起します。

拡大イメージインジケーター部



011安全確認・駐車安全性能

特別仕様車S“TYPE GOLDⅢ”、HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”は
「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」です。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）は、政府が交通
事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキやペ
ダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含
むすべてのドライバーの安全をサポートします。
■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せ
ず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。



全長 4,950mm
全幅 1,850mm
全高 1,935[1,950]mm
燃費 WLTCモード：10.6km/L

総排気量 ガソリン車：2.493L

S“TYPE GOLDⅢ”

Photo 左：S“TYPE GOLDⅢ”。 ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＜33,000円 （消費税抜き30,000円）＞はメーカーオプション。　Photo 右：HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”。 ボディカラーのホワイト
パールクリスタルシャイン〈070〉＜33,000円 （消費税抜き30,000円）＞はメーカーオプション。＊1. 沖縄地区は価格が異なります。　＊2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。　■価格はメーカー希望小売
価格＜（消費税10％込み）'22年4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。　■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価
格です。　■価格にはオプション価格は含まれていません。　■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（18,760円＜’22年4月時点
の金額＞）が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

HYBRID S “TYPE GOLDⅢ”
7 人乗り
E-Four

メーカー希望小売価格 ＊ 1
（消費税抜き）

5,154,400 円
（4,685,818 円）

北海道地区メーカー希望
小売価格 ＊ 2

（消費税抜き）

5,186,300 円
（4,714,818 円）

特別仕様車 S “TYPE GOLDⅢ”
7 人乗り

2WD 4WD

メーカー希望小売価格 ＊ 1
（消費税抜き）

4,306,000 円
（3,914,545 円）

4,561,000 円
（4,146,364 円）

北海道地区メーカー希望
小売価格 ＊ 2

（消費税抜き）

4,341,200 円
（3,946,545 円）

4,592,900 円
（4,175,364 円）

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。　●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各
走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想
定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”

全長 4,950mm
全幅 1,850mm
全高 1,950mm

燃費 WLTCモード：14.8km/L
JC08モード：18.4km/L

総排気量 ハイブリッド車：2.493 L

［　 ］は4WDです。

012価格・グレード・カラー S“TYPE GOLDⅢ” / HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”



ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉
メーカーオプション

ブラック〈202〉 スパークリングブラックパールクリスタル
シャイン〈220〉
メーカーオプション

Seat Material

ブランノーブ®Ⅱ（パーフォレーション）＋合成皮革

Body Color

Interior Ornament  

サンバーストゴールドウッド
艶やかに色が変化するホログラム層の下
地に、ダイナミックな杢柄を表現。サンバー
スト仕立てのゴールドが煌めく木目調加飾
です。

013ボディカラー・内装色価格・グレード・カラー 掲載車両や装備の詳細はP028



＊1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉はメーカーオプション＜33,000円 （消費税抜き30,000円）＞となります。　
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）'22年4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。　
■「メーカーオプション」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。
■「ブランノーブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。　

内外配色一覧表（ガソリン車/ハイブリッド車）

ボディカラー〈カラーコード〉

HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
ハイブリッド車

特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”
ガソリン車

木目調パネル

シート表皮 　ブランノーブ®Ⅱ（パーフォレーション）＋合成皮革
内装色
天井色

ブラック
ブラック

  

ホワイトパールクリスタルシャイン＊1 〈070〉

標準設定 

〈202〉ブラック
〈220〉スパークリングブラックパールクリスタルシャイン＊1

サンバーストゴールドウッド

　ブランノーブ®Ⅱ（パーフォレーション）＋合成皮革

014内外配色一覧表価格・グレード・カラー



■外装・メカニズム

タイヤ＆
ホイール

235/50R18 97Vスチールラジアルタイヤ（18×7½Jアルミホイール） ＊1 高輝度塗装
225/60R17 99Hスチールラジアルタイヤ

（17×6½Jハイパークロームメタリック塗装アルミホイール）
2WD -19,800円

（消費税抜き-18,000円）
2WD -12,100円

（消費税抜き-11,000円）

215/65R16 98Hスチールラジアルタイヤ（16×6½Jアルミホイール） 4WD -62,700円
（消費税抜き-57,000円）

4WD -55,000円
（消費税抜き-50,000円）

スペアタイヤ（応急用タイヤ） ＊2 11,000円（消費税抜き10,000円） 11,000円（消費税抜き10,000円） 11,000円（消費税抜き10,000円）

ブレーキ・
メカニズム

アイドリングストップ機能（Stop & Start System） 4WD 4WD
16インチベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント・リヤ）
ECB［電子制御ブレーキシステム］

外装

ボンネットフードモール、フロントバンパーモール、バックドアガーニッシュ、
LEDフロントフォグランプモール スモークメッキ メッキ スモークメッキ

フロントグリル スモークメッキ＋黒メタリック塗装 メッキ スモークメッキ＋黒メタリック塗装
フロントエンブレム ゴールド（ガソリン車専用） メッキ（ガソリン車専用） ゴールド（ハイブリッド車専用）
サイドマッドガード メッキモール付 メッキモール付

