


むき出しの岩山、行く手を阻む河川、極寒の雪原、

灼熱の砂漠、砂塵が舞う荒野、急斜面の山岳地帯。

過酷な自然にひるむことなく、

まるでこの惑星を乗りこなすように、力強く前進する。

それは、地球上のあらゆる大地を知り尽くしているからできること。

「どこへでも行き、生きて帰って来られる」。

唯一無二のアイデンティティをさらに磨き上げ、

ランドクルーザーはただひたすら、

自分だけに許された道を突き進む。



外観・内装



外観・内装　EXTERIOR



「どこへでも行き、生きて帰って来られる」クルマにふさわしい、

比類なき走行性能を絶えず進化させていくために。

ランドクルーザーは、世界一過酷と称されるダカールラリーに、

25年以上にわたり参戦を続けてきた。

このラリーからのフィードバックを車両開発に活かし、

オフロードでの接地性・走破性をさらなる高みへ。

極限の環境でオフロード性能を鍛え上げた、最もタフなランドクルーザー。 

それが、 GR SPORT。

極限の環境で鍛え抜かれた、圧倒的なオフロード性能。

過酷な道を物ともしないタフネス。

地球上の道なき道が舞台のダカールラリーへの挑戦。
道がクルマを鍛えるという揺るぎない思想が、
唯一無二の走破性能に結実した。	

※2021年8月現在。
※写真はダカールラリー仕様車です。

外観・内装　EXTERIOR



外観・内装　INTERIOR



外観・内装　INTERIOR



室内スペース・収納



過酷な移動を支える、確かな積載力。

■ 大容量のラゲージスペース
セカンドシートを折りたたみ、サードシート（7人乗り）を床下に格納すれば、フルフラットのラゲージスペースが広がります。大きさや長さを
気にせず、様々なものが積載可能です。また、セカンドシートを使用した状態でも、ゴルフバッグ（9.5インチ）を5つ積むことができます。

945mm

1,320mm

1,865mm

室内スペース・収納　FLEXIBLE SPACE



■ 多彩なシートアレンジ

乗員人数や荷物の量にあわせて柔軟に対応できます。

■ くつろぎの居住スペース
車両サイズは大きくせず、シートの構造・配置を見直すことで、優れた居住性を確
保。なかでもセカンドシートは、フロントシートバックの薄型化により、乗員の膝ま
わりにゆとりのスペースをもたらします。

セカンドシート中央前倒し + サードシート両側フロア格納状態

セカンドシート前倒し + サードシート両側フロア格納状態

セカンドシート片側前倒し + サードシート両側フロア格納状態

セカンドシートタンブル + サードシート両側フロア格納状態

室内スペース・収納　FLEXIBLE SPACE



■ フロア格納サードシート（手動）
ストラップを引いてヘッドレストを格納
後、肩口のレバーを起こしてシートバック
を前に倒せば、クッションも連動して格
納。簡単な操作で荷室を拡大できます。

［AX に標準装備］

［ZX（ガソリン車）、GR SPORT（ガソリン車）、VX に標準装備］

■ フロア格納サードシート（電動）
スイッチを押すだけで、サードシートが電動で格納・復帰。スイッチはバックドア左側、リヤドア
両側に設定し、室内側またはラゲージ側、どちらからでも操作できます。ヘッドレストも格納
作動に連動して自動可倒します（復帰は手動）。

リヤドア側スイッチ（左側） バックドア側スイッチ

■セカンドシートタンブル機構

セカンドシートは、ワンアクション
で簡単に折りたたみが可能。後方
からも操作しやすいグリップ形状
を採用しています。

［ディーゼル車に標準装備。 GX を除くガソリン車に
メーカーオプション］

■トノカバー
ラゲージスペースをしっかり覆い隠したい際
に役立ちます。

フロア格納サードシート（電動）作動イメージ

スイッチを押すとシートバックが自動で格納開始。

1

シートバックが格納している最中に、クッションも自動
で動き出す。

2

クッションに連動し、ヘッドレストが格納される。

3

格納状態完了。

4

室内スペース・収納　FLEXIBLE SPACE



■ ハンズフリーパワーバックドア
　（イージークローザー・挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能・クローズ & ロック［ウォークアウェイ］機能付）

スマートキーを携帯していれば、リヤバンパーの下に足を出し入れするだけで、バックドアが自動開閉。両手が荷物でふさ
がっているときなどに便利です。またバックドア下端部にあるスイッチでの操作も可能。さらに、停止位置の記憶のほか、
予約操作を行ってクルマから離れると、バックドアのクローズと全ドアの施錠が自動で作動する「クローズ&ロック（ウォー
クアウェイ）機能」も搭載しています。

