
ONLINE CATALOGUE
オンラインカタログ



 高級車ではあるけれど、贅沢ではない。

 美しくあるけれど、華美ではない。

 いつの 時代もTOYOTA 最新の技術と性能を搭載し、

 クルマの今を牽引し続ける一台。

 本当に信じられるものが求められる今、

 クラウンに息づく価 値は、あなたの中で 輝きを増すと思うのです。

「まだ早いかな」そんなあなたにこそ触れてほしい。

 ステアリングを握った時の高鳴りは、きっと正しい。

進化し続けるフラッグシップ。

クルマの最先 端が、ここにあります。



外装・内装



心を動かすスポーティなデザインと、五感に響く品質のインテリア

外装・内装



クラウン史上最高に、スポーティな一台。

外装・内装



伸びやかなサイドシルエットを演出する6ライトウインドウ、
ボディ全体を後方に絞り込んだスポーティな造形。

外装・内装



五感に響く品質を徹底して追求した内装。

外装・内装



五感に響く品質を徹底して追求した内装。

外装・内装



五感に響く品質を徹底して追求した内装。

外装・内装



室内スペース・収納



疲れにくさにこだわった後席シート。
ゆとりの後席空間＆シート / 
充電用USB端子（2個）

長時間のドライブも快適に過ごせる後席空間へ。最適な素材や座面形状をはじめ、疲れづらいシートを徹底して追求しました。また、十分な前後席間距
離をキープし、膝まわりに心地よいゆとりを確保する後席は、フロントシート下の足入れスペースを広げたことで、さらなるゆとりを感じていただけます。ま
た、センターコンソール後部には、充電用USB端子（2個）を全車標準装備しています。

全車

＝標準装備

室内スペース・収納　UTILITY



ゴルフバッグは4個まで収納可能。ラゲージスペース
ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付）
※スペアタイヤ選択時は、ラゲージトレイ（トランクマット付）となります。
※アクセサリーコンセント選択時は、ラゲージボックスの形状が異なります。

3.5Lハイブリッド車

ラゲージボックス（トランクマット＋ラゲージトレイ付）

ラゲージトレイ（トランクマット付） 2.5Lハイブリッド車

2.0Lターボガソリン車

＝標準装備

室内スペース・収納　UTILITY



3 4

1 2
1  ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付）　

     ［3.5Lハイブリッド車］

4  ラゲージトレイ（トランクマット付）　［2.5Lハイブリッド車］3  ラゲージボックス（トランクマット＋ラゲージトレイ付）
　 ［2.0Lターボガソリン車］

2  ラゲージトレイ（トランクマット付）　［2.5Lハイブリッド車］

室内スペース・収納　UTILITY



機能・装備



ECOモード時

ガソリン車用（タコメーター付）

SPORT S+/SPORT Sモード時

ハイブリッド車用（ハイブリッドシステムインジケーター付）

先進的かつ視認性に優れたメーター。
オプティトロン2眼メーター
全車
＝標準装備

機能・装備　COCKPIT



マルチインフォメーションディスプレイは
ステアリングスイッチで切替可能。

燃費表示
レーダークルーズ
コントロール表示

ロードサインアシスト表示

運転に必要な情報をメーター内の大型液晶画面に表示。
マルチインフォメーションディスプレイ（7インチTFTカラー）
全車
＝標準装備

機能・装備　COCKPIT



レーダークルーズコントロール接近警報表示

レーダークルーズコントロール表示

運転に必要な情報をウインドシールドガラスの視野内に投影。
カラーヘッドアップディスプレイ

G / G FourG-Executive / G-Executive FourRS Advance / RS Advance Four

RS / RS Four S / S Four B / B FourRS-B / RS-B Four
＝標準装備　 ＝メーカーパッケージオプション

機能・装備　COCKPIT





G / G Four

高速道路上に設置されたITSスポットと双方向
通信を図り、交通情報を提供。
ETC2.0ユニット（VICS機能付）

スマートフォンなどをワイヤレスで充電。
おくだけ充電
トレイ寸法：タテ約175mm×ヨコ約85mm

グローブボックス内センターコンソール小物入内

G-Executive / G-Executive FourRS Advance / RS Advance Four RS-B / RS-B Four、B / B Fourを除く全車
＝メーカーオプション

機能・装備　COCKPIT



前席乗員それぞれの快適温度に調節可能。
左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（前席集中モード、花粉除去モード付）

前席のみの空調制御を行う「前席集中モード」を搭載し、低燃費に
貢献。また、ガソリン車は蓄冷エバポレーターを内蔵。アイドリングス
トップ中でも冷たい空気を送り、室内の温度上昇を抑制します。

G-Executive / G-Executive Fourを除く全車

エアコン操作画面&コントロールパネル（画面はイメージです）

＝標準装備

機能・装備　COMFORT



乗車時

設定位置にスライド

降車時

後方にスライド

G / G Four

RS Advance / RS Advance Four

G-Executive / G-Executive Four
乗降時に、運転席が自動的にスライド。
パワーイージーアクセスシステム（運転席）

＝標準装備

機能・装備　COMFORT





室内を爽やかな空気環境へ。
「ナノイー X」

「ナノイー X」は、「ナノイー」の10倍の量のOHラジカルを含む微粒
子イオンです。センターレジスターの運転席側吹出し口から室内へ
放出され、車室内を快適な空気環境に導く「ナノイー」がさらに進化
しました。

全車
＝標準装備

機能・装備　COMFORT



室内の随所に配したLED照明でお出迎え。
前席の天井照明にはタッチスイッチを採用。
室内イルミネーション

前席天井LED照明（タッチセンサー式）

機能・装備　COMFORT



半ドア状態でも確実に閉めるサポート機能。
イージークローザー

ラゲージドアのみ
RS Advance / RS Advance Four

G / G Four

RS / RS Four

S / S Four

全ドア
G-Executive / G-Executive Four

G / G Four

RS Advance / RS Advance Four
＝標準装備　 ＝メーカーパッケージオプション

機能・装備　COMFORT



ライン発光を採用し、際立つスポーティな眼差し。
3眼LEDヘッドランプ＋
LEDクリアランスランプ
（デイライト機能/おもてなし照明付）＋
ヘッドランプクリーナー

切れ長でシャープな外形の中に、3眼の輝きが際立つヘッドランプ。車両周辺が暗い時、
ドアを解錠するとLEDクリアランスランプが自動点灯し、乗る方を快くお迎えします。

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four G / G FourRS / RS Four
＝標準装備

機能・装備　EXTERIOR



フルLEDがもたらす良好な視界。
Bi-Beam LEDヘッドランプ＋
LEDクリアランスランプ　

RS-B / RS-B Four S / S Four B / B Four
＝標準装備

機能・装備　EXTERIOR



流れるような光で、周囲からの被視認性向上に寄与。
LEDシーケンシャルターンランプ（フロント・リヤ）

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four G / G FourRS / RS Four
＝標準装備

機能・装備　EXTERIOR



停電などの非常時に
電気製品が使える。

非常時給電システムの使い方

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）

電力供給時間

約5.5日
（ガソリン満タン／消費電力400W時）
※クラウン（3.5L ハイブリッド車）の場合

コンセント（AC100V・1500W）をセンターコンソール内に設置。AC100Vで最大消費電力1500W以下の
電気製品を使用できます。災害などによる非常時に電力が必要なとき給電ができます。
【AC100V・1500W/非常時給電システム付は3.5Lハイブリッド車にメーカーオプション（AC100V・1500Wは2.5Lハイブリッド車にメーカーオプション）】

コンセントを安全にお使いいただく上での注意事項
［電源コード／配線］　■たこ足配線はコードが発熱する可能性があります。　■異常な発熱を感じたらただちに使用を中止してください。
［使用する電気製品］　■使用する電気製品の取扱書の注意事項に従ってください。一般の電気製品の多くは自動車内や屋外での使用は想定されていないため、次のような問題が発生する可能性があります。
●走行中の振動で故障する可能性　●特に外気温が低いときや高いときでは、故障や作動不良になる可能性　●水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性　■防水仕様の電気製品を除き、雨や
水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。　■車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあるため、医療機器は使用しないでください。　■次のような電気製品は正しく作動し
ないおそれがあります。　 ●起動時の電力が大きい電気製品　●精密なデータ処理をする計測機器　●きわめて安定した電力供給を必要とする電気製品
［使用する電気製品の消費電力］　■合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。　■定格消費電力合計が1500W以下であっても、起動時等に大
きな電力を必要とする電気製品があります。その場合は、保護機能が作動して、給電機能が停止します。　■定格消費電力が大きな電気製品（ホットプレートなど）の中には、コンセントを単独で使うことを必須として
いるものがあります。その場合、他の電気製品と併用しないでください。
［使用する電気製品の作動周波数］　■工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください。
（クラウンの場合、60Hzに設定されています。）

車外の電気製品と接続してご使用になる場合は次の項目にもご注意ください
［車両の安全確保］　■エンジンが作動することがあるため、次のことをお守りください。特に、車外に電源コードを引き出して使用する場合は、誤って車両を発進させないようにご注意ください。　●使用中は車両
から離れないでください。　●誤って手を入れないようにボンネットは閉めてください。　●シフトはPポジションにして、パーキングブレーキを作動させてください。　●地面が固く平らな場所に駐車し、できれば輪
止めを設置してください。　●必要に応じて、メカニカルキーでドアロックしてください。　■落雷の可能性がある天候の時はコンセントを使用しないでください。使用中、雷に気づいたときには使用を停止してください。
■一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
［電源コード／配線］　■コードリールを使う場合、コードが発熱する可能性がありますので、コードはリールからすべて引き出してご使用ください。　■車外に電源コードを引き出して使用する場合は、雨水の浸入
などにご注意ください。コンセントに雨水が付着した場合は、乾燥させてから使用してください。　■電源コードをドアなどに挟まないようご注意ください。
［換気］　■エンジンが作動することがあります。給排気設備のない車庫内などの換気の悪い場所や囲まれた場所（雪が積もった場所）などでは、酸素欠乏のおそれや、排気ガスが充満したり滞留したりするおそれ
がありますので、使用しないでください。
［外気温が高いとき］　■炎天下など、車内が高温になる状態で使用すると、給電機能が停止することがあります。その場合は、車両を日陰等に移動したり、エアコンを使用するなどして室内温度を下げてください。
［外気温が低いとき］　■特に外気温が低いときは、給電機能が作動できないことがあります。その場合は、車両を走行させるなどし、車両を暖めると使用できる可能性があります。
［エアコンの使用に関する警告］　■非常時給電システムの使用中は、お子様や介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。エアコンを使用していても、システムの自動停止等により室内が高温、また
は低温になる場合があり、熱中症・脱水症状・低体温症になり、重大な障害に及ぶか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

ガソリンを
電気に変換！

長期間の災害時に
役立つ電源！

ブレーキを踏まずに、パワースイッチを2回押して「ONモード」
状態にします。

READYインジケーターが点灯していないことを確認し、
AC100Vスイッチを3回連続で押してください。
AC100Vスイッチを押す間隔が1秒以上あかないように、連続して押してください。

マルチインフォメーションディスプレイに非常時給電モードの
説明が表示されたことを確認してください。

フタを開けて、電気製品の電源プラグをコンセントの奥まで
しっかり差し込んでください。
アース線のある電気製品を使用するときは、アース線をアース端子に接続してください。

2

1

3

4

災害時に自宅へ
給電できます。

どんなときでも
温かい食事を。
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機能・装備　Power Supply



停電などの非常時に
電気製品が使える。

非常時給電システムの使い方

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）

電力供給時間

約5.5日
（ガソリン満タン／消費電力400W時）
※クラウン（3.5L ハイブリッド車）の場合

コンセント（AC100V・1500W）をセンターコンソール内に設置。AC100Vで最大消費電力1500W以下の
電気製品を使用できます。災害などによる非常時に電力が必要なとき給電ができます。
【AC100V・1500W/非常時給電システム付は3.5Lハイブリッド車にメーカーオプション（AC100V・1500Wは2.5Lハイブリッド車にメーカーオプション）】

コンセントを安全にお使いいただく上での注意事項
［電源コード／配線］　■たこ足配線はコードが発熱する可能性があります。　■異常な発熱を感じたらただちに使用を中止してください。
［使用する電気製品］　■使用する電気製品の取扱書の注意事項に従ってください。一般の電気製品の多くは自動車内や屋外での使用は想定されていないため、次のような問題が発生する可能性があります。
●走行中の振動で故障する可能性　●特に外気温が低いときや高いときでは、故障や作動不良になる可能性　●水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性　■防水仕様の電気製品を除き、雨や
水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。　■車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあるため、医療機器は使用しないでください。　■次のような電気製品は正しく作動し
ないおそれがあります。　 ●起動時の電力が大きい電気製品　●精密なデータ処理をする計測機器　●きわめて安定した電力供給を必要とする電気製品
［使用する電気製品の消費電力］　■合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。　■定格消費電力合計が1500W以下であっても、起動時等に大
きな電力を必要とする電気製品があります。その場合は、保護機能が作動して、給電機能が停止します。　■定格消費電力が大きな電気製品（ホットプレートなど）の中には、コンセントを単独で使うことを必須として
いるものがあります。その場合、他の電気製品と併用しないでください。
［使用する電気製品の作動周波数］　■工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください。
（クラウンの場合、60Hzに設定されています。）