ウインドゥ・
ミラー

ツインムーンルーフ 
（フロントチルト&リヤ電動スライド＋挟み込み防止機能付）

2WD 121,000円
（消費税抜き110,000円）

2WD 121,000円
（消費税抜き110,000円）

121,000円
（消費税抜き110,000円）

フロントドアグリーンガラス
スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付 ＊3
スーパーUVカット

リヤアンダーミラー

主な標準装備　●タイヤパンク応急修理キット＊2　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊4　●ハイブリッドシンボルマーク（フロント･リヤ）※ハイブリッド車　●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー（ワイパー格納式）　●メッキアウトサイドドア
ハンドル　 ●電気式バックドアハンドル　 ●電動パーキングブレーキ　 ●ブレーキホールド　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト　●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式＋車速感応式＋ミスト機能付）　●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー（リヤスポ
イラー格納式）　●ウインドシールドモールディング　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●パワーウインドゥ（フロント・スライドドアガラスワンタッチ式/キーOFF後作動機能＋挟み込み防止機能＋速度制御機能付）　●モードスイッチ（EVドライブモード＋エコドライブモード）※ハ
イブリッド車　●モードスイッチ（エコドライブモード）※ガソリン車　●S-VSC※ガソリン車　●UVカット機能＋IRカット機能付ウインドシールドガラス（グリーン合わせ、高遮音性ガラス、トップシェード付）※ハイブリッド車　●UVカット機能付ウインドシールドガラス（グリーン合わせ、高遮
音性ガラス、トップシェード付）※ガソリン車　●UVカット機能付スライドドアプライバシーガラス　●UVカット機能付リヤクォーター・バックドアプライバシーガラス　●オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（LEDサイドターンランプ付）＊5　●補助確認装置（２面鏡式、カラード）＊6　
●専用エアロパーツ（フロントバンパー＋リヤバンパー＋サイドマッドガード）

＊1. 235/50R18 97Vスチールラジアルタイヤには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。　＊2. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納の右側に装着されます。　＊3. 寒冷地仕様
を選択した場合、スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付グリーンガラスとなります。　＊4. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。　＊5. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。また、T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場
合、カメラ（左右）＋ヒーター付となります。　＊6. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、補助確認装置は装着されません。

■特別（ガソリン車）・専用（ハイブリッド車）装備　■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■オプションサービス　
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 ー　　
ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLDⅢ” S S“TYPE GOLDⅢ”

7人乗り 7人乗り 7人乗り

トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”/ HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
主要装備一覧表

■「メーカーオプション」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10％込み）'22年4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。　■“TYPE GOLDⅢ” はグレード名称ではありません。　
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■「メーカーオプション」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10％込み）'22年4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。　■“TYPE GOLDⅢ” はグレード名称ではありません。　

＊7. ブラインドスポットモニター、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）、パノラミックビューモニター、インテリジェントパーキングアシスト2、T-Connect SDナビゲーションシステムはセットでメーカーオプション。　＊8. T-Connect SDナビゲーションシステム非装着時に、ブラインドスポットモ
ニター、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）、デジタルインナーミラーのセットをメーカーオプション選択できます。　＊9. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊10. パノラミックビューモニター、インテリジェントパーキングアシスト2、T-Connect SDナビゲーションシステ
ムはセットでメーカーオプション。

■安全

予防安全

Toyota
Safety
Sense

プリクラッシュセーフティ
（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ

方式）① / ②
レーントレーシングアシスト［LTA］① / ②
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）① / ②
ロードサインアシスト［RSA］① / ②
アダプティブハイビームシステム［AHS］① / ②
オートマチックハイビーム［AHB］

先行車発進告知機能［TMN］
ブラインドスポットモニター［BSM］① / ② ＊7 ＊8
パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）① / ② ＊7 ＊8
パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）① / ② ＊9
パノラミックビューモニター（シースルービュー機能付） ＊9 ＊10 ＊7 ＊10
インテリジェントパーキングアシスト2（巻き込み警報機能付） ＊9 ＊10 ＊7 ＊10
バックガイドモニター ＊9
ドライブスタートコントロール
VDIM
ITS Connect 27,500円（消費税抜き25,000円） 27,500円（消費税抜き25,000円） 27,500円（消費税抜き25,000円）

■特別（ガソリン車）・専用（ハイブリッド車）装備　■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■オプションサービス　
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 ー　　
ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLDⅢ” S S“TYPE GOLDⅢ”

7人乗り 7人乗り 7人乗り

トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”/ HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
主要装備一覧表
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＊8. T-Connect SDナビゲーションシステム非装着時に、ブラインドスポットモニター、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）、デジタルインナーミラーのセットをメーカーオプション選択できます。　＊11. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。　＊12. 
T-Connect SDナビゲーションシステム選択時にデジタルインナーミラーを追加で選択可能です。　＊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。

■安全

視界

3眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム/オートレベリング機能付）
＋LEDクリアランスランプ（イルミネーション［デイライト］機能付） スモークメッキ＋ブラックエクステンション スモークメッキ＋ブラックエクステンション

2眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム/オートレベリング機能付）
＋LEDクリアランスランプ ブラックエクステンション