［ZX に標準装備。VX にメーカーオプション］

■ 便利な収納の数々

フロント

リヤ

A

E

B

F

C

G

D

H

オーバーヘッドコンソール

グローブボックス（ランプ・キー付）

センタークラスターボックス＆

フロントコンソールオープントレイ

フロントコンソールカップホルダー（2 個）

2 段式センターコンソールボックス（脱着トレイ付）

フロント・リヤドアポケット＆

ボトルホルダー（左右各 1 本）

セカンドシートセンターアームレスト

（カップホルダー 2 個付）

サードシートサイドトリムポケット＆

カップホルダー（左右各 2 個）

A

B
C

D

E

F

G

H

室内スペース・収納　FLEXIBLE SPACE





どんな路面環境でも、運転に集中できる空間。

■  オプティトロンメーター（メーター 照 度コントロール
付 )+TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ

昼夜問わず見やすいオプティトロンメーターを採用。過酷な路面
状況下でも車両状況が把握しやすいよう、燃料計・水温計・油圧
計・電圧計が直感的に視認できるデザインとしました。また、高精
細な TFT カラー液晶画面をメーター中央に配置。マルチテレインセ
レクトの走行状態など、オフロード走行時に必要な情報はもちろん、
燃費や航続可能距離など、さまざまな車両情報を表示できます。

2 眼オプティトロンメーター +7 インチ TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］
4 眼オプティトロンメーター +4.2 インチ TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ［AX、GX に標準装備］

2 眼オプティトロンメーター +7 インチ TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ

4 眼オプティトロンメーター +4.2 インチ TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイ 表示例

エコドライブインジケーター タイヤ切れ角 速度

矢印ナビ＊ 2 尿素表示（ディーゼル車）

室内スペース・収納　COCKPIT



［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］ ［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］

■ カラーヘッドアップディスプレイ
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。車速の
他にナビと連携したルート案内など、さまざまな情報を表示します。
また、高輝度表示の採用により日中でも高い視認性を確保しました。

■ パワーイージーアクセスシステム（運転席）
乗降時、ステアリングのオートチルトアウェイ＆リターン機能と連動
して、運転席が自動的にスライド。スムーズな乗り降りをサポート
します。

■指紋認証スタートスイッチ
スタートスイッチの中央に指紋センサーを
搭載した、指紋認証による始動システム
です。スマートキーを携帯し、ブレーキ
を踏みながら指紋センサーにタッチする
と、車両に登録された指紋情報と照合。
指紋情報が一致しなければエンジンが始
動しないため、より高いセキュリティ性を
発揮します。

トヨタ初

［GX を除く全車に標準装備。GX にメーカーオプション］

■ イモビライザーシステム
正規のキー（スマートキー）以外
では、エンジンが始動しないセキュ
リティシステム。正規のキーに登録
された ID コードを自動的に照合・
一致することで、ステアリングロッ
クの解除とエンジン始動を可能に
します。

■ オートアラーム（侵入センサー + 傾斜センサー）
車内への侵入とジャッキアップや車両の持ち上げなどによる車両の傾
斜を検知すると、オートアラームが作動するセキュリティシステムです。
OFF スイッチで一時的にキャンセルできます。

センサー OFF スイッチ セキュリティシステム作動時

室内スペース・収納　COCKPIT





■ 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
　/ 運転席 3 メモリー付）

運転席に、3 通りのステアリン
グ、シート、ドアミラーの最適
ポジションを記憶。スイッチひ
とつでその状態を呼び出せま
す。最適ポジションを自動再現
するメモリーコール機能も設定
しました。

［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］

■ 走行・駆動系統合ダイヤル
ドライブモードセレクト、マルチ
テレインセレクト、ダウンヒル
アシストコントロール、クロー
ルコントロールのモードセレク
トを１つのダイヤルに統合。走
行・駆動系スイッチを 1 カ所に
集約して手元に配置することで、
状況に適した走行モードをス
ムーズに呼び出せます。

■ ステアリングスイッチ
手を離さずにさまざまな操作が可能です。

A   情報操作系（4 方向スイッチ、戻る）

B   運転支援系（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）

C   オーディオ・音声認識操作系（音量、ハンズフリー、音声認識、モード選択、選曲 ･ 選局）

A

C

C
ステアリング左側

■マイセッティング　 トヨタ初

車両に最大 3 名分の車両設定を記憶させ、それぞれに割り当てら
れた設定を再現するシステムです。スマートキーもしくは指紋認証で
ドライバーを特定し、ステアリング、シート、ドアミラーなどのドライ
ビングポジションから、ドアロック、エアコン、照明といった室内設
定、メーターやヘッドアップディスプレイの表示設定まで、ユーザー
ごとの設定をスムーズに
呼び出せます。