車外の電気製品と接続してご使用になる場合は次の項目にもご注意ください
［車両の安全確保］　■エンジンが作動することがあるため、次のことをお守りください。特に、車外に電源コードを引き出して使用する場合は、誤って車両を発進させないようにご注意ください。　●使用中は車両
から離れないでください。　●誤って手を入れないようにボンネットは閉めてください。　●シフトはPポジションにして、パーキングブレーキを作動させてください。　●地面が固く平らな場所に駐車し、できれば輪
止めを設置してください。　●必要に応じて、メカニカルキーでドアロックしてください。　■落雷の可能性がある天候の時はコンセントを使用しないでください。使用中、雷に気づいたときには使用を停止してください。
■一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
［電源コード／配線］　■コードリールを使う場合、コードが発熱する可能性がありますので、コードはリールからすべて引き出してご使用ください。　■車外に電源コードを引き出して使用する場合は、雨水の浸入
などにご注意ください。コンセントに雨水が付着した場合は、乾燥させてから使用してください。　■電源コードをドアなどに挟まないようご注意ください。
［換気］　■エンジンが作動することがあります。給排気設備のない車庫内などの換気の悪い場所や囲まれた場所（雪が積もった場所）などでは、酸素欠乏のおそれや、排気ガスが充満したり滞留したりするおそれ
がありますので、使用しないでください。
［外気温が高いとき］　■炎天下など、車内が高温になる状態で使用すると、給電機能が停止することがあります。その場合は、車両を日陰等に移動したり、エアコンを使用するなどして室内温度を下げてください。
［外気温が低いとき］　■特に外気温が低いときは、給電機能が作動できないことがあります。その場合は、車両を走行させるなどし、車両を暖めると使用できる可能性があります。
［エアコンの使用に関する警告］　■非常時給電システムの使用中は、お子様や介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。エアコンを使用していても、システムの自動停止等により室内が高温、また
は低温になる場合があり、熱中症・脱水症状・低体温症になり、重大な障害に及ぶか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

ガソリンを
電気に変換！

長期間の災害時に
役立つ電源！

ブレーキを踏まずに、パワースイッチを2回押して「ONモード」
状態にします。
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アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）

電力供給時間

約5.5日
（ガソリン満タン／消費電力400W時）
※クラウン（3.5L ハイブリッド車）の場合

コンセント（AC100V・1500W）をセンターコンソール内に設置。AC100Vで最大消費電力1500W以下の
電気製品を使用できます。災害などによる非常時に電力が必要なとき給電ができます。
【AC100V・1500W/非常時給電システム付は3.5Lハイブリッド車にメーカーオプション（AC100V・1500Wは2.5Lハイブリッド車にメーカーオプション）】

コンセントを安全にお使いいただく上での注意事項
［電源コード／配線］　■たこ足配線はコードが発熱する可能性があります。　■異常な発熱を感じたらただちに使用を中止してください。
［使用する電気製品］　■使用する電気製品の取扱書の注意事項に従ってください。一般の電気製品の多くは自動車内や屋外での使用は想定されていないため、次のような問題が発生する可能性があります。
●走行中の振動で故障する可能性　●特に外気温が低いときや高いときでは、故障や作動不良になる可能性　●水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性　■防水仕様の電気製品を除き、雨や
水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。　■車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあるため、医療機器は使用しないでください。　■次のような電気製品は正しく作動し
ないおそれがあります。　 ●起動時の電力が大きい電気製品　●精密なデータ処理をする計測機器　●きわめて安定した電力供給を必要とする電気製品
［使用する電気製品の消費電力］　■合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。　■定格消費電力合計が1500W以下であっても、起動時等に大
きな電力を必要とする電気製品があります。その場合は、保護機能が作動して、給電機能が停止します。　■定格消費電力が大きな電気製品（ホットプレートなど）の中には、コンセントを単独で使うことを必須として
いるものがあります。その場合、他の電気製品と併用しないでください。
［使用する電気製品の作動周波数］　■工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください。
（クラウンの場合、60Hzに設定されています。）

車外の電気製品と接続してご使用になる場合は次の項目にもご注意ください
［車両の安全確保］　■エンジンが作動することがあるため、次のことをお守りください。特に、車外に電源コードを引き出して使用する場合は、誤って車両を発進させないようにご注意ください。　●使用中は車両
から離れないでください。　●誤って手を入れないようにボンネットは閉めてください。　●シフトはPポジションにして、パーキングブレーキを作動させてください。　●地面が固く平らな場所に駐車し、できれば輪
止めを設置してください。　●必要に応じて、メカニカルキーでドアロックしてください。　■落雷の可能性がある天候の時はコンセントを使用しないでください。使用中、雷に気づいたときには使用を停止してください。
■一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
［電源コード／配線］　■コードリールを使う場合、コードが発熱する可能性がありますので、コードはリールからすべて引き出してご使用ください。　■車外に電源コードを引き出して使用する場合は、雨水の浸入
などにご注意ください。コンセントに雨水が付着した場合は、乾燥させてから使用してください。　■電源コードをドアなどに挟まないようご注意ください。
［換気］　■エンジンが作動することがあります。給排気設備のない車庫内などの換気の悪い場所や囲まれた場所（雪が積もった場所）などでは、酸素欠乏のおそれや、排気ガスが充満したり滞留したりするおそれ
がありますので、使用しないでください。
［外気温が高いとき］　■炎天下など、車内が高温になる状態で使用すると、給電機能が停止することがあります。その場合は、車両を日陰等に移動したり、エアコンを使用するなどして室内温度を下げてください。
［外気温が低いとき］　■特に外気温が低いときは、給電機能が作動できないことがあります。その場合は、車両を走行させるなどし、車両を暖めると使用できる可能性があります。
［エアコンの使用に関する警告］　■非常時給電システムの使用中は、お子様や介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。エアコンを使用していても、システムの自動停止等により室内が高温、また
は低温になる場合があり、熱中症・脱水症状・低体温症になり、重大な障害に及ぶか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
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しっかり差し込んでください。
アース線のある電気製品を使用するときは、アース線をアース端子に接続してください。
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停電などの非常時に
電気製品が使える。

非常時給電システムの使い方

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）

電力供給時間

約5.5日
（ガソリン満タン／消費電力400W時）
※クラウン（3.5L ハイブリッド車）の場合

コンセント（AC100V・1500W）をセンターコンソール内に設置。AC100Vで最大消費電力1500W以下の
電気製品を使用できます。災害などによる非常時に電力が必要なとき給電ができます。
【AC100V・1500W/非常時給電システム付は3.5Lハイブリッド車にメーカーオプション（AC100V・1500Wは2.5Lハイブリッド車にメーカーオプション）】

コンセントを安全にお使いいただく上での注意事項
［電源コード／配線］　■たこ足配線はコードが発熱する可能性があります。　■異常な発熱を感じたらただちに使用を中止してください。
［使用する電気製品］　■使用する電気製品の取扱書の注意事項に従ってください。一般の電気製品の多くは自動車内や屋外での使用は想定されていないため、次のような問題が発生する可能性があります。
●走行中の振動で故障する可能性　●特に外気温が低いときや高いときでは、故障や作動不良になる可能性　●水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性　■防水仕様の電気製品を除き、雨や
水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。　■車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあるため、医療機器は使用しないでください。　■次のような電気製品は正しく作動し
ないおそれがあります。　 ●起動時の電力が大きい電気製品　●精密なデータ処理をする計測機器　●きわめて安定した電力供給を必要とする電気製品
［使用する電気製品の消費電力］　■合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。　■定格消費電力合計が1500W以下であっても、起動時等に大
きな電力を必要とする電気製品があります。その場合は、保護機能が作動して、給電機能が停止します。　■定格消費電力が大きな電気製品（ホットプレートなど）の中には、コンセントを単独で使うことを必須として
いるものがあります。その場合、他の電気製品と併用しないでください。
［使用する電気製品の作動周波数］　■工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください。
（クラウンの場合、60Hzに設定されています。）

車外の電気製品と接続してご使用になる場合は次の項目にもご注意ください
［車両の安全確保］　■エンジンが作動することがあるため、次のことをお守りください。特に、車外に電源コードを引き出して使用する場合は、誤って車両を発進させないようにご注意ください。　●使用中は車両
から離れないでください。　●誤って手を入れないようにボンネットは閉めてください。　●シフトはPポジションにして、パーキングブレーキを作動させてください。　●地面が固く平らな場所に駐車し、できれば輪
止めを設置してください。　●必要に応じて、メカニカルキーでドアロックしてください。　■落雷の可能性がある天候の時はコンセントを使用しないでください。使用中、雷に気づいたときには使用を停止してください。
■一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
［電源コード／配線］　■コードリールを使う場合、コードが発熱する可能性がありますので、コードはリールからすべて引き出してご使用ください。　■車外に電源コードを引き出して使用する場合は、雨水の浸入
などにご注意ください。コンセントに雨水が付着した場合は、乾燥させてから使用してください。　■電源コードをドアなどに挟まないようご注意ください。
［換気］　■エンジンが作動することがあります。給排気設備のない車庫内などの換気の悪い場所や囲まれた場所（雪が積もった場所）などでは、酸素欠乏のおそれや、排気ガスが充満したり滞留したりするおそれ
がありますので、使用しないでください。
［外気温が高いとき］　■炎天下など、車内が高温になる状態で使用すると、給電機能が停止することがあります。その場合は、車両を日陰等に移動したり、エアコンを使用するなどして室内温度を下げてください。
［外気温が低いとき］　■特に外気温が低いときは、給電機能が作動できないことがあります。その場合は、車両を走行させるなどし、車両を暖めると使用できる可能性があります。
［エアコンの使用に関する警告］　■非常時給電システムの使用中は、お子様や介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。エアコンを使用していても、システムの自動停止等により室内が高温、また
は低温になる場合があり、熱中症・脱水症状・低体温症になり、重大な障害に及ぶか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

ガソリンを
電気に変換！

長期間の災害時に
役立つ電源！

ブレーキを踏まずに、パワースイッチを2回押して「ONモード」
状態にします。

READYインジケーターが点灯していないことを確認し、
AC100Vスイッチを3回連続で押してください。
AC100Vスイッチを押す間隔が1秒以上あかないように、連続して押してください。

マルチインフォメーションディスプレイに非常時給電モードの
説明が表示されたことを確認してください。

フタを開けて、電気製品の電源プラグをコンセントの奥まで
しっかり差し込んでください。
アース線のある電気製品を使用するときは、アース線をアース端子に接続してください。
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災害時に自宅へ
給電できます。

どんなときでも
温かい食事を。
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機能・装備　Power Supply



走行性能



フロントシートの位置を後退させ、さらに重心高を低く設定。フロント部分の軽量化と合わせて
ドライバーをクルマの重心点に近づけることで、クルマとの一体感を生み出しています。

クルマの重心点に近づけたドライビングポジション

走行性能　TNGA PLATFORM ＆ BODY STRUCTURE



上下左右に視界を広げた運転席
低フード化により、車両感覚を把握しやすい前方視界を実現。さらにフロントピラーをスリム化し、
ドアミラーの配置を前方視界に配慮することで、左右に広い視界も確保しています。

走行性能　TNGA PLATFORM ＆ BODY STRUCTURE



最小回転半径

5.3m
1,800mm

道幅が狭く小回りが必要とされる日本の交通環境で運転しやすいパッケージです。

日本の道に適した取り回し

走行性能　TNGA PLATFORM ＆ BODY STRUCTURE



軽量かつ高強度な超高張力鋼板（ホットスタンプ材等）を骨格部材に
使用しつつ、慣性モーメントに影響を与える車両重心点から遠い位置
の部材（エンジンフード、フロントフェンダー、フロントサスペンション
タワー）にアルミニウムを採用。また、重心高を低くし、慣性モーメント
を低減することで、コーナリング性能に優れたボディとしました。

コーナリング性能を高める軽量ボディ

ブレーキペダルの踏込角やペダルストロークに対するアシストを最適化。また、3.5
Ｌハイブリッド車は、より強い制動力を得るため、フロントに対向4ピストンアルミモ
ノブロックキャリパーを採用しています。

安定感のある制動力を発揮するブレーキ

静粛性を高めるために、広範囲にわたる防音材の最適配置や新ウレタン素材フー
ドサイレンサーの採用、ドアミラーの最適形状化などを実施。また、エンジンこもり
音をスピーカーからの制御音で打ち消し、静粛性を一段と向上させる「アクティブノ
イズコントロール」を全車に採用しています。

クラウンの遮音・防音対策

［フロント：ハイマウントマルチリンクサスペンション］
路面や操舵の入力に対し、より微細に動きをコントロールできるダブルジョイント式
上下4本アーム構造を採用。ステアリングの切り始めから手応えのあるハンドリング
を実現するために、各アームの配置を最適化しています。また、旋回時の横力に対す
る高い剛性を確保。微小な操舵入力からも応答します。

［リヤ：マルチリンクサスペンション］
サスペンションアームのジオメトリーを最適配置することで、フロントと合わせて高
いロール剛性を確保し、コーナリングでの安定感と快適な乗り心地を実現。また、フ
ロントとともにサスペンションの上下ストロークで発生する摩擦力を大幅に低減し、
しなやかな乗り心地と路面追従性を実現しました。