LEDシーケンシャルターンランプ（フロント・リヤ）
LEDコーナリングランプ
LEDリヤフォグランプ（両側） ＊11

デジタルインナーミラー 55,000円（消費税抜き50,000円）
55,000円（消費税抜き50,000円）＊12

55,000円（消費税抜き50,000円）
121,000円（消費税抜き110,000円）＊8

防眩インナーミラー
主な標準装備　●アクティブトルクコントロール4WD※ガソリン車4WD　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席）＋SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSカーテンシールドエアバッグ（フロント・セカンド・サードシート）　●全席ELR付3点式シートベルト（フロント
シートプリテンショナー＋フォースリミッター機構付）　●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（セカンドシート左右席）＊13　●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（点滅式＋警告音機能付）　●チャイルドプロテクター（スライドドア）　●WILコンセプト
シート（運転席・助手席）　●車両接近通報装置※ハイブリッド車　●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席）　●ヒルスタートアシストコントロール　●LEDフロントフォグランプ　●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）　●緊急ブレー
キシグナル

■「メーカーオプション」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10％込み）'22年4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。　■“TYPE GOLDⅢ” はグレード名称ではありません。　

■特別（ガソリン車）・専用（ハイブリッド車）装備　■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■オプションサービス　
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 ー　　
ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLDⅢ” S S“TYPE GOLDⅢ”

7人乗り 7人乗り 7人乗り

トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”/ HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
主要装備一覧表
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■内装・快適性

インパネ
まわり

インストルメントパネル サンバーストゴールドウッド
＋ゴールドスパッタリング メタルウッド＋シルバー塗装 サンバーストゴールドウッド

＋ゴールドスパッタリング

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） メーターリングゴールド加飾
（ガソリン車用） エアロ専用 メーターリングゴールド加飾

（ハイブリッド車用）

ステアリング
本革巻き4本スポークステアリングホイール
ステアリングスイッチ（オーディオ＋マルチインフォメーションディスプレイ＋音声認識＋ハンズフリー
＋車間距離切替＋レーントレーシングアシスト）

シフト
シーケンシャルシフトマチック 7速スポーツ 7速スポーツ 6速
ゲート式シフトレバー サンバーストゴールドウッド メタルウッド サンバーストゴールドウッド
NAVI・AI-SHIFT ＊14 ＊14

ドアまわり
インサイドドアハンドル（メッキ） フロント・リヤ フロント フロント・リヤ

フロントドアトリム 合成皮革＋サンバーストゴールド
ウッド＋ゴールドスパッタリング

合成皮革＋シルバー塗装＋
メタルウッド

合成皮革＋サンバーストゴールド
ウッド＋ゴールドスパッタリング

照明・電源 アクセサリーコンセント
AC100V・100W ＊15 1個 1個
AC100V・1500W ＊16 3個

空調
フルオートエアコン（前席左右・前後独立温度コントロール）

S-FLOW［1席集中モード］＋
湿度センサー＋排気ガス検知式

内外気自動切替システム付
「ナノイー」 フロント・リヤ フロント＊17 フロント・リヤ

蓄冷エバポレーター（フロント） 4WD 4WD
天井 ルーフヘッドライニング（ルーフ・ピラー） ブラック ライトグレー ブラック

シート表皮
ブランノーブ®Ⅱ（パー フォレーション）＋合成皮革① / ② 
ファブリック

フロント
シート

運転席6ウェイマニュアルシート（前後スライド＋リクライニング＋シート上下）
助手席4ウェイマニュアルシート（前後スライド＋リクライニング）
アームレスト（運転席・助手席/回転式） 

■「メーカーオプション」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。　■“TYPE GOLDⅢ” はグレード名称ではありません。　■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。　
■「ブランノーブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

＊14. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、NAVI・AI-SHIFTが同時装着されます。　＊15. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W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。　＊16. 合計
1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W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。　＊17. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、「ナノイー」（リヤ）が同時装着されます。　

■特別（ガソリン車）・専用（ハイブリッド車）装備　■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■オプションサービス　
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 ー　　
ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLDⅢ” S S“TYPE GOLDⅢ”

7人乗り 7人乗り 7人乗り

トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”/ HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
主要装備一覧表
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■「メーカーオプション」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。　■“TYPE GOLDⅢ” はグレード名称ではありません。　

■内装・快適性

セカンド
シート

【7人乗り専用】リラックスキャプテンシート
〈機能〉●超ロングスライド　●横スライド　●リクライニング
〈装備〉●マニュアルオットマン　●上下調整式ヘッドレスト　●回転式アームレスト

折りたたみ式サイドテーブル（カップホルダー4個＋買い物フック2個付）

サード
シート

5：5分割スペースアップシート
〈機能〉●跳ね上げアシスト機構　●スライド　●リクライニング
〈装備〉●ヘッドレスト（全席）　●回転式センターアームレスト

収納

大型スタンダードコンソールボックス（小物トレイ＋カップホルダー2個付） サンバーストゴールドウッド
＋ゴールドスパッタリング

リヤエンドボックス（小物入れ＋収納ボックス付） ブラック

コンソールボックス
ハイグレード（中段トレイ＋フタ付小物入れ＋カップホルダー2個付） サンバーストゴールドウッド

＋ゴールドスパッタリング
スタンダード（小物入れ＋カップホルダー2個付）

シートバックポケット（運転席・助手席） 買い物フック付（運転席） 買い物フック付（運転席） 買い物フック付（運転席）

操作性

スマートエントリー（運転席・助手席・
バックドア/アンサーバック機能付）
＋プッシュスタートシステム＋
スマートキー2個　＊18＊19

ウェルカムパワースライドドア＆
予約ロック機能 ＊20＊21 スマートキー（ゴールドメッキ加飾） スマートキー（ゴールドメッキ加飾）

予約ロック機能 ＊21
ワンタッチスイッチ付デュアル［両側］パワースライドドア（デュアルイージークローザー
＋バックドアイージークローザー、挟み込み防止機能付） ＊19
パワーバックドア（挟み込み防止機能付） ＊20

＊18. 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
すので詳しくは販売店にご相談ください。　＊19. スマートキーにデュアル［両側］パワースライドドア開閉スイッチが付きます。　＊20. スマートキーに予約セットスイッチ、パワーバックドア開閉スイッチが付きます。　＊21. 予約ロック機能はデュアル［両側］パワースラ
イドドアおよびパワーバックドアに設定されます。

■特別（ガソリン車）・専用（ハイブリッド車）装備　■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■オプションサービス　
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 ー　　
ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLDⅢ” S S“TYPE GOLDⅢ”

7人乗り 7人乗り 7人乗り

トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”/ HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
主要装備一覧表
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■「メーカーオプション」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10%込み）'22年4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。　■“TYPE GOLDⅢ” はグレード名称ではありません。　■“Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■“JBL”はHarman International Industries, inc.の商標です。　
■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。　■Android Auto™は、Google LLCの商標です。

■内装・快適性

ナビゲー
ション・

オーディオ

T-Connect SDナビゲーションシステム＊22＋JBLプレミアムサウンドシステム＊23
【ナビ】 10.5インチディスプレイ、FM多重VICS
【オーディオ・ビジュアル機能】 Blu-ray、DVD、CD、microSD、AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、サウンドライブラリー＊24、 

USB入力（動画・音楽再生/給電）＊25、Miracast®対応、TV、17スピーカー（12chアンプ）
【スマホ連携】 Apple CarPlay、Android AutoTM対応
【T-Connect】 ヘルプネット、マイカーサーチ（カーファインダー）
【その他】 Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）、音声認識、ETC2.0ユニット（VICS機能付）＊26 ＊27

655,600円
（消費税抜き596,000円）

＊10 ＊28 ＊29

732,600円
（消費税抜き666,000円）

＊7 ＊28 ＊29

655,600円
（消費税抜き596,000円）

＊10 ＊28 ＊29

ディスプレイオーディオ＊30 ＊31
【オーディオ・ビジュアル機能】 9インチディスプレイ、AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、 Bluetooth®対応（ハンズフリー/

オーディオ）、 USB入力（動画・音楽再生/給電）＊25、 Miracast®対応、8スピーカー
【スマホ連携】 Apple CarPlay、Android AutoTM対応
【T-Connect】 ヘルプネット

13.3インチリヤシートエンターテインメントシステム（HDMI入力端子付＊32） 198,000円（消費税抜き180,000円）＊33 198,000円（消費税抜き180,000円）＊33 198,000円（消費税抜き180,000円）＊33
DCM（専用通信機）＋ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
TV（フルセグ） ＊34
TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキット、
エントリーナビキット ＊35

ETC2.0ユニット（ビルトイン）ナビキット連動タイプ（光ビーコン機能付）  ＊26＊27 ＊36
ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊26＊36
CD・DVDデッキ ＊28

＊7. ブラインドスポットモニター、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）、パノラミックビューモニター、インテリジェントパーキングアシスト2、T-Connect SDナビゲーションシステムはセットでメーカーオプション。　＊10. パノラミックビューモニター、インテリジェントパーキングアシスト
2、T-Connect SDナビゲーションシステムはセットでメーカーオプション。　＊22. サービスのご利用には、T-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。　＊23. ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着
されています。　＊24. microSDカードが別途必要となります。　＊25. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。　＊26. ETC2.0ユニットまたはETC車載器装着車は、カードホルダーが非装着となり運
転席ロアボックス内に装着されます。なお、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。　＊27. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねくださ
い。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。　＊28. T-Connect SDナビゲーションシステムとCD・DVDデッキは同時装着できません。　＊29. T-Connect SDナビゲーションシステムと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、価格から5,500円（消費税抜き5,000
円）減額されます。　＊30. ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。　＊31. CD・DVDデッキは販売店装着オプションとしてご用
意しています。　＊32. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。　＊33. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、装着できます。　＊34. ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関
係なく、引き続きご利用いただけます。TV・オペレーター付T-Connectナビキットでは標準サービスです。TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両ではTV（フルセグ）の視聴はできなくなります。　＊35. TV・オペレーター付
T-Connectナビキット、T-Connectナビキットとエントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectエントリープランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。　＊36. ETC2.0ユニット（ビルトイン）ナビキット
連動タイプ（光ビーコン機能付）、ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプはTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合に装着できます。