［アブソーバー］
AVSを採用することで、より素早く減衰力の切り替えを行い、フラットな乗り心地を
向上させています。

意のままの走りを具現化するサスペンション

ステアリング操作に対してボディのねじれ現象を抑制するために、「キャビン環状骨
格」や「リヤボディ環状骨格」などの環状骨格構造をはじめ、結合剛性を高める「レーザ
ースクリューウェルディング（LSW）」や構造用接着材などを採用。また、RS Advance 
2.0Lターボガソリン車は、パフォーマンスダンパー®（リヤ）、リヤフロアパネルブレース
を追加装着。高速走行時の優れた直進安定性や操縦安定性も実現しています。

応答性を高める強靱なボディ

走行性能　TNGA PLATFORM ＆ BODY STRUCTURE



さまざまな走行シーンや路面状況で、
ドライバーに安心して走れる歓びを提供。

高速道路を走行中、強い横風を受けても、
高い直進安定性を確保。

急なカーブに差し掛かり、不安定な挙動に
なりそうな場合での走行安定性に貢献。

濡れた滑りやすい路面でも4輪の
トラクションを最適に配分し、スリップを抑制。

高速道路
横風を受けても真っ直ぐ走る。

急カーブ
安定したコーナリング。

悪路（雨天時・雪道）
スリップを抑える。

クラウンの4WDは雪道や悪路の走破性だけではなく、いかなるシチュエーションであってもドライバーが意
のままに車両を操れることに重きを置いて開発したシステムです。センターデフ搭載のフルタイム4WDの採
用により、2.5Lダイナミックフォースエンジンのパワーが余すところなく路面に伝えられ、ハイブリッドカーな
らではのレスポンスとスムーズな加速が向上。さらにTNGAに基づく低重心なFRプラットフォームとの相乗
効果により、優れた走行安定性を実現しました。また、前後輪に豊かな動力を配分するトランスファーには、小型・
軽量化したトルセン®LSDを採用。通常は前後輪のトルクを40：60で配分し、走行条件に応じて前後輪に30
：70から50：50の間で瞬時にトルク配分。自然かつダイナミックな操縦感覚をもたらします。

さらなる安定性と楽しさを実現。
ハイブリッドフルタイム4WD

走行性能　DYNAMICS ＆ CONTROL



ダイナミックな加速を楽しみたい時、穏やかに走りたい時、スポーツか
らエコまで、走行シーンやドライバーの気分に合わせて走りのテイス
トをチェンジできます。センターコンソール上に配置しているドライブモー
ドセレクトスイッチで切替可能です。

走りのテイストを自由に選択。
ドライブモードセレクト

SPORT、SPORT S、SPORT S+の各モード時は、迫力あるエンジンサウンドを演出します。POINT

ドライブモードセレクトの制御
パワートレーン ステアリング エアコン

AVS非装着車
［RS / RS Four、
RS-B / RS-B Four、
S / S Four、
B / B Four］

ECO 穏やかな加速 標準状態 燃費優先

NORMAL 標準状態

SPORT 鋭い加速 スポーツ制御 標準状態

パワートレーン シャシー エアコン

AVS装着車
［RS Advance / 
RS Advance Four、
G-Executive / 
G-Executive Four、
G / G Four ］

ECO 穏やかな加速 標準状態 燃費優先

COMFORT 標準状態  コンフォート制御（乗り心地重視） 標準状態

NORMAL 標準状態

SPORT S 鋭い加速 標準状態

SPORT S + 鋭い加速 スポーツ制御 標準状態

CUSTOM  各モードを自分好みの組み合わせに設定可能

全車 SNOW 雪道など滑りやすい路面に適したモード

走行性能　DYNAMICS ＆ CONTROL



VDIM制御イメージ

VGRS（ギヤ比可変ステアリング）［3.5Lハイブリッド車のみ］

前輪の切れ角（イメージ）

VGRS高速走行時のイメージ

ステアリングの操舵角
（一定の速度・タイヤ切れ角に
対する操舵角）

トラクションの懸かりづらい路面状況において、制御が行われていることを意識させずに、
ドライバーの想定した走行ラインへ、より自然に車両をコントロールしていきます。

ステアリング操作時、車速に
応じてギヤ比を変更し前輪
の切れ角を最適に制御。

ドライバーの想定するライン
VDIMによる制御イメージ
VSC、TRC、ABSによる制御イメージ

エンジン、ブレーキ、ステアリングなどの機能をひとつのシ
ステムとして統合制御することで、高い予防安全性と理想
的な運動性能を両立させる、先進の車両運動制御システ
ムです。従来のEBD付ABS、VSC、TRC、EPSがそれぞれ
限界付近で制御を開始するのに対して、VDIMはより早く、
限界領域にいたる前に制御を開始して、クルマの挙動をより
スムーズにコントロールします。また、3.5L車には、VGRSと
EPSを用いて前輪の切れ角と操舵トルクを最適に制御す
るアクティブステアリング統合制御も搭載しています。

「走る・曲がる・止まる」を統合的にコントロールし、優れた走行安定性を。
VDIM / VDIM（アクティブステアリング統合制御付）

【VDIM：3.5Lハイブリッド車を除く全車に標準装備。VDIM（アクティブステアリング統合制御付）：3.5Lハイブ
リッド車に標準装備】
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コーナープレビュー制御イメージ

コーナー情報を確認

コーナーに入る直前で減衰力を適正化

優れたコーナリング性能を確保

コーナー終了と同時に制御も終了

■コーナーが連続する時は、次のコーナープレビュー制御を開始

1

2

3

4

1 2

3

4

減衰力を適正化

コーナリング時に安定感をもたらす。
NAVI・AI-AVS

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four

状況に応じて減衰力を制御するサスペンション
システム「AVS」と、ナビゲーションシステムを融
合。ナビゲーションコンピューターより受信した車
両前方のコーナー情報をもとに、あらかじめショ
ックアブソーバーの減衰力を最適に制御し、コ
ーナリング時の安定感をもたらします。

＝標準装備

走行性能　DYNAMICS ＆ CONTROL



安全性能



・プリクラッシュセーフティ
 【ぶつからないをサポート】
・レーントレーシングアシスト
 【高速道路のクルージングをサポート】
・レーダークルーズコントロール
 【ついていくをサポート】
・アダプティブハイビームシステム／オートマチックハイビーム
 【夜間の見やすさをサポート】
・ロードサインアシスト
 【標識の見逃し防止をサポート】

進化を続ける次世代の予防安全パッケージ Toyota Safety Sense

5つの先進機能が、事故の起こりやすい
多くの状況でドライバーをサポート。

POINT 1

ミリ波レーダー単眼カメラ

2種類のセンサーで
高い認識性能と信頼性を両立。

POINT 2

安全性能　Toyota Safety Sense



多数の先進安全技術を搭載したクラウンは、「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。自動（被害軽減）ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトなど安全運転を
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。

安全性能　Toyota Safety Sense



ブザー音　

ブレーキ !

［昼間、自転車が車道を横断した時も検知。］

ブザー音　

ブレーキ !

［昼間はもちろん、夜間の歩行者も検知。］

衝突回避・被害軽減をサポート。
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。プリクラッシュブレーキは歩行者や自転車運転者に対しては自車が約
10～80km/hの速度域で作動し、たとえば、歩行者との速度差が約40km/hの場合には、衝突回避または被害軽減をサポートします。また、車両に対しては自車が約10km/h以上で作動。たとえば、停
止車両に対し自車の速度が約50km/hの場合は、衝突回避または被害軽減をサポートします。なお、対向車に対しては減速して衝突時の速度低減をサポートします。

■直進時の車両・歩行者（昼夜）・自転車運転者（昼）検知機能

ぶつからないをサポート。
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） 全車

＝標準装備
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ドライバーによる回避操舵

警報

車両安定性確保
自車線からの逸脱抑制支援

歩行者、自転車運転者、車両と衝突する可能性が高く、自車線内に回避するための十分なスペースがあるとシステムが判断した場合で、
ドライバーの回避操舵があった時、操舵支援を行い、車両安定性確保と車線逸脱抑制に寄与します。

■ドライバーによる回避操舵をきっかけに操舵と車線逸脱抑制をサポート。

＝標準装備

ぶつからないをサポート。
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） 全車
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［自車右折時、直進してくる対向車を検知。］

［自車右左折時、対向方向から横断してきた歩行者も検知。］

ブザー音　

ブレーキ !

交差点での検知にも対応。
交差点、右左折時に直進してくる対向車および右左折時に対向方向から横断してくる歩行
者をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。ブザーと表示で衝突の可能性を知らせ、そ
の後プリクラッシュブレーキを作動。衝突回避または被害軽減をサポートします。

■交差点右折時の対向直進車、右左折時の
　対向方向から来る横断歩行者検知機能

低速時の自車の直前にいる歩行者、自転車運転者、車両をミリ波レーダーと単眼カメラ
で認識。前方に対象物がある状態で、停車または徐行状態からアクセルペダルが必要以上
に強く踏み込まれた場合には、エンジン出力を抑制または弱いブレーキをかけることで
加速を抑制し、衝突回避または被害軽減をサポートします。

■ 低速時の自車直前にいる歩行者・
　自転車運転者・車両との
　衝突回避・被害軽減をサポート。

＝標準装備

ぶつからないをサポート。
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） 全車
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ブザー音 レーントレーシング
アシストスイッチ

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］ 全車

車線の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。渋滞時
など白線（黄線）が見えにくい、または見えない場合も、先行車を追従してス
テアリング操作を支援します。

車線をはみ出しそうな時は、ブザー&ディスプレイ表示に加え、ステアリング操
作の一部を支援。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。

＝標準装備
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レーダークルーズ
コントロール /車間
距離切替スイッチ

車速に応じて追従支援してくれるので、ロングドライブも快適。 高速道路での渋滞やノロノロ運転がラクに。

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） 全車

ミリ波レーダーと単眼カメラで先行車を認識し、車速に応じた車間距離
を保ちながら追従走行を支援します。

先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保持、先行車が発進し
た時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開します。

レーダークルーズコントロールで走行中、システムが必要と判断した場合、ステアリングの切り始めで速度抑制を開始し、
同時にディスプレイでシステム作動中であることをお知らせします。

カーブ速度抑制機能

＝標準装備
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LEDの配光範囲を細やかに制御し、先行車や対向車に光が当たる部分だけを自動的に遮光するので、
ハイビームでの走行頻度がより向上します。

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］

＝標準装備

RS Advance / RS Advance Four

G-Executive / G-Executive Four G / G Four

RS / RS Four
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HIGH

LOW

ハイビームとロービームを自動で切り替え。遠くまで照らせるハイビームでの走行頻度が高まり、夜間の歩行者や障害物などの
早期発見をサポートします。また、ヘッドライトの切替忘れ防止をサポートするほか、手動操作の煩わしさも軽減します。

オートマチックハイビーム［AHB］

＝標準装備

RS-B / RS-B Four S / S Four B / B Four
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認識する道路標識例

最高速度 車両進入禁止はみ出し
通行禁止

最高速度標識認識時 最高速度超過時

一時停止

マルチインフォメーションディスプレイ表示例

［マルチインフォメーションディスプレイ表示］
速度規制値を超えた場合などには、表示の反転とブザーでお知らせする機能もあります。

画面はカラーヘッドアップ
ディスプレイ表示例

交差点での「うっかり出遅れ」をブザー＆ディスプレイ表示でお知らせします。

Toyota Safety Sense の付帯機能

前のクルマの発進をお知らせ。
先行車発進告知機能［TMN］

標識の見逃し防止をサポート。
ロードサインアシスト［RSA］ 全車

単眼カメラで道路標識を認識しディスプレイに表示します。

レーントレーシングアシスト制御中にドライバーの無操作状態が継続して
いる場合、音と表示と緩減速による警告でドライバーに操作を促すほか、ハ
ザードとホーンで車外に異常を報知しながら自車線内に減速停車し、自損･
加害事故の回避･事故被害低減を支援します。停車後は、ドア解錠やヘルプ
ネット®自動接続による救命要請も行い、早期のドライバー救命･救護に寄
与します。

異常を察知して、ドライバーを救命救護。
ドライバー異常時対応システム 全車

＝標準装備

※カラーヘッドアップディプレイはRS Advance / RS Advance Four、G-Executive / G-Executive Four、G / G Fourに標準
装備。RS / RS Four、RS-B / RS-B Four、S / S Four、B / B Fourにメーカーパッケージオプション。

※
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ブザー音

ブレーキ !

ブザー音

ブレーキ !

車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加。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の出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動
（被害軽減）ブレーキが作動します。

踏み間違えてもサポート。
インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］ 全車

＝標準装備
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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、自車後方の歩行者をカメラで検知。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や歩行者との
衝突被害軽減を支援します。

ブザー音

ブザー音

ブレーキ !

ブレーキ !