■特別（ガソリン車）・専用（ハイブリッド車）装備　■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■オプションサービス　
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 ー　　
ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLDⅢ” S S“TYPE GOLDⅢ”

7人乗り 7人乗り 7人乗り

トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”/ HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
主要装備一覧表
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■「メーカーオプション」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10%込み）'22年4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。　■“TYPE GOLDⅢ” はグレード名称ではありません。　

■内装・快適性
主な標準装備　●マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチTFTカラー）　●ハイブリッドシステムインジケーター※ハイブリッド車　●エコドライブインジケーター（ランプ＋ゾーン表示機能付）※ガソリン車　●サンバイザー（バニティミラー［運転席・助手席］＋照明［運転席・助手席］＋
チケットホルダー［運転席］）　●電気式ツイントリップメーター　●デジタル時計（フロント・リヤ）　●パーキングブレーキ戻し忘れウォーニング　●フューエル残量ウォーニング　●半ドアウォーニング　●ランプ消し忘れブザー　●キー忘れ防止ブザー　●チルト＆テレスコピックステアリン
グ　●電動パワーステアリング（車速感応型）　●フットレスト（運転席）　●合成皮革スライドドアトリム　●リヤクォータートリム　●ドアスカッフプレート　●ロングアシストグリップ（センターピラー左右）　●イルミネーテッドエントリーシステム（エンジン/パワースイッチ＋パーソナル
ランプ［フロント］）　●LEDルーフカラーイルミネーション（色替え＋調光機能付）　●パーソナルランプ（バルブ/フロント2個・リヤ4個）　●LEDダウンライト　●ラゲージルームランプ（2個/ドア連動スイッチ付）　●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）　●グローブボックス　
●センターロアボックス※ガソリン車　●コインポケット　●運転席ロアボックス（カードホルダー付＊26）　●運転席カップホルダー　●助手席カップホルダー　●フロントドアポケット＆ボトルホルダー　●スライドドアボトルホルダー　●センターアッパーボックス　●リヤクォー
タートリムボトルホルダー　●リヤクォータートリムサイドボックス（運転席側）　●リヤクォータートリムトレイ　●コートフック　●サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納＊2　●ラゲージサイドボックス（助手席側）※ガソリン車　●脱着折りたたみ式デッキボード　
●デッキフック　●ラゲージフック　●アシストグリップ （回転式6個＋固定式2個）　●車速感応パワードアロック（全ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付）　●ガラスアンテナ　●アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個）＊37

■その他

セキュリティ・
その他

盗難防止システム［国土交通省認可品］（イモビライザーシステム＋オートアラーム）

寒冷地仕様
（熱線式ウインドシールドデアイサー＋PTCヒーター＊38など） ＊39

2WD 35,200円
（消費税抜き32,000円）＊29

2WD 39,600円
（消費税抜き36,000円）＊29 31,900円

（消費税抜き29,000円）＊294WD 31,900円
（消費税抜き29,000円）＊29

4WD 36,300円
（消費税抜き33,000円）＊29

工具（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチなど）

＊2. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納の右側に装着されます。　＊26. ETC2.0ユニットまたはETC車載器装着車は、カードホルダーが非装着となり運転席ロアボックス内に装着されます。なお、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。　＊29. T-Connect SDナビゲーションシステムと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額されます。　＊37. 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。　＊38. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient　＊39. 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。

■特別（ガソリン車）・専用（ハイブリッド車）装備　■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■オプションサービス　
■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 ー　　
ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLDⅢ” S S“TYPE GOLDⅢ”

7人乗り 7人乗り 7人乗り

トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”/ HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”
主要装備一覧表
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■車両型式・重量・性能
車両型式 3BA-AGH30W-PFXSK（I） 3BA-AGH35W-PFXSK（I） 6AA-AYH30W-PFXSB（I）
車両重量＊1＊2 kg 1,970＊3＊4 2,030＊5 2,150＊3
車両総重量＊1＊2 kg 2,355＊3＊4 2,415＊5 2,535＊3
最小回転半径 m 5.8 5.6

燃料消費率
［国土交通省

審査値］

  

 

km/L 10.6 10.6 14.8
市街地モード km/L 7.3 7.8 12.6
郊外モード km/L 11.5 11.3 15.6
高速道路モード km/L 12.4 12.0 15.4

km/L ー 18.4

主要燃費改善対策 アイドリングストップ装置（4WD）、自動無段変速機、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、充電制御

ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

■寸法
全長×全幅×全高 mm 4,950×1,850×1,935 4,950×1,850×1,950
ホイールベース mm 3,000
トレッド フロント／リヤ mm 1,575＊6／1,580＊7 1,575＊6／1,570＊8 1,600／1,595
最低地上高＊9 mm 160 170 165
室内長×室内幅×室内高＊9 mm 3,210×1,590×1,400＊10 3,210×1,590×1,400 3,210×1,590×1,400＊10
■エンジン
型式 2AR-FE 2AR-FXE
総排気量 L 2.493
種類 直列4気筒
内径×行程 mm 90.0×98.0
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
最高出力＜ネット＞ kW（PS）/r.p.m. 134（182）/6,000 112（152）/5,700
最大トルク＜ネット＞　 N・m（kgf・m）/r.p.m. 235（24.0）/4,100 206（21.0）/4,400〜4,800
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L 75 65

ガソリン車 ハイブリッド車
特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ” HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”

7 人乗り
2WD 4WD 4WD※

トヨタ アルファード 主要諸元表
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■走行装置・駆動方式・トランスミッション・変速比・減速比
サスペンション フロント／リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスプリング／ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

ブレーキ
フロント／リヤ ベンチレーテッドディスク（16インチ）／ベンチレーテッドディスク（16インチ）
作動方式 油圧式 油圧・回生ブレーキ協調式

駆動方式  前輪駆動方式 4輪駆動方式 E-Four（電気式4輪駆動方式）
トランスミッション 自動無段変速機（Super CVT-i） 電気式無段変速機
前進 2.517〜0.390 —
後退 1.751 —
減速比 5.791 フロント：3.542/リヤ：6.859
■フロントモーター
型式/種類 — 2JM/交流同期電動機
最高出力 kW(PS) — 105（143）
最大トルク N・m(kgf・m) — 270（27.5）
■リヤモーター
型式/種類 — 2FM/交流同期電動機
最高出力 kW(PS) — 50（68）
最大トルク N・m(kgf・m) — 139（14.2）
■動力用主電池
種類/容量 Ah — ニッケル水素電池/6.5

ガソリン車 ハイブリッド車
特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ” HYBRID S“TYPE GOLDⅢ”

7 人乗り
2WD 4WD 4WD※

トヨタ アルファード 主要諸元表
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●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、 「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は
「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響
をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■“ALPHARD” “TOYOTA SAFETY SENSE” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “EFI” “E-Four” “OPTITRON” “サウンドライブラリー” “T-Connect” “VDIM” “VSC” “ECB” “VVT-i” “コンライト”はトヨタ自動車（株）の商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（https://toyota.jp/ecocar/about1/）をご確認、または販売店におたずねください。

＊1. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。　＊2. T-Connect SDナビゲーションシステムと13.3インチリヤシートエンターテインメントシステムを装着した場合、20kg増加します。　＊3. ツイン
ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。　＊4. 17インチタイヤを装着した場合、10kg減少します。　＊5. 16インチタイヤを装着した場合、20kg減少します。　＊6. 16インチタイヤまたは17インチタイヤを装着した場合、
1,600mmとなります。　＊7. 17インチタイヤを装着した場合、1,605mmとなります。　＊8. 16インチタイヤを装着した場合、1,595mmとなります。　＊9. 社内測定値。　＊10. ツインムーンルーフを装着した場合、1,360mmとなりま
す。

※ハイブリッド車の駆動方式はE-Four（電気式4輪駆動方式）となります。

024主要諸元表



P002　Photo：
■写真は合成です。

P003-004　SPECIAL EXTERIOR
■写真は特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。 ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション。

P005　SPECIAL INTERIOR
■写真は特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。 内装色はブラック。
■写真は販売店装着オプションのフロアマッ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。　■画面はハメ込み合成です。

P005　▶シート表皮（ブランノーブ®Ⅱ ［パーフォレーション］＋合成皮革）
■「ブランノーブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

P005　▶オプティトロンメーター（メーターリングゴールド加飾）
※写真はガソリン車

P006　▶「ナノイー」（フロント・リヤ）
★、★★、★★★車室空間での試験による約１時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。＊2＊3＊4
●効果には個人差や作動条件による差があります。
＊1.「 nanoe（ナノイー）」= nano-technology + electric 最先端のテクノロジーから生まれた “水につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。
＊2. 試験機関：（一財）日本食品分析センター／試験方法：実車において付着したウイルス感染価を測定／抑制の方法：「ナノイー」を放出／対象：付着したウイルス／試験したウイルスの種類：1種類／試験結
果：1時間で99％以上抑制。第20073697001-0101号。報告書日付：2020年12月4日
＊3. 試験機関：（一財）日本食品分析センター／試験方法：実車において付着した菌数を測定／抑制の方法：「ナノイー」を放出／対象：付着した菌／試験した菌の種類：1種類／試験結果：1時間で99％以上抑
制。第15038623001-0101号。報告書日付：2015年5月12日
＊4. 試験機関：パナソニック株式会社プロダクト解析センター／試験方法：実車において布に付着させたタバコ臭を6段階臭気強度表示法による検証／脱臭の方法：「ナノイー」を放出／対象：付着したタバコ臭
／試験結果：1時間で臭気強度1.8以上低減。BAA33-150318-M35。
●「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。
■写真は作動イメージです。
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P007　▶パワーバックドア（挟み込み防止機能付）
■挟み込み防止機能は、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。　
■パワーバックドアスイッチ（バックドア下端部）は、バックドア開状態で使用できます。