レーダーで車両を検知 カメラで歩行者を検知

＝標準装備　 ＝メーカーオプション　 ＝メーカーパッケージオプション

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）/リヤカメラディテクション
RS Advance / RS Advance FourG-Executive / G-Executive Four G / G FourRS-B / RS-B Four S / S Four B / B FourRS / RS Four

死角を検知し、駐車をサポート。
リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］/リヤクロストラフィックアラート

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four RS-B / RS-B FourS / S Four B / B FourRS / RS Four
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駐車場などで、周囲の安全確認をサポート。
パノラミックビューモニター

RS Advance / RS Advance Four

G-Executive / G-Executive Four

G / G FourRS-B / RS-B Four S / S Four B / B Four

RS / RS Four

車両の前後左右に搭載したカメラから取り込んだ映像を合成し、車両を上
から見たような映像をディスプレイに表示。目視しづらいクルマの周囲をぐる
りと見渡せ、しっかり確認ができます。

＝メーカーオプション　 ＝メーカーパッケージオプション
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インジケーター

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］/
後方車両への接近警報

RS Advance / RS Advance Four

G-Executive / G-Executive Four G / G Four

RS-B / RS-B Four

S / S Four

B / B Four

RS / RS Four

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
て、ドアミラーのインジケーターによって、車両の存在をお知らせ。車両を検知し
た状態でウインカー操作をするとインジケーターが点滅してより注意喚起する
機能や、後方車両から衝突される可能性が高いと判断した場合、ハザードラ
ンプを高速点滅させて、後方車両に注意喚起する機能（後方車両への接近
警報）も搭載しています。

＝標準装備　 ＝メーカーパッケージオプション

安全性能　OTHER SAFETY TECHNOLOGIES





鏡面ミラーモードデジタルミラーモード

車両後方カメラの映像をインナーミラー内のディスプレイに表示。切替レバーを操作することで、鏡面ミラーモードから
デジタルミラーモードに切り替えることができます。ヘッドレストなどで視界を遮られずに後方を確認することが可能です。

車両後方カメラの映像を表示。
デジタルインナーミラー

RS Advance / RS Advance Four

G-Executive / G-Executive Four

G / G Four

＝標準装備　 ＝メーカーパッケージオプション
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2018年度JNCAP衝突安全性能評価において、最高ランクの「衝突安全性能評価ファイブスター賞」を受賞。その中でも最
高得点に贈られる「衝突安全性能評価大賞」を受賞。また、予防安全性能評価においても最高ランクの「予防安全性能評価
ASV＋＋＋賞」を受賞し、クラウンの高い衝突安全性能、予防安全性能が評価されました。
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電動パーキングブレーキスイッチ

ブレーキホールドスイッチ

パーキングブレーキの作動と解除が簡単に行えます。

電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド 全車

［電動パーキングブレーキ］
シフトレバーを「P」ポジションに入れると自動で作動し、ブレーキを
踏みながら「P」ポジション以外にシフトすると解除されるオート機
能付です。オート機能はOFFにすることも可能です。
［ブレーキホールド］
「HOLD」スイッチを押し、システムONの状態にしておくことで、渋滞
や信号待ちなどでブレーキを踏んで停車した時にブレーキを保持し
ます。

＝標準装備
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B

C

A
D

E

F

F

A
B
C
D
E
F

運転席SRSエアバッグ 
運転席SRSニーエアバッグ 
助手席SRSエアバッグ  
運転席SRSサイドエアバッグ 
助手席SRSサイドエアバッグ 
前後席SRSカーテンシールド
エアバッグ

すべての乗員を覆うように広がり衝撃を緩和します。

SRSエアバッグシステム 全車

＝標準装備
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作動イメージ

歩行者との万一の衝突時、フード後方を瞬時に持ち上げフード
下の空間を広げることで、歩行者の頭部への衝撃を緩和します。ま
た、プリクラッシュセーフティが歩行者や自転車運転者と衝突する
可能性が高いと判断した場合、ポップアップフード作動の準備を
行う予防連携機能も備えています。

ポップアップフード
（予防連携機能付） 全車

＝標準装備

安全性能　OTHER SAFETY TECHNOLOGIES



プリクラッシュセーフティによって車両との衝突の可能性が高いと
判断された場合、プリテンショナー機構の作動を準備する機能を
採用しています。

全席ELR付3点式シートベルト
（予防連携機能付） 全車

＝標準装備

安全性能　OTHER SAFETY TECHNOLOGIES



クルマに搭載したセンサーでは捉えきれない見通し外のクルマや人の存在、信号情報を、道路とクルマ、
あるいはクルマ同士が直接通信して取得し、ディスプレイ表示やブザー音でドライバーに知らせることで安全運転を支援します。

道路とクルマ、クルマ同士が通信し、死角のクルマや歩行者の存在などをお知らせ。
ITS Connect 全車

路車間通信システム
（DSSS：Driving Safety Support Systems）
●右折時注意喚起
交差点で右折待ち停車時に、接近する対向直進車や右折先に歩行者がい
るにもかかわらず、ドライバーがブレーキペダルから足を離して発進しよ
うとするなど、見落としの可能性がある場合に、表示とブザー音による
注意喚起を行います。

車車間通信システム
（CVSS：Connected Vehicles Support Systems）
●通信利用型レーダークルーズコントロール
先行車が通信利用型レーダークルーズコントロール対応車の場合、車車
間通信により取得した先行車の加減速情報に素早く反応して車間距
離や速度の変動を抑え、スムーズな追従走行が可能となります。

＝メーカーオプション

安全性能　OTHER SAFETY TECHNOLOGIES







コネクティッドサービス



クラウンはDCM （専用通信機）を標準装備したコネクティッドカー。
クルマとトヨタスマートセンターが通信でつながることで
24時間365日カーライフをサポート。
クラウン専用の充実したサービス（T-Connect for CROWN）を3年間無料で提供。
T-Connect SDナビゲーションシステムは、
スマートフォンとの連携によりナビ上でスマホアプリが使用可能。
コネクティッドカーの安心・便利をさらに広げます。

「つながる」ことで、カーライフをもっと安心・便利に。

トヨタスマートセンター

DCM ＋ T- Connect SD
ナビゲーションシステム

スマートフォン

コネクティッドサービス　Connected



高精細12.3インチTFTワイドタッチディスプレイに、静電式のタッチパネル
とスイッチを搭載。トヨタマルチオペレーションタッチの採用によって、横
長の画面を2分割する形でナビなどの表示と、ユーザー操作用画面を見
やすく表示します。 SDナビゲーションシステム、オーディオ・ビジュアル機
能に加え、スマホ連携機能、ETCユニットなどを搭載。さらにトヨタのつな
がるサービスT-Connectも利用できる多機能ナビです。

T-Connect SDナビゲーションシステム
＋サウンドシステム 全車

＝標準装備

コネクティッドサービス　Smartphone ＆ Car Navigation



トヨタプレミアムサウンドシステム
【 A・B・C・D・E・F・G・H・I】

クラウン・スーパーライブ
サウンドシステム
【 A・B・D・F・G・I】

クラウン・ライブサウンドシステム
【B・D・G】

スピーカー配置図 A B FC D E G H I

A
B
C
D
E
F
G
H
I

9cmインパネセンタースピーカー（中・高域再生用）
9cmインパネサイドスピーカー（左右/中・高域再生用）
2.5cmインパネサイドスピーカー（左右/高域再生用）
1 8cmフロントドアスピーカー（左右/中・低域再生用）
薄型天井スピーカー（左右/空間制御用）
2.5cmリヤドアスピーカー（左右/高域再生用）
16cmリヤドアスピーカー（左右/全帯域再生用）
9cmリヤサテライトスピーカー（左右/中・高域再生用）
20cmリヤトレイスピーカー（低域再生用）

コネクティッドサービス　Smartphone ＆ Car Navigation



T-Connect SDナビゲーションシステム＋サウンドシステムの主な機能

バックガイド
モニター

SDナビゲーション
システム

ETCユニット

Miracast®
対応

USB入力
（動画・音楽再生/給電）

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話・
オーディオ再生）

AM/FMチューナー
（ワイドFM対応）

パノラミック
ビューモニター

Apple CarPlay /
Android Auto™対応

TV（フルセグ）SmartDeviceLink™
対応

Blu-ray Disc再生/
DVD再生/CD再生

サウンド
ライブラリー

コネクティッドサービス　Smartphone ＆ Car Navigation



＝標準装備　 ＝メーカーオプション

■トヨタプレミアムサウンドシステム（16スピーカー/12chオーディオアンプ）

■クラウン・スーパーライブサウンドシステム（10スピーカー/8chオーディオアンプ）

■クラウン・ライブサウンドシステム（6スピーカー/8chオーディオアンプ）

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four

RS-B / RS-B Four

RS-B / RS-B Four、B / B Fourを除く全車

B / B Four

タブレットを扱うようにフリック操作やマルチタッチに
よる拡大・縮小表示など、直感的な使用が可能です。ナ
ビやTV、オーディオなどのマルチメディア操作からエ
アコン、シートヒーターなどの空調操作などの車両設
定操作まで幅広く対応しています。

トヨタマルチオペレーションタッチ

コネクティッドサービス　Smartphone ＆ Car Navigation



音声で操作する 音楽を聴く
音楽アプリ 

電話をかける・受ける
（Apple CarPlay、
 Android AutoTMのみ対応）

ナビゲーションを使う
マップアプリ

ラジオを聴く
ラジオアプリ 

メッセージを送る

Android AutoTM 
対応スマートフォン：AndroidTM

>USBケーブルで接続

SDL（SmartDeviceLinkTM） 
対応スマートフォン：iPhone/AndroidTM

>Bluetooth®で接続

Apple CarPlay 
対応スマートフォン：iPhone
>USBケーブルで接続

スマホアプリのナビや電話、メッセージ、音楽などを運転中でもご利用いただけます。

ディスプレイに表示されたスマホアプリを運転中に操作。
スマホ連携機能

コネクティッドサービス　Smartphone ＆ Car Navigation



24時間365日、専任のオペレーターが丁寧に応対します。行ってみたい場所の名称が曖
昧な時にも、ご希望に沿った目的地を検索し、ナビに送信します。また、ホテルやお店の
予約や、お店の電話番号の案内、知りたい情報の検索なども行います。

オペレーターの呼び出し方
ステアリングのトークスイッチを押して「
オペレーター」と呼びかけた後は、音声
ガイドに従うだけ！
※ナビ画面上の「オペレーターサービス」ボタン
からも呼び出せます。

走行中でも、あなたのリクエストにオペレーターが細やかにお応え。
オペレーターサービス

ドライブ中も、知りたい情報を素早くお届け。

この周辺で駐車場がある
イタリアンのお店を探して！

予約もお願いできる？

オペレーター

○○様、本日は
いかがいたしましょうか？

かしこまりました。

1件見つかりました。目的地に設定
してナビにお送りいたします。

T-Connect SERVICES

コネクティッドサービス　T-Connect Services





〈主なサービス内容〉

夜間・休日
診療機関のご案内

保険会社の
取り次ぎ

レストラン・駐車場
などのご案内

ロードアシスト24
への取り次ぎ

レンタカーの
ご予約取り次ぎ

ホテル・レストランの
ご予約

国内航空券の
ご予約

車両/ナビに関する
お問い合わせ

コネクティッドサービス　T-Connect Services



トヨタスマートセンターDCM

クルマの始動時やナビの目的地設定時、
トヨタスマートセンター内の最新地図データに自動更新します。

自動更新だから、
操作は簡単！

新しい道路情報を自動でダウンロードしてナビの地図データを更新できるサービス。
高速道路などが最短即日で反映されるので、古い地図データに我慢することなく
いつでも新しい道路情報で快適なドライブをお楽しみいただけます。

常に新しい道路情報で、正確・スムーズなナビゲートを。
マップオンデマンド

コネクティッドサービス　T-Connect Services





トヨタスマートセンターの豊富なデータベースから目的地の検索を行えます。
「検索候補の自動表示」「複数ワード検索」などが可能になり、より使いやすくなりました。

目的地のWeb
検索機能も！

※通信状態が悪い場合は、車載ナビで探索し、
通信状態回復後、再度センターと通信します。

車載ナビのデータに加え、センター内の最新地図データをもとに
最適なルートを探索し、車載ナビに配信。到着時間の正確性が向
上しました。なおルート案内中は、センターから配信された最新地
図を表示します。

車載ナビが最新地図でなくても、センターの最新地図によるルートをナビに配信。
ハイブリッドナビ

コネクティッドサービス　T-Connect Services



すみやかに
緊急車両を手配

救援活動に
必要な情報を確認

万が一の時、ボタンで通報
orエアバッグ作動を検知して

自動で通報

突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や消防に取り次ぎ、迅速な緊急車両の手配を行います。ボタンを押
すだけで位置情報が送信されるため、緊急車両の出動が短縮できます。また、エアバッグ作動時には自動でオペレータ
ーに接続。ドクターヘリ等の早期出動判断を行うD-Call Net®にも対応しています。さらに、あおり運転などのトラブルの
時にも警察へ状況に応じて通報します。

事故や急病時、さらにあおり運転で困った時でも安心。
ヘルプネット® （エアバッグ連動タイプ）

コネクティッドサービス　T-Connect Services





警告灯点灯時、
ポップアップが表示

おクルマの状況に応じて、
適切にアドバイス

必要に応じて、
販売店での点検フォロー

警告灯点灯時、クルマの状態をeケアコールセンター（または販売店）で確認し、専門オペレーターを通じて走行を継続で
きるかの判断など適切なアドバイスを行います。eケアコールセンターは24時間365日、販売店の営業時間外でも対
応します。

警告灯が出ても、すぐにアドバイス。
eケア（走行アドバイス）

コネクティッドサービス　T-Connect Services





車両の位置追跡 警備員の派遣エンジン始動通知アラーム通知

ドアのこじ開けなどでオートアラームの作動を検知すると、メール・電話やスマホアプリ「MyTOYOTA」にすみやかにお
知らせします。さらにお客様のご要望により、車両の位置追跡や警備員の派遣も行います。