P007　▶スマートエントリー（ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能付）＋プッシュスタートシステム
■スマートキーによる予約の有効時間は20分以内です。　
■室外検知エリア（ドアの解錠・オープン･施錠）は、左右フロントドアのドアハンドルから半径約0.7〜1.5m以内となります。　
■オープン機能を使用する場合には、ドアから2m以上離れた位置で周囲の安全を確かめた上で車両に近づいてください。　
■パワースライドドアは開閉警告音や音量を3種類から選択可能です。　

  注意：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詳しくは販売店にご相談ください。

P007　▶コンソールボックス（サンバーストゴールドウッド＋ゴールドスパッタリング）
※写真はガソリン車

P007　▶フロントドアスピーカーリング（ゴールドスパッタリング）
※T-Connect SDナビゲーションシステム装着時 
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P008　Toyota Safety Sense
■写真は当該車両とは異なります。　■写真は作動イメージです。　■写真の レーダーの検知範囲はイメージです。

P008　▶レーントレーシングアシスト［LTA］
＊1. LTA：Lane Tracing Assist  ＊2. レーダークルーズコントロールを使用していない場合でも、車線維持支援機能以外の車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能、ふらつき警報機能は作動します。　■高速道路や自
動車専用道路でご使用ください。　■レーントレーシングアシストは自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ステアリング操作で進路
を修正し、安全運転を心がけてください。　■車線逸脱警報機能（車線維持支援機能中は除く）、車線逸脱抑制機能、ふらつき警報機能は約50km/h以上で作動します。　■例えば次のような条件下では、車線維
持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能が正常に作動しない場合があるため、使用しないでください。　●車線と見間違えるような路側構造物がある時（ガードレール、反射ポールなど）　●分合流付
近を走行中　●急カーブを走行中　●雨・雪・霧などで車線が見えにくい時 など　■例えば次のような条件下ではシステムの作動条件が満たされず車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能の作動
をキャンセルする場合があります。　●車線を見失った時　●ドライバーの追加運転操作を検知した時（ステアリング、ブレーキ、アクセルの操作など） など　■車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は走路の境
界がはっきり見えない場合、または直線的ではない場合には正常に作動しない場合があります。　■故意に車線から逸脱して走行するなど、システムの作動を確認する行為はたいへん危険です。絶対におやめくだ
さい。　■車線維持支援機能が先行車に追従する支援を行う場合、先行車が車線を右、または左に片寄って走行、または車線変更した時は、先行車の位置に合わせて自車も片寄って走行し、レーンをはみ出すおそ
れがあります。先行車がふらついた時は、自車もふらついて走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。

P008　▶プリクラッシュセーフティ
■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。　■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本
機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。　

P008　▶レーダークルーズコントロール
■車間距離制御は状況により限界があります。システムを過信せず、安全運転をお願いします。　■システムの設定上限速度は撤廃されています。設定速度は、制限速度、交通の流れ、路面環境、天候などを考慮
して適切に設定してください。設定速度の確認は運転者が行う必要があります。　■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。　■高速道路や自動車専用道路でご使用
ください。詳しくは取扱書をご覧ください。

P008　▶ロードサインアシスト［RSA］
＊3. RSA：Road Sign Assist　■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

P008　▶アダプティブハイビームシステム［AHS］
＊4. AHS：Adaptive High-beam System　■自車速度約15km/h以上で作動します。　■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。
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P009-010　告知機能／安全確認・駐車
■写真は当該車両とは異なります。　■写真は作動イメージです。　■写真のレーダーの検知範囲はイメージです。

P009　▶ パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） 
■パーキングサポートブレーキは衝突被害軽減ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があり
ます。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。　■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。　■運転者自身でパーキングサポートブレーキの衝突被害軽減ブレーキ制御を試すことはおやめくださ
い。　■パーキングサポートブレーキの衝突被害軽減ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除され
るため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。

P009　▶ パーキングサポートブレーキ（後方接近車両） 
■パーキングサポートブレーキは衝突被害軽減ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があり
ます。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。　■パーキングサポートブレーキのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックガイドモ
ニターと合わせてご使用ください。　■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。　■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安
全を確認しながら運転してください。　■パーキングサポートブレーキの衝突被害軽減ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま後退できます。また、ブレーキペダルを踏んで
もブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで後退できます。

P010　▶ ブラインドスポットモニター［BSM］
＊1. BSM：Blind Spot Monitor　■検知対象の目安となる大きさは、小型の二輪車よりも大きな車両となります。一部の特殊な道路状況等では、静止物に対してもインジケーターが点灯する場合があります。　■
天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用になれない場合があります。　■ブラインドスポットモニターは、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。実際の車線変更時にはドライバー
自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。

P013　ボディカラー・内装色
■「メーカーオプション」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。
■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なりま
す。特にスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉は黒、紫など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。　
■「ブランノーブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。　■写真は特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”。
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029



349

344
345 343 322347

349

322 342

348

■架装部位

030 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。  Accessories & Customize モデリスタ

Photo：特別仕様車 S“TYPE GOLDⅢ”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。ボディカ
ラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキットⅢ for“TYPE GOLDⅢ”、アドバンスドフェイススタイル for“TYPE GOLDⅢ”、
20インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）[MODELLISTA WingDancerⅨ〈ブラック×
ポリッシュ〉]を装着しています。 ※写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異
なります。　