離れていても愛車を見守り。
マイカーサーチ Plus

コネクティッドサービス　T-Connect Services





クルマの駐車位置をスマホアプリの地図上で確認できます。
マイカーサーチ（カーファインダー）

クルマから離れていても、ドア・ラゲージの開閉状態やハザードラ
ンプの点灯状態、オートアラームのO N / O F Fなどクルマの状態を
「MyTOYOTA」から確認できます。さらに、ドアロックの閉め忘れやハザー
ドランプの消し忘れをスマートフォン＊10から操作できます。

マイカーサーチ（リモート確認／リモート操作）

カーファインダー
リモート確認

コネクティッドサービス　T-Connect Services





価格・グレード



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年11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いますので、詳しくは各販売店におたずねください。

２WD ハイブリッド  
3.5L HYBRID G-Executive

7,393,000 円（税込）

3.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 17.8

16.0

2.5L HYBRID G

5,879,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 24.0

20.0

3.5L HYBRID RS Advance

7,107,000 円（税込）

3.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 18.0

16.0

2.5L HYBRID RS

5,319,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 23.4

20.0

2.5L HYBRID RS Advance

5,979,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 23.4

20.0

2.5L HYBRID S

5,202,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 24.0

20.0

価格・グレード　HYBRID・2WD



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年11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いますので、詳しくは各販売店におたずねください。

２WD ハイブリッド  
2.5L HYBRID RS-B

4,953,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 23.4

20.0

2.5L HYBRID B

4,899,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 24.0

20.0

価格・グレード　HYBRID・2WD



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年11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いますので、詳しくは各販売店におたずねください。

４WD ハイブリッド  
2.5L HYBRID G-Executive Four

6,513,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,465
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 20.8

18.2

2.5L HYBRID RS Four

5,539,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,465
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 21.0

18.2

2.5L HYBRID RS Advance Four

6,199,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,465
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 21.0

18.2

2.5L HYBRID S Four

5,422,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,465
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 21.0

18.2

2.5L HYBRID G Four

6,099,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,465
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 21.0

18.2

2.5L HYBRID RS-B Four

5,173,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,465
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 21.0

18.2

価格・グレード　HYBRID・4WD



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年11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いますので、詳しくは各販売店におたずねください。

４WD ハイブリッド  
2.5L HYBRID B Four

5,119,000 円（税込）

2.5L+
モーター

エンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,465
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 21.0

18.2

価格・グレード　HYBRID・4WD



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税込み）’20年11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いますので、詳しくは各販売店におたずねください。

２WD ガソリン  
2.0L RS Advance

5,759,000 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 12.8

12.4

2.0L RS

5,099,000 円（税込）

2.0Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,910
1,800
1,455
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 12.8

12.4

価格・グレード　ガソリン



アルミホイール（センターオーナメント付） エクステリア ヘッドランプ アウトサイドドアハンドル

RS Advance
ハイブリッド車（3.5L / 2.5L）
ガソリン車（2.0L）

RS Advance Four
ハイブリッド車（2.5L） 18インチ

（スパッタリング塗装/RS仕様専用）

　①専用フロントグリル（ブラック塗装＋メッシュパターン）
　②フロントバンパー（メッキモール付）
　③フロントバンパーロアグリル（艶ありブラック）
　④グレードエンブレム（フロント・リヤ）

　⑤ドアウインドゥフレームモールディング＆
　　ドアベルトモールディング（SUS）

　⑥専用ロッカーモールディング（メッキモール付）

　⑦リヤスポイラー

　⑧専用リヤバンパー（メッシュパターン）
　⑨エキゾーストテールパイプ（左右4本出し）

3眼LEDヘッドランプ
＋LEDクリアランスランプ

（デイライト機能/おもてなし照明付）
＋ヘッドランプクリーナー

LEDシーケンシャルターンランプ
（フロント・リヤ）

メッキ

RS
ハイブリッド車（2.5L）
ガソリン車（2.0L）

RS Four
ハイブリッド車（2.5L）

18インチ
（スーパークロームメタリック塗装 /

 RS仕様専用）

RS-B
ハイブリッド車（2.5L）

RS-B Four
ハイブリッド車（2.5L）

Bi-Beam LEDヘッドランプ＋
LEDクリアランスランプ

カラード

②

⑥

⑦

①
④

③

⑤

⑨
⑧

価格・グレード　EXTERIOR COLOR SELECTION



RS Advance
ハイブリッド車（3.5L / 2.5L）
ガソリン車（2.0L）

RS Advance Four
ハイブリッド車（2.5L）

RS
ハイブリッド車（2.5L）
ガソリン車（2.0L）

RS Four
ハイブリッド車（2.5L）

RS-B
ハイブリッド車（2.5L）

RS-B Four
ハイブリッド車（2.5L）

ステアリングホイール シート表皮 / メカニズム・制御 インテリア加飾 リヤセンターアームレスト

 ヒーター加温箇所

本革巻き（ヒーター付）

本革

 

カーボン調
［センターロアパネル、センターコンソール、

パワーウインドゥスイッチベース］

カップホルダー付

ファブリック＋合成皮革

本革巻き ファブリック

▶ AVS/NAVI・AI-AVS
▶ パドルシフト

価格・グレード　EXTERIOR COLOR SELECTION



アルミホイール（センターオーナメント付） エクステリア ヘッドランプ アウトサイドドアハンドル

G-Executive
ハイブリッド車（3.5L）

G-Executive Four
ハイブリッド車（2.5L）

18インチ ノイズリダクション
（スパッタリング塗装 / G-Executiveグレード専用）

　①フロントグリル
　②フロントバンパー
　③フロントバンパーロアグリル

　④ドアウインドゥフレームモールディング＆
　　ドアベルトモールディング（SUS）

　⑤ロッカーモールディング

　⑥リヤバンパー
　⑦エキゾーストテールパイプ（左右2本出し）
　■グレードエンブレム（リヤ）
　※G-Executive/G-Executive Four、G/G Fourのみ

3眼LEDヘッドランプ
＋LEDクリアランスランプ

（デイライト機能/おもてなし照明付）
＋ヘッドランプクリーナー

メッキ

G
ハイブリッド車（2.5L）

G Four
ハイブリッド車（2.5L）

18インチ
（スーパークロームメタリック塗装）

 

S
ハイブリッド車（2.5L）

S Four
ハイブリッド車（2.5L）

17インチ
（スーパークロームメタリック塗装）

Bi-Beam LEDヘッドランプ＋
LEDクリアランスランプ

B
ハイブリッド車（2.5L）

B Four
ハイブリッド車（2.5L）

カラード

⑦

②

⑤

①

③

⑥

④

LEDシーケンシャルターンランプ
（フロント・リヤ）

価格・グレード　EXTERIOR COLOR SELECTION



ステアリングホイール シート表皮 / メカニズム・制御 インテリア加飾 リヤセンターアームレスト

 ヒーター加温箇所

本革巻き（ヒーター付）

本革

本杢調
［本革巻きシフトノブ、インストルメントパネル、専用ドアトリム、センター
ロアパネル、センターコンソール、パワーウインドゥスイッチベース］

カップホルダー＋ボックス＆
各種コントロールスイッチ付（サテンメッキ加飾）
※写真の内装色は設定色のヴァログレー

アルミ調
［センターロアパネル、センターコンソール］ カップホルダー付

ブランノーブ®＋合成皮革

本革巻き ファブリック

▶ AVS/NAVI・AI-AVS

G-Executive
ハイブリッド車（3.5L）

G-Executive Four
ハイブリッド車（2.5L）

G
ハイブリッド車（2.5L）

G Four
ハイブリッド車（2.5L）

S
ハイブリッド車（2.5L）

S Four
ハイブリッド車（2.5L）

B
ハイブリッド車（2.5L）

B Four
ハイブリッド車（2.5L）

価格・グレード　EXTERIOR COLOR SELECTION



カラーバリエーション



ブラック〈202〉

プレシャスブラックパール〈219〉シルバーメタリック〈1F7〉

プレシャスホワイトパール〈090〉 メーカーオプション

メーカーオプション

クラウンのボディを彩るエクステリアカラー
には、洗車などによる小さなすり傷を自己修
復するセルフリストアリングコートを採用。
分子レベルで結合しやすい特性を備え、新
車時の光沢とカラーを長期にわたり保持す
ることに貢献します。

SELF RESTORING COAT 
（全カラーに採用）

エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉

ダークブルーマイカ〈8S6〉プレシャスメタル〈1L5〉 メーカーオプション

メーカーオプション

プレシャスカラーとは、顔料となるアルミ片またはマイカ片（粒子）の並びを
整える技術を採用した革新的な色で、粒子感を抑えた上品で滑らかな質感
と、かつてないほどの明暗の力強いコントラストを両立。立体感を強調し、ク
ラウンのプロポーションをより引き締まった姿に映し出します。

“プレシャス”の名を冠した、革新的な3つのボディカラー。

カラーバリエーション　COLOR VARIATION



RS Advance /
RS Advance Four

RS /
RS Four

RS-B /
RS-B Four

G-Executive /
G-Executive Four

G /
G Four

S /
S Four

B /
B Four

シート表皮  本革＊2 ファブリック＋合成皮革 ファブリック 本革＊2 本革＊2 ブランノーブ®＋合成皮革 ファブリック

内装色 ブラック ホワイト ブラック
（シルバーステッチ）

ブラック
（レッドステッチ） ブラック ブラック ヴァログレー コガネ ブラック ヴァログレー コガネ ブラック ヴァログレー コガネ ブラック

ボディカラー
〈カラーコード〉 インテリア加飾 カーボン調 本杢調 アルミ調

プレシャスホワイトパール〈090〉＊1
シルバーメタリック〈1F7〉
プレシャスメタル〈1L5〉＊1
ブラック〈202〉
プレシャスブラックパール〈219〉＊1
エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉＊1
ダークブルーマイカ〈8S6〉

＊1. プレシャスホワイトパール〈090〉、プレシャスメタル〈 1 L5〉、プレシャスブラックパール〈219〉、エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉はメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き50,000円）＞となります。＊2. 本革シートの一部には合成皮革を使用しています。
■「メーカーオプション」「設定あり」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）’20年 1 1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。■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■ボディカラーは撮影、印刷インキ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。■鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、セルフリストアリングコートが破壊された場合には、傷は復元しません。傷の復元する時間は、傷の深さや周囲の温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、
セルフリストアリングコートを暖めることで復元する時間を短くすることができます。耐用年数は5～8年ですが、その後も一般塗装よりも傷がつきにくい状態を保ちます。ワックスをかける場合はコンパウンド（研磨剤）の入っていないものをご使用ください。

■標準設定　 ■設定あり（ご注文時にご指定ください）内外配色一覧表

カラーバリエーション　COLOR VARIATION



環境仕様



「人とクルマと自然が共生する社会」を目指して ～トヨタ環境チャレンジ2050～
トヨタは、温室効果ガスに起因する異常気象、生物多様性の喪失、水不足など、深刻化する地球環境の諸問題に対し、
これまでも幅広い取り組みを推進してきました。今後もクルマの環境負荷をゼロに近づけるとともに、
地球・社会にプラスとなる取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献するための
6つのチャレンジ（ゼロへのチャレンジ    と、プラスへのチャレンジ    ）を実施していきます。

環境仕様　ECOLOGY



CO2 “ 0
ゼロ

”へのチャレンジ  〜環境負荷をゼロに近づけるためのトヨタの取り組み〜

トヨタはクルマの一生のCO2削減をデザインしています
走行時だけでなく、製造から廃棄・リサイクルにいたるクルマの
ライフサイクル全体で、CO2排出量を削減するための取り組み
を行っています。
走行性能向上を目的に軽量化部材などを採用したことにより、素材製造時のCO2が増加したため、
ライフサイクルではハイブリッド車は同等となりました。

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

新型　
ハイブリッド車

従来型　
ハイブリッド車

従来型　
ガソリン車

素材
製造

車両
製造 メンテナンス

新型ガソリン車

走行 廃棄

ライフサイクルCO 2 ゼロチャレンジ

環境仕様　ECOLOGY



CO2 “ 0
ゼロ

”へのチャレンジ  〜環境負荷をゼロに近づけるためのトヨタの取り組み〜

トヨタが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイ
ツ の 第 三 者 認 証 機 関 テ ュ フ ラ イ ン ラ ンド に よ る
ISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。

環境仕様　ECOLOGY



CO2 “ 0
ゼロ

”へのチャレンジ  〜環境負荷をゼロに近づけるためのトヨタの取り組み〜

燃費の良いクルマを選ぶと、CO2の削減に協力できます
クルマは、燃費が良くなればなるほど、CO2の排出量を削減することができます。
トヨタでは、あらゆる部品の軽量化や効率化により燃費を向 上させることで、
CO2排出量を削減しています。

新車CO 2 ゼロチャレンジ

CO 2
CO 2

fuel
fuel

-燃料＆
-CO2

環境仕様　ECOLOGY



CO2 “ 0
ゼロ

”へのチャレンジ  〜環境負荷をゼロに近づけるためのトヨタの取り組み〜

H 2

トヨタはエコカーだけでなく、エコ工場にも力を入れています
クラウンをつくる工場では、水素を動力とする燃料電池フォークリフトを導入し、
CO2を排出しない工場を目指しています。さらに、世界最高クラスの発電効率
に向けた次世代燃料電池の実証実験も行っており、CO2排出削減のためにさま
ざまなアプローチを行っています。

工場CO 2 ゼロチャレンジ

環境仕様　ECOLOGY



人と自 然 が 共 生 する
未 来 づくりへ の チャレンジ

トヨタの工場では、クルマと森をつくっています
自然と調和する工場をめざし、2008年に「工場の森
づくり」がスタートしました。それ以来、クラウンをつ
くる工 場で の 従 業員による苗 木 の 植 樹 は 約 1 7 , 0 0 0
本におよびます。工場の処理水を活用しているビオ
トープ に は、カワセミや 綺 麗 な 水を好 む ハグロトン
ボなどの生き物が飛来。生息するトンボが6種類から
19種類へ増えるなど、豊かな環境を育む取り組みを
行っています。

〜より良い環境をつくるための
トヨタの取り組み〜

地球環境へ

“+プラス

”のチャレンジ

環境仕様　ECOLOGY



車両型式 3BA-ARS220 6AA-AZSH20 6AA-AZSH21 6AA-GWS224
車両重量 kg 1,720～1,760 1,730～1,760 1,770～1,800 1,820～1,870 1,880～1,900 1,870 1,880～1,910

燃料消費率

 燃料消費率（国土交通省審査値） km/L 12.4 20.0 18.2 16.0
 CO2排出量 g/km 187 1 16 128 145
 燃料消費率（国土交通省審査値） km/L 12.8 24.0 23.4 21.0 20.8 18.0 17.8
 CO2排出量 g/km 181 97 99 1 1 1 1 12 129 130

参考 「平成27年度燃費基準」
をクリアしています。 「2020年度燃費基準」をクリアしています。

排出ガス
適合規制または認定レベル（国土交通省） 平成30年排出ガス規制適合 平成30年排出ガス基準75％低減レベル
適合規制値または
認定レベル値 CO/NMHC/NOx　 g/km 1.15/0.10/0.05 1.15/0.025/0.013

車外騒音（加速/定常/近接） dB 72（規制値）/ー/ 72 73（規制値）/ー / 7 1 75（規制値）/ー/ 70
冷媒の種類（GWP値）/使用量　 g HFO-1234yf（1）/600

環境負荷物質削減
鉛/水銀 自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下）/自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止）
カドミウム/六価クロム 自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止） /自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）

車室内VOC 自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指定値以下）

リサイクル
関係

リサイクルし易い材料を
使用した部品

TSOP バンパーカバー、インストルメントパネル、グローブボックス など
TPO SRSカーテンシールドエアバッグ、ガラスラン など

樹脂、ゴム部品への材料表示 あり

リサイクル材の使用
再生PP ラゲージボックス、ラゲージトリム
再生フェルト サイレンサー類

トヨタ クラウン 環境仕様

環境仕様　ECOLOGY
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主要装備一覧表



掲載
ページ

RS Advance  RS Advance / 
RS Advance Four RS / RS Four RS-B / RS-B Four RS Advance RS

3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボガソリン車
2WD 2WD / 4WD 2WD

外装・メカニズム
タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル

225/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（スパッタリング塗装/RS仕様専用）＆センターオーナメント 42 66,000円

（消費税抜き60,000円）
66,000円

（消費税抜き60,000円）
225/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（スーパークロームメタリック塗装/RS仕様専用）＆センターオーナメント 42

スペアタイヤ（応急用 T155/70 D17） ー 14,300円
（消費税抜き13,000円）＊1＊2＊3

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントグリル 50 専用（ブラック塗装＋メッシュパターン）
フロントバンパー 50 メッキモール付
フロントバンパーロアグリル 50 艶ありブラック
リヤバンパー 50 専用（メッシュパターン）
リヤスポイラー 50
ドアウインドゥフレームモールディング＆ドアベルトモールディング（SUS） 50
ロッカーモールディング 50 専用（メッキモール付）
アウトサイドドアハンドル 50 メッキ カラード メッキ
グレードエンブレム 50 フロント・リヤ
フロントエキゾーストパイプ ー ロングデュアル シングル
エキゾーストテールパイプ 50 左右4本出し
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＋パワーOFF後作動機能付）  ＊4 ー 1 10,000円

（消費税抜き100,000円）＊5
1 10,000円

（消費税抜き100,000円）＊5

ハイブリッドシンボルマーク ー サイド（マルチステージ
ハイブリッドマーク）・リヤ リヤ

メ
カ
ニ
ズ
ム・制
御

パフォーマンスダンパー®（リヤ） 16

ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント・リヤ） 17
対向4ピストンアルミ
モノブロックキャリパー
（フロントのみ）

トルセン®LSD（センターデフ）付トランスファー 20 4WD車
ECB（電子制御ブレーキシステム） ー
VDIM（アクティブステアリング統合制御付）［EBD付ABS&VSC&TRC&EPS&VGRS］ 21VDIM［EBD付ABS&VSC&TRC&EPS］
AVS/NAVI・AI-AVS 21
ばね上制振制御 ー
アイドリングストップ機能（Stop & Start System） ー
EVドライブモード ー

ドライブモード
セレクト

SPORT S＋/SPORT S/NORMAL/
COMFORT/ECO/CUSTOM/SNOW 20
SPORT/NORMAL/ECO/SNOW

全車標準装備　　　●タイヤパンク応急修理キット＊1　●フードサイレンサー　●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）　●電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド　など

■  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. 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、ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付）はラゲージトレイ（トランクマット付）となります。また、スペアタイヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。＊2. スペアタイヤ
とジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチはセットでメーカーオプション。＊3. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチは同時装着できません。＊4. 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ます。＊5. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



掲載
ページ

RS Advance  RS Advance / 
RS Advance Four RS / RS Four RS-B / RS-B Four RS Advance RS

3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボガソリン車
2WD 2WD / 4WD 2WD

安全装備・ドライビングサポート

予
防
安
全・ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト

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） 23

レーントレーシングアシスト［LTA］ 24
ドライバー異常時対応システム 26
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付） 25
ロードサインアシスト［RSA］ 26
アダプティブハイビームシステム［AHS］ 26
オートマチックハイビーム［AHB］ 26

先行車発進告知機能［TMN］ 26
ブラインドスポットモニター［BSM］/後方車両への接近警報 28 ★A ＊29
インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］ ＊6 27
リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］/
リヤクロストラフィックアラート 27 ★A ＊29

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）/リヤカメラディテクション 27 ★A
パノラミックビューモニター ＊6＊7 28 ★A

ITS Connect 29 27,500円
（消費税抜き25,000円）

プラスサポート（急アクセル時加速抑制） 28
車両接近通報装置 ー

衝
突
安
全

SRSエアバッグシステム（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） 29

ポップアップフード（予防連携機能付）  ＊6 29

視
界

3眼LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ（デイライト
機能 /おもてなし照明付）＋LEDシーケンシャルターンランプ＋ヘッドランプクリーナー 36

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ 36
LEDリヤコンビネーションランプ 36 LEDシーケンシャルターンランプ付 LEDシーケンシャルターンランプ付

リヤフォグランプ（リヤバンパー中央）  ＊8 ー 1 1 ,000円
（消費税抜き10,000円）

LEDサイドターンランプ付オート電動
格納式リモコンカラードドアミラー
（ヒーター付/運転席側ワイドビュー）

 ＊7 ー
＋リバース連動機能＆足元照明 48 ★A ＊29

緊急ブレーキシグナル ー

インナーミラー
デジタル 28・48 ★A ★A
自動防眩 ー
防眩 ー

オートワイパー（雨滴感応式） ー
全車標準装備　　　●ドライブスタートコントロール　●ヒルスタートアシストコントロール　●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）　●上下調整式リヤヘッドレスト　●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＆予防連携機能付）　●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）　●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）＊9　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●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　●LEDライセンスプレートランプ　●ウインドシールドグリーンガラス（遮音・UVカット機能、トップシェード付）　●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＆撥水機能付）　●リヤドア・バックウインドゥグリーンガラス（UVカット機能付ソフトプライバシーガラス）　●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・ダイレクトスプレー機能付）　●リヤウインドゥデフォッガー　など

■  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

※★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（★A：セーフティーパッケージPlus）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊6. 字光式ナンバープレートは装着できません。＊7. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備の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ます。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。＊8. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選
択した場合のみ装着できます。＊9. 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。＊29. ブラインドスポットモニ
ター［BSM］/後方車両への接近警報、リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］/リヤクロストラフィックアラート、ドアミラー追加機能（リバース連動機能＆足元照明）はセット＜44,000円（消費税抜き40,000円）＞でメーカー
オプションを選択することも可能です。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



掲載
ページ

RS Advance  RS Advance / 
RS Advance Four RS / RS Four RS-B / RS-B Four RS Advance RS

3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボガソリン車
2WD 2WD / 4WD 2WD

操作性

計
器
盤

オプティトロン2眼メーター（メーター照度コントロール、メーターリング照明付） 37 ドライブモード連動メーターリング照明
ハイブリッドシステムインジケーター 37
エコドライブインジケーター（ランプ・ゾーン表示機能付） ー
カラーヘッドアップディスプレイ 37 ★A ★A

ス
テ
ア
リ
ン
グ・シ
フ
ト

本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール 51＋ステアリングヒーター付 ＊10
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） ーマニュアル
シフトノブ（ストレートタイプ、メッキモール付） ー PVC＊1 1
シーケンシャル
シフトマチック 18・19 10速（Mモード） 6速（Sモード） 8速（Mモード）

＋パドルシフト

ド
ア

スマートエントリー
＆スタートシステム
（スマートキー×2）＊12

全ドア
ー

金属加飾付スマートキー＆カードキー付 金属加飾付スマートキー＆
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
（ラゲージドア）

39
+フロントドア＆リヤドア 39・49 ★B ★B

電動式リヤサンシェード 49 ★B 33,000円
（消費税抜き30,000円） ★B 33,000円

（消費税抜き30,000円）
手動式リヤドアサンシェード 49 ★B ★B

全車標準装備　　　●マルチインフォメーションディスプレイ（7インチTFTカラー）　●デジタルクロック（マルチインフォメーションディスプレイ内表示）　●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・ハンズフリー通話・レーダークルーズ
コントロール・レーントレーシングアシスト）　●電動パワーステアリング（車速感応型）　●シフトレバーブーツ　●シフトポジションインジケーター　●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＋キーOFF後作動機能付）　●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）　●電気式ラゲージ＆フューエルリッドオープナー　●ブレーキウォーニング　●キー置き忘れ防止ブザー　●半ドアウォーニング　●フューエル残量ウォーニング　など

■  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

※★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（★A：セーフティーパッケージPlus、★B：リヤコンフォートパッケージ）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊10. ステアリングヒーターは寒冷地仕様を選択した場合、同時装着となります。＊1 1. PVC［ポリ塩化ビニル］：Polyvinyl Chloride ＊12. 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。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



■  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

掲載
ページ

RS Advance  RS Advance / 
RS Advance Four RS / RS Four RS-B / RS-B Four RS Advance RS

3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボガソリン車
2WD 2WD / 4WD 2WD

内装・快適性

シ
ー
ト

シート表皮
本革 ＊13

43ファブリック＋合成皮革
ファブリック

シートヒーター 前席（3段階温度設定） ー
後席（ON/OFF） 49 ★B ★B

前席シートベンチレーション ー
助手席肩口パワーシートスイッチ（シートスライド＆リクライニング） ー

リヤシート パワー（40/20/40分割リクライニング） 49 ★B ★B
一体固定式 ー

リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）

51
＋ボックス＆各種コントロールスイッチ ＊14 49・51 ブラック塗装　★B ブラック塗装　★B

可倒式助手席ヘッドレスト＆シートアシストグリップ 49 ★B ★B
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/2メモリー付） ー

パワーイージーアクセスシステム（運転席） 38
イ
ン
テ
リ
ア

パワーウインドゥスイッチベース ー カーボン調＋サテンメッキ加飾
インテリア加飾 43 カーボン調（センターロアパネル、センターコンソール、パワーウインドゥスイッチベース）
ドアトリム＆インストルメントパネルオーナメント表皮 ー 合成皮革巻き
サテンメッキ加飾（センターコンソール） ー

空
調

左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（前席集中モード、花粉除去モード付）

 38＋蓄冷エバポレーター
リヤオートエアコン（クーラー機能付） 49 ★B ★B
「ナノイー X」 39
スイングレジスター ー

電
源・照
明・収
納

おくだけ充電 ＊15 37 13,200円
（消費税抜き12,000円）

13,200円
（消費税抜き12,000円）

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W） ＊16 40
非常時給電システム付

44,000円
（消費税抜き40,000円）＊1

44,000円
（消費税抜き40,000円）＊17

充電用USB端子（2個） ＊18 38

イルミネーテッド
エントリーシステム

フロント足元LED照明＋LEDルームランプ 38助手席インストルメントパネルオーナメントLED照明
インサイドドアハンドルLED照明（フロント・リヤ） ー

ラゲージボックス 折りたたみ式ラゲージボード付
39

＊1＊19
トランクマット＋ラゲージトレイ付

ラゲージトレイ（トランクマット付） ＊17
全車標準装備　　　●運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート　●電動ランバーサポート（運転席）　●サイドデフロスター付フロントピラー　●サテンメッキインサイドドアハンドル（ロックノブレスタイプ）　●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）　●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　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊20　●天井LED照明（フロントパーソナルランプ［タッチセンサー式］×2、ルームランプ［タッチセンサー式］×1、リヤ読書灯×2）　●LEDドア
カーテシランプ（フロントドア・リヤドア）　●ラゲージルームランプ　●オーバーヘッドコンソールボックス＊4　●センターコンソールボックス（左右両開きタイプ）　●フロントカップホルダー（LED照明付）　●コンソール小物入れ　●グローブボックス（LED照明・
キー付）　●ドアポケット＆ボトルホルダー　●シートバックポケット（運転席・助手席）　●サンバイザー（バニティミラー・LED天井照明・チケットホルダー付）　●回転式アシストグリップ（フロント2・リヤ2/コートフック［リヤ右側］付）　など
※★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（★B：リヤコンフォートパッケージ）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊1. 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、ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付）はラゲージトレイ（トランクマット付）となります。また、スペアタイヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。＊4. 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ます。＊13. 本革シートの一部には合成皮革を使用しています。＊14. 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。＊15. 植込み型心臓ペー
スメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、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. アクセサリーコンセントを選択した場合、ラゲージトレイの形状が変更となります。＊18. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源
としてご使用ください。＊19. アクセサリーコンセントを選択した場合、ラゲージボックスの形状が変更となります。＊20. 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。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