342 フロントスポイラー（スモークメッキ） 343 サイドスカート（スモークメッキ） 344 リヤスタイリングキットA（スモークメッキ）

340 MODELLISTAエアロキット Ⅲ for“TYPE GOLDⅢ”

［お得なセット価格］276,100円（消費税抜き251,000円） 4.0H 〈WA41〉 設定 除く電動サイドステップ（販売店装着オプション）付車　　 342 ＋ 343 ＋ 344 のセット

0.0H  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4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　
■ 設定  のない商品は、全車型に適用です。

031Accessories & Customize  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。  モデリスタ



341 MODELLISTAエアロキット Ⅳ for“TYPE GOLDⅢ”

［お得なセット価格］247,500円（消費税抜き225,000円） 3.9H 〈WA43〉 設定 除く電動サイドステップ（販売店装着オプション）付車　　 342 ＋ 343 ＋ 345 のセット

343 サイドスカート（スモークメッキ） 345 リヤスタイリングキットB（スモークメッキ）342 フロントスポイラー（スモークメッキ）

0.0H  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4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　
■ 設定  のない商品は、全車型に適用です。

032Accessories & Customize  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。  モデリスタ



342

343 サイドスカート
　　（スモークメッキ）

85,800 円（消費税抜き78,000 円）
1.5H〈WA47〉

色：全ボディカラー対応 
材質：樹脂（ポリプロピレン）＋スモークメッキ
地上高：オリジナルより約30mmダウン

設定  除く電動サイドステップ（販売店装着オ
プション）付車

342 フロントスポイラー
　　（スモークメッキ）

94,600 円（消費税抜き86,000 円）
0.7H〈WA45〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（PPE）＋スモークメッキ
地上高：オリジナルより約30mmダウン

343

0.0H  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4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　
■ 設定  のない商品は、全車型に適用です。

033Accessories & Customize

344 リヤスタイリングキットA（スモークメッキ）
115,500 円（消費税抜き105,000 円） 1.8H〈WA49〉
色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ポリプロピレン）＋スモークメッキ　
地上高：オリジナルより約25ｍｍダウン　サイズ：【スポーツマフラー】95×75mmスクエアデュアル
※装着の際、バンパー加工が必要となります。　※塗り分け部分はブラック〈202〉となります。

345 リヤスタイリングキットB（スモークメッキ）
85,800 円（消費税抜き78,000 円） 1.7H〈WA51〉
色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ポリプロピレン）＋スモークメッキ　
地上高：オリジナルより約25ｍｍダウン　サイズ：【マフラーカッター】95×75ｍｍスクエアデュアル
※装着の際、バンパー加工が必要となります。　※塗り分け部分はブラック〈202〉となります。
※マフラーカッターの排気は片側のみです。もう一方はダミーとなります。

344 345

モデリスタ  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。  



点灯時 消灯時

346 アドバンスドフェイススタイル for“TYPE GOLDⅢ”

［お得なセット価格］177,100円（消費税抜き161,000円）　　 347 ＋ 348 ＋ 349 のセット

T-Connect SDナビゲーションシステム（メーカーオプション）無車 3.4H 〈WB52〉　T-Connect SDナビゲーションシステム（メーカーオプション）付車 3.9H 〈WB53〉

349 ヘッドライトガーニッシュ（スモークメッキ）347 シグネチャーイルミブレード（スモークメッキ） 348 フロントグリルカバー（スモークメッキ）

0.0H  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4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　
■ 設定  のない商品は、全車型に適用です。

034Accessories & Customize 034モデリスタ  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。  



点灯時 消灯時

347 シグネチャーイルミブレード
　　（スモークメッキ）

93,500 円（消費税抜き85,000 円）
T-Connect SDナビゲ ー ション シス テム

（メーカーオプション）無車 2.3H〈WB55〉
T-Connect SDナビゲ ー ション シス テム

（メーカーオプション）付車 2.8H〈WB56〉

材質：樹脂（ABS、アクリル）
　　　+スモークメッキ

349 ヘッドライトガーニッシュ
　　（スモークメッキ）

36,300 円（消費税抜き33,000 円）
0.5H〈WB57〉

材質：樹脂（ABS）+スモークメッキ

322 20インチ アルミホイール
　　＆タイヤセット（ロックナット付）

1 台分 412,500 円 （消費税抜き 375,000
円） 0.5H〈WB01〉

MODELLISTA WingDancerⅨ〈ブラック×ポ
リッシュ〉＆ヨコハマタイヤ
BluEarth RV-03
サイズ：20×8.5J＆245/40R20

※ON/OFFスイッチはございません。LEDイル
ミネーションはイグニッション連動で点灯し
ます。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

※価格には、ナット、センターキャップ、バル
ブ、ロックナット、専用パターンキーも含まれ
ます。

348 フロントグリルカバー
　　（スモークメッキ）

60,500 円（消費税抜き55,000 円）
0.6H〈WB54〉

材質：樹脂（ABS）+スモークメッキ

※塗り分け部分はガンメタリック〈11BK12〉
となります。

0.0H  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4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　
■ 設定  のない商品は、全車型に適用です。

035Accessories & Customize 035モデリスタ  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。  
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