■  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

掲載
ページ

RS Advance  RS Advance / 
RS Advance Four RS / RS Four RS-B / RS-B Four RS Advance RS

3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボガソリン車
2WD 2WD / 4WD 2WD

エンターテイメント

ナ
ビ・オ
ー
ディ
オ・コ
ネ
ク
ティッ
ド

T-Connect SDナビゲーションシステム＊21
【ナビ】
12.3インチディスプレイ（トヨタマルチオペレー
ションタッチ）、T-Connect for CROWN、
FM多重VICS（VICS WIDE対応）＊22
【オーディオ】
Blu-ray、DVD、CD、microSD＊23、
AM/FM（ワイドFM対応）、
サウンドライブラリー＊23、
USB入力端子、地上デジタルTV、
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
【スマートフォン連携】
SDL（SmartDeviceLink™）、
Apple CarPlay、Android Auto™対応
【その他】
バックガイドモニター＊7、ETCユニット＊24、
Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、
音声認識、Miracast®対応、Wi-Fi®接続対応

トヨタプレミアムサウンドシステム
（16スピーカー/12chオーディオ
アンプ）

＊25 31 103,400円
（消費税抜き94,000円）＊5

103,400円
（消費税抜き94,000円）＊5

クラウン・スーパーライブサウンド
システム（10スピーカー/8chオー
ディオアンプ）

31

クラウン・ライブサウンドシステム
（6スピーカー/8chオーディオアンプ） 31

DCM（専用通信機） 30
リヤオーディオコントロール 49 ★B ★B

ETC2.0ユニット（VICS機能付） ＊22＊24＊26 37 16,500円
（消費税抜き15,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

その他
セ
キ
ュ
リ
ティ
他

盗難防止システム（イモビライザーシステム＋オートアラーム）［国土交通省認可品］ ー 侵入センサー付 侵入センサー付
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー、
PTC＊27ヒーター［3.5L車・ガソリン車］など） ＊28 ー 14,300円

（消費税抜き13,000円）
6,600円

（消費税抜き6,000円）
17,600円

（消費税抜き16,000円）＊10
14,300円

（消費税抜き13,000円）

工具 ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ ー ＊2
ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ ＊3

※★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（★B：リヤコンフォートパッケージ）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊2. スペアタイヤとジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチはセットでメーカーオプション。＊3. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチは同時装着できません。＊5. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフと
トヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。＊7. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備の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ます。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。＊10. ステアリングヒーターは
寒冷地仕様を選択した場合、同時装着となります。＊21. ディスク、メディア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。＊22. ETC2.0ユニット（VICS機能付）を選択した場合、3メディアVICS（VICS WIDE
対応）になります。＊23. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウンで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカー
ドのデータは再生できない場合があります。＊24. ETCユニット/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。また、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。＊25. トヨタプレミアムサウンドシステムを選択した場合、
スピーカーベゼルがパンチングメタルに変更となります。＊26. 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。＊27. PTC［自己温度制御シ
ステム］: Positive Temperature Coefficient ＊28. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区に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10％込み）’20年 1 1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。■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



掲載
ページ

G-Executive G-Executive Four G / G Four S / S Four B / B Four
3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車

2WD 4WD 2WD / 4WD
外装・メカニズム

タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル

225/45R18タイヤ＆18×8Jノイズリダクションアルミホイール
（スパッタリング塗装/G-Executiveグレード専用）＆センターオーナメント 46

225/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（スーパークロームメタリック塗装）＆センターオーナメント 44 39,600円

（消費税抜き36,000円）
215/55R17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塗装）＆センターオーナメント 44

スペアタイヤ（応急用 T155/70 D17） ＊1 ー 14,300円
（消費税抜き13,000円）＊2＊3＊4

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントグリル 50
フロントバンパー 50
フロントバンパーロアグリル 50
リヤバンパー 50
ドアウインドゥフレームモールディング＆ドアベルトモールディング（SUS） 50
ロッカーモールディング 50
アウトサイドドアハンドル 50 メッキ カラード
グレードエンブレム 50 リヤ
フロントエキゾーストパイプ ー ロングデュアル シングル
エキゾーストテールパイプ 50 左右2本出し
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＋パワーOFF後作動機能付）  ＊5 ー 1 10,000円

（消費税抜き100,000円）
1 10,000円

（消費税抜き100,000円）＊6

ハイブリッドシンボルマーク ー サイド（マルチステージ
ハイブリッドマーク）・リヤ リヤ

メ
カ
ニ
ズ
ム・制
御

ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント・リヤ） 17 対向4ピストンアルミモノブロック
キャリパー（フロントのみ）

トルセン®LSD（センターデフ）付トランスファー 20 4WD車
VDIM（アクティブステアリング統合制御付）［EBD付ABS&VSC&TRC&EPS&VGRS］ 21VDIM［EBD付ABS&VSC&TRC&EPS］
AVS/NAVI・AI-AVS 21

ドライブモード
セレクト

SPORT S＋/SPORT S/NORMAL/
COMFORT/ECO/CUSTOM/SNOW 20
SPORT/NORMAL/ECO/SNOW

全車標準装備　　　●タイヤパンク応急修理キット＊2　●フードサイレンサー　●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）　●電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド　●ECB（電子制御ブレーキシステム）　●ばね上制振制御　●EVドライブモード　など

■  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. タイヤ空気圧警報システムは、スペアタイヤ（応急用タイヤ）装着（走行）時は4輪とも表示しません。＊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、ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付）はラゲージトレイ（トランクマット付）
となります。また、スペアタイヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。＊3. スペアタイヤとジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチはセットでメーカーオプション。＊4. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチは
同時装着できません。＊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ます。＊6. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



■  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

掲載
ページ

G-Executive G-Executive Four G / G Four S / S Four B / B Four
3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車

2WD 4WD 2WD / 4WD
安全装備・ドライビングサポート

予
防
安
全・ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト

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） 23

レーントレーシングアシスト［LTA］ 24
ドライバー異常時対応システム 26
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付） 25
ロードサインアシスト［RSA］ 26
アダプティブハイビームシステム［AHS］ 26
オートマチックハイビーム［AHB］ 26

先行車発進告知機能［TMN］ 26
ブラインドスポットモニター［BSM］/後方車両への接近警報 28 ★A ＊31
インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］ ＊7 27
リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］/
リヤクロストラフィックアラート 27 ★A ＊31

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）/リヤカメラディテクション 27 67,100円
（消費税抜き61 ,000円）＊9

★A
パノラミックビューモニター ＊7＊8 28 ★A

ITS Connect 29 27,500円
（消費税抜き25,000円）

タイヤ空気圧警報システム［TPWS］（マルチインフォメーションディスプレイ表示） ＊1 ー
プラスサポート（急アクセル時加速抑制） 28

衝
突
安
全

SRSエアバッグシステム（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） 29

ポップアップフード（予防連携機能付）  ＊7 29

視
界

3眼LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ（デイライト
機能 /おもてなし照明付）＋LEDシーケンシャルターンランプ＋ヘッドランプクリーナー 36

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ 36
LEDリヤコンビネーションランプ 36 LEDシーケンシャルターンランプ付

リヤフォグランプ（リヤバンパー中央） ＊10 ー 11 ,000円
（消費税抜き10,000円）

LEDサイドターンランプ付オート電動
格納式リモコンカラードドアミラー
（ヒーター付/運転席側ワイドビュー）

 ＊8 ー
＋リバース連動機能＆足元照明 48 ★A ＊31

緊急ブレーキシグナル ー

インナーミラー
デジタル 28・48 ★A
自動防眩 ー
防眩 ー

オートワイパー（雨滴感応式） ー
全車標準装備　　　●ドライブスタートコントロール　●ヒルスタートアシストコントロール　●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）　●車両接近通報装置　●上下調整式リヤヘッドレスト　●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＆予防連携機能付）　●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）　●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）＊11　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●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　●LEDライセンスプレートランプ　●ウインドシールドグリーンガラス（遮音・UVカット機能、トップシェード付）　●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＆撥水機能付）　●リヤドア・バックウインドゥグリーンガラス（UVカット機能付ソフトプライバシーガラス）　●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・ダイレクトスプレー機能付）　●リヤウインドゥ
デフォッガー　など
※★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（★A：セーフティーパッケージPlus）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊1. タイヤ空気圧警報システムは、スペアタイヤ（応急用タイヤ）装着（走行）時は4輪とも表示しません。＊7. 字光式ナンバープレートは装着できません。＊8. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備の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
更となります。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。＊9. パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）/リヤカメラディテクション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。＊1 0. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。＊
1 1. 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。＊31. ブラインドスポットモニター［BSM］/後方車両への接近警報、
リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］/リヤクロストラフィックアラート、ドアミラー追加機能（リバース連動機能＆足元照明）はセット＜44,000円（消費税抜き40,000円）＞でメーカーオプションを選択することも可能です。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



■  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

掲載
ページ

G-Executive G-Executive Four G / G Four S / S Four B / B Four
3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車

2WD 4WD 2WD / 4WD
操作性
計
器
盤

オプティトロン2眼メーター（メーター照度コントロール、メーターリング照明付） 37
ハイブリッドシステムインジケーター 37
カラーヘッドアップディスプレイ 37 ★A

ス
テ
ア
リ
ン
グ・シ
フ
ト

本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール 51＋ステアリングヒーター付 ＊12
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） ーマニュアル
シフトノブ（ストレートタイプ/メッキモール付） ー 本革巻き（本杢調加飾付） PVC＊13
シーケンシャルシフトマチック 18・19 10速（Mモード） 6速（Sモード）

ド
ア

スマートエントリー
＆スタートシステム
（スマートキー×2）＊14

全ドア
ー

金属加飾付スマートキー＆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
（ラゲージドア）

39
+フロントドア＆リヤドア 39・49 ★B

電動式リヤサンシェード 49 ★B 33,000円
（消費税抜き30,000円）

手動式リヤドアサンシェード 49 ★B
全車標準装備　　　●マルチインフォメーションディスプレイ（7インチTFTカラー）　●デジタルクロック（マルチインフォメーションディスプレイ内表示）　●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・ハンズフリー通話・レーダークルーズ
コントロール・レーントレーシングアシスト）　●電動パワーステアリング（車速感応型）　●シフトレバーブーツ　●シフトポジションインジケーター　●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＋キーOFF後作動機能付）　●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）　●電気式ラゲージ＆フューエルリッドオープナー　●ブレーキウォーニング　●キー置き忘れ防止ブザー　●半ドアウォーニング　●フューエル残量ウォーニング　など
内装・快適性

シ
ー
ト

シート表皮
本革  ＊15 45・47
ブランノーブ®＋合成皮革 45
ファブリック 45

シートヒーター 前席（3段階温度設定） ー
後席（ON/OFF） 49 3段階温度設定 ★B

前席シートベンチレーション ー
助手席肩口パワーシートスイッチ（シートスライド＆リクライニング） ー

※★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（★A：セーフティーパッケージPlus、★B：リヤコンフォートパッケージ）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊12. ステアリングヒーターは寒冷地仕様を選択した場合、同時装着となります。＊13. PVC［ポリ塩化ビニル］：Polyvinyl Chloride ＊14. 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。＊15. 本革シートの一部には合成皮革を使用しています。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



■  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

掲載
ページ

G-Executive G-Executive Four G / G Four S / S Four B / B Four
3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車

2WD 4WD 2WD / 4WD
内装・快適性

シ
ー
ト

リヤシート パワー（40/20/40分割リクライニング） 49 ★B
一体固定式 ー

リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）

51
＋ボックス＆各種コントロールスイッチ ＊16 49・51 サテンメッキ加飾 ブラック塗装　★B

可倒式助手席ヘッドレスト＆シートアシストグリップ 49 ★B
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/2メモリー付） ー
パワーイージーアクセスシステム（運転席） 38

イ
ン
テ
リ
ア

パワーウインドゥ
スイッチベース

本杢調＋サテンメッキ加飾 ー
ダークシルバー＋シルバー塗装 ー

インテリア加飾
本杢調（本革巻きシフトノブ、インストルメントパネル、
専用ドアトリム、センターロアパネル、センターコンソール、
パワーウインドゥスイッチベース）

46・47

アルミ調（センターロアパネル、センターコンソール） 45
ドアトリム＆インストルメントパネルオーナメント表皮 ー 合成皮革巻き（ドアトリムのみ） 合成皮革巻き

サテンメッキ加飾 センターコンソール ー
リヤセンターアームレスト ー

空
調

フルオートエアコン
（花粉除去モード付）

3席独立温度コントロール＋1席/前席集中モード 38左右独立温度コントロール＋前席集中モード
リヤオートエアコン（クーラー機能付） 49 ★B
「ナノイー X」 39
スイングレジスター ー

電
源・照
明・収
納

おくだけ充電 ＊17 37 13,200円
（消費税抜き12,000円）

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W） ＊18 40
非常時給電システム付

44,000円
（消費税抜き40,000円）＊2＊21

44,000円
（消費税抜き40,000円）＊19

充電用USB端子（2個） ＊20 38

イルミネーテッド
エントリーシステム

フロント足元LED照明＋LEDルームランプ 38
助手席インストルメントパネルオーナメントLED照明 38
インサイドドアハンドルLED照明（フロント・リヤ） ー
フロント・リヤドアLED照明＋フロント・リヤドアポケットLED照明＋
リヤ足元LED照明 46

ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付） 39 ＊2＊21
ラゲージトレイ（トランクマット付） ＊19

全車標準装備　　　●運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート　●電動ランバーサポート（運転席）　●サイドデフロスター付フロントピラー　●サテンメッキインサイドドアハンドル（ロックノブレスタイプ）　●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）　●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　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊22　●天井LED照明（フロントパーソナルランプ［タッチセンサー式］×2、ルームランプ［タッチセンサー式］×1、リヤ読書灯×2）　●LEDドアカーテシ
ランプ（フロントドア・リヤドア）　●ラゲージルームランプ　●オーバーヘッドコンソールボックス＊5　●センターコンソールボックス（左右両開きタイプ）　●フロントカップホルダー（LED照明付）　●コンソール小物入れ　●グローブボックス（LED照明・キー付）　
●ドアポケット＆ボトルホルダー　●シートバックポケット（運転席・助手席）　●サンバイザー（バニティミラー・LED天井照明・チケットホルダー付）　●回転式アシストグリップ（フロント2・リヤ2/コートフック［リヤ右側］付）　など
※★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（★B：リヤコンフォートパッケージ）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊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、ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付）はラゲージトレイ（トランクマット付）となります。また、スペアタイヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。＊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ます。＊16. 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。＊17. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されてい
る方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、販売店におたずねください。＊18. 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。＊19. アクセサリーコンセントを選択した場合、ラゲージトレイの形状が変更となります。＊20. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。＊2 1. アクセサリー
コンセントを選択した場合、ラゲージボックスの形状が変更となります。＊22. 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。
■「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10％込み）’20年 1 1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。■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



■  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

掲載
ページ

G-Executive G-Executive Four G / G Four S / S Four B / B Four
3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車

2WD 4WD 2WD / 4WD
エンターテイメント

ナ
ビ・オ
ー
ディ
オ・コ
ネ
ク
ティッ
ド

T-Connect SDナビゲーションシステム＊23
【ナビ】
12.3インチディスプレイ（トヨタマルチオペレー
ションタッチ）、T-Connect for CROWN、
FM多重VICS（VICS WIDE対応）＊24
【オーディオ】
Blu-ray、DVD、CD、microSD＊25、
AM/FM（ワイドFM対応）、
サウンドライブラリー＊25、
USB入力端子、地上デジタルTV、
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
【スマートフォン連携】
SDL（SmartDeviceLink™）、
Apple CarPlay、Android Auto™対応
【その他】
バックガイドモニター＊8、ETCユニット＊26、
Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、
音声認識、Miracast®対応、Wi-Fi®接続対応

トヨタプレミアムサウンドシステム
（16スピーカー/12chオーディオ
アンプ）

＊27 31 103,400円
（消費税抜き94,000円）

103,400円
（消費税抜き94,000円）＊6

クラウン・スーパーライブサウンド
システム（10スピーカー/8chオー
ディオアンプ）

31

クラウン・ライブサウンドシステム
（6スピーカー/8chオーディオアンプ） 31

DCM（専用通信機） 30
リヤオーディオコントロール 49 ★B

ETC2.0ユニット（VICS機能付） ＊24＊26＊28 37 16,500円
（消費税抜き15,000円）

その他
セ
キ
ュ
リ
ティ
他

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

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー、PTC＊29ヒーター［3.5L車］など） ＊30 ー 14,300円
（消費税抜き13,000円）

6,600円
（消費税抜き6,000円）

17,600円
（消費税抜き16,000円）＊12

工具 ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ ー ＊3
ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ ＊4

※★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（★B：リヤコンフォートパッケージ）。詳しくはP48-49をご覧ください。
＊3. スペアタイヤとジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチはセットでメーカーオプション。＊4. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチは同時装着できません。＊6. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフとトヨ
タプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。＊8. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備の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ます。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。＊12. ステアリングヒーターは寒冷地仕
様を選択した場合、同時装着となります。＊23. ディスク、メディア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。＊24. ETC2.0ユニット（VICS機能付）を選択した場合、3メディアVICS（VICS WIDE対応）
になります。＊25. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウンで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカードのデータ
は再生できない場合があります。＊26. ETCユニット/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。また、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. トヨタプレミアムサウンドシステムを選択した場合、スピーカー
ベゼルがパンチングメタルに変更となります。＊28. 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。＊29. PTC［自己温度制御システム］: 
Positive Temperature Coefficient ＊30. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区に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10％込み）’20年 1 1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。■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■「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。■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。■“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。■“Wi-Fi®”“Miracast®”
は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■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。

主要装備一覧表



主要諸元表



3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車
2WD 2WD

RS Advance G-Executive RS Advance RS RS-B G S B

■車両型式・重量・性能

車両型式 6AA-GWS224-
AEXAB

6AA-GWS224-
AEXEB

6AA-AZSH20-
AEXAB

6AA-AZSH20-
AEXRB

6AA-AZSH20-
AEXSB

6AA-AZSH20-
AEXGB

6AA-AZSH20-
AEXMB

6AA-AZSH20-
AEXBB

車両重量 kg 1,870 ※1※2 1,900 ※1 1,770 ※1※2 1,770 ※3 1,770 1,760 ※1※2 1,730 ※3※4 1,730
車両総重量 kg 2,145 ※1※2 2,175 ※1 2,045 ※1※2 2,045 ※3 2,045 2,035 ※1※2 2,005 ※3※4 2,005
最小回転半径 m 5.3

燃料消費率 （国土交通省審査値）

 km/L 16.0 20.0
市街地モード  km/L 12.7 17.2
郊外モード  km/L 16.4 20.8
高速道路モード  km/L 17.7 20.9

　　　　　 （国土交通省審査値）  km/L 18.0※5 17.8 23.4 24.0※6 24.0

主要燃費改善対策 ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、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、電気式無段変速機

■寸法・定員
全長 mm 4,910
全幅 mm 1,800
全高 mm 1,455
ホイールベース mm 2,920
トレッド フロント/リヤ mm 1,560/ 1,560
最低地上高※8 mm 135
室内 長/幅/高※8 mm 1,955/ 1,500/ 1,185※9
乗車定員 名 5

●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。

※1 . マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。　※2.リヤコンフォートパッケージを装着した場合、20kg増加します。　※3. 電動式リヤサンシェードを装着した場合、10kg増加します。　※4.18インチ アルミホイールを装着した
場合、10kg増加します。　※5.オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。　※6. オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。　※8. 社内測定値　※9. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
を装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

■“CROWN”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“TOYOTA D-4ST”“ECT”“VDIM”“VSC”“TRC”“VGRS”“ECB”“OPTITRON”“サウンドライブラリー”“TSOP”“T-Connect”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

●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。  

主要諸元表



3.5L ハイブリッド車 2.5L ハイブリッド車
2WD 2WD

RS Advance G-Executive RS Advance RS RS-B G S B

■エンジン
型式 8GR-FXS A25A-FXS
総排気量 L 3.456 2.487
種類 V型6気筒 直列4気筒
使用燃料 無鉛プレミアムガソリン 無鉛レギュラーガソリン
内径×行程 mm 94.0×83.0 87.5×103.4
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 220（299）/6,600 135（184）/6,000
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 356（36.3）/5,100 221（22.5）/3,800～5,400
燃料供給装置 筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S）
燃料タンク容量 L 66
■走行装置・駆動方式

サスペンション
フロント マルチリンク式コイルスプリング
リヤ マルチリンク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/ベンチレーテッドディスク
作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式

駆動方式 後輪駆動方式
■トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション マルチステージハイブリッドトランスミッション 電気式無段変速機
変速比（第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/後退） ー
減速比 3.357 2.937
■モーター
型式 2NM 1KM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 132（180） 105（143）
最大トルク N・m（kgf・m） 300（30.6）
■動力用主電池
種類 リチウムイオン電池 ニッケル水素電池
容量 Ah 3.6 6.5

●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。
■“CROWN”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“TOYOTA D-4ST”“ECT”“VDIM”“VSC”“TRC”“VGRS”“ECB”“OPTITRON”“サウンドライブラリー”“TSOP”“T-Connect”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

主要諸元表



2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボガソリン車 
4WD 2WD

RS Advance Four RS Four RS-B Four G-Executive Four G Four S Four B Four RS Advance RS

6AA-AZSH21-
AEXAB

6AA-AZSH21-
AEXRB

6AA-AZSH21-
AEXSB

6AA-AZSH21-
AEXEB

6AA-AZSH21-
AEXGB

6AA-AZSH21-
AEXMB

6AA-AZSH21-
AEXBB

3BA-ARS220-
AEZAZ

3BA-ARS220-
AEZRZ

1,860 ※1※2 1,850 ※3 1,850 1,890 ※1 1,860※1※2 1,820※3※4 1,820 1,730 ※1※2 1,720 ※3
2,135 ※1※2 2,125 ※3 2,125 2,165 ※1 2,135 ※1※2 2,095※3※4 2,095 2,005 ※1※2 1,995 ※3

5.7 5.3
18.2 12.4
14.9 8.7
19.2 12.6
19.4 15.1

21.0※7 21.0 20.8 21.0 ※7 21.0 12.8

ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、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、電気式無段変速機

アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、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

4,910 4,910
1,800 1,800
1,465 1,455
2,920 2,920

1,560/ 1,560 1,560/ 1,560
130 135

1,955/1,500/ 1,185※9 1,955/1,500/ 1,185※9
5 5

■車両型式・重量・性能

車両型式

車両重量 kg
車両総重量 kg
最小回転半径 m

燃料消費率 （国土交通省審査値）

 km/L
市街地モード  km/L
郊外モード  km/L
高速道路モード  km/L

　　　　　 （国土交通省審査値）  km/L

主要燃費改善対策

■寸法・定員
全長 mm
全幅 mm
全高 mm
ホイールベース mm
トレッド フロント/リヤ mm
最低地上高※8 mm
室内 長/幅/高※8 mm
乗車定員 名

●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。

※1 . マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。　※2.リヤコンフォートパッケージを装着した場合、20kg増加します。　※3. 電動式リヤサンシェードを装着した場合、10kg増加します。　※4.18インチ アルミホイールを装着した
場合、10kg増加します。　※7. オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。　※8. 社内測定値　※9. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

■“CROWN”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“TOYOTA D-4ST”“ECT”“VDIM”“VSC”“TRC”“VGRS”“ECB”“OPTITRON”“サウンドライブラリー”“TSOP”“T-Connect”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

●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。  

主要諸元表



2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボガソリン車 
4WD 2WD

RS Advance Four RS Four RS-B Four G-Executive Four G Four S Four B Four RS Advance RS

A25A-FXS 8AR-FTS
2.487 1.998
直列4気筒 直列4気筒

無鉛レギュラーガソリン 無鉛プレミアムガソリン
87.5×103.4 86.0×86.0

135（184）/6,000 180（245）/5,200～5,800
221（22.5）/3,800～5,400 350（35.7）/1,650～4,400

筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S） 筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4ST）
66 66

マルチリンク式コイルスプリング マルチリンク式コイルスプリング
マルチリンク式コイルスプリング マルチリンク式コイルスプリング

ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

4輪駆動方式（フルタイム4WD） 後輪駆動方式

電気式無段変速機 スーパーインテリジェント8速オートマチック〈8 Super ECT〉
ー 4.596/2.724/1.863/1.464/1.231/1.000/0.824/0.685/4.056

2.937 3.133

1KM

ー
交流同期電動機

105（143）
300（30.6）

ニッケル水素電池
ー

6.5

■エンジン
型式
総排気量 L
種類
使用燃料
内径×行程 mm
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m.
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m.
燃料供給装置
燃料タンク容量 L
■走行装置・駆動方式

サスペンション
フロント
リヤ

ブレーキ
フロント/リヤ
作動方式

駆動方式
■トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション
変速比（第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/後退）
減速比
■モーター
型式
種類
最高出力 kW（PS）
最大トルク N・m（kgf・m）
■動力用主電池
種類
容量 Ah

●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。
■“CROWN”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“TOYOTA D-4ST”“ECT”“VDIM”“VSC”“TRC”“VGRS”“ECB”“OPTITRON”“サウンドライブラリー”“TSOP”“T-Connect”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

リサイクル預託金 資金管理料金 合 計シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金
全 車 9,990円 1,930円 ー 130円 290円 12,340円

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。
詳しくは、取り扱い販売店におたずねください。　

リサイクル料金表 ※リサイクル料金は'20年1 1月時点の金額。

主要諸元表
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