■ 音声による車両の操作
ステアリングの音声認識スイッチ
により、運転中にステアリングか
ら手を離すことなく、ムーンルー
フの電動スライドやドライビング
ポジションメモリー、パワーウィ
ンドゥ、フロントワイパー、リヤ
ワイパーを音声で操作することが
できます。

■ ステアリングヒーター
寒い日のドライビングでも、快適
な操作ができるようステアリング
ヒーターを採用しました。

［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］

   ヒーター加温箇所

B

ステアリング右側

C

室内スペース・収納　COCKPIT





機能・装備



エンジンスイッチ・ルームランプ［全車に標準装備］
インサイドドアハンドル・フロント＆セカンドシート足元［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］

■ イルミネーテッドエントリーシステム
ドアロック解除などに連動して室内照明が点灯。ドライバーや同乗され
る方を快くお迎えします。

フロントシート［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］
セカンドシート左右席［ZX、GR SPORT に標準装備］

フロントシートヒーターコントロールスイッチ 

セカンドシートヒーターコントロールスイッチ 

ヒーター加温箇所

■ 快適温熱シート
長時間のドライブで負担のかかりやすい肩や腰、寒い日や夏の冷房中
に冷えやすい脚部に快適なぬくもりを伝えます。HI-MID-LO の 3 段
階切替が可能なほか、状況に応じて作動するオートモード付です。

セカンドシートベンチレーションスイッチ

フロントシートベンチレーションスイッチ

フロントシート［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］
セカンドシート左右席［ZX、GR SPORT に標準装備］

吸い込みイメージ

■ シートベンチレーション
背もたれ面と座面にシート表皮の熱気を吸い込むことで冷涼感をも
たらすベンチレーション機能を設定。HI-MID-LO の 3 段階切替が可
能なほか、状況に応じて作動するオートモード付です。

機能・装備　COMFORT&UTILITY



■ 前後左右独立温度コントロールフルオートエアコン（S-FLOW）
運転席・助手席に加えて後席でも左右独立した温度設定が行えるフルオートエアコン。センサーで室温を感知し、吹き出し温度、風量を制御します。
高効率の空調システムと、天井から足元まで設置した吹出し口により、優れた冷暖房性能を実現。乗員一人ひとりに最適な心地良さを提供します。
また、人が乗っていない後席の空調を自動で抑制する S-FLOW 制御により、快適性と省燃費を両立します。

［GXを除く全車に標準装備］

前後左右独立温度コントロールイメージ

フロントヒーターコントロールパネル

リヤヒーターコントロールパネルフロントヒーターコントロールパネル
（T-Connect ナビゲーションシステム装着車）

機能・装備　COMFORT&UTILITY



■ チルト＆スライド電動ムーンルーフ
　（UV カット機能付プライバシーガラス＆挟み込み防止機能付）

リモコン機能付［ZX、GR SPORTに標準装備。
VXにメーカーオプション］
リモコン機能なし［AXにメーカーオプション］

■ フロント 8 ウェイパワーシート
　（運転席 2 ウェイ電動ランバーサポート付）
フロントシートには、前後スライド、リクライニング、シート上下、座面前端
上下の各調整を無段階に電動で行えます。また運転席は、腰部を支えるラン
バーサポートの前後調整もスイッチ操作で可能。体型に合ったドライビング
ポジションが選択できます。

A   前後スライド
B   座面前端上下
C   シート上下
D   リクライニング
E   ランバーサポート

［ZX、GR SPORT、VX に標準装備］

スイッチひとつで簡単に開閉。室内に爽やかな風と光を採り込
めます。さらに音声認識操作にも対応しています。

DE

A

B

CD

C
B

E

A
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■ スマートエントリー（全ドア／アンサーバック機能付）＆
　 スタートシステム（スマートキー 2 個）
スマートキーをポケットやバッグに携帯していれば、キーを取り出す
ことなくドアハンドルを軽く握るだけで解錠、ドアハンドルのセンサー
に触れるだけでドアを施錠します。エンジン始動もブレーキを踏みな
がらスイッチを押すだけで簡単に行えます。

■ アクセサリーコンセント（ラゲージ左側1個）＆ソケット
　（インストルメントパネル下部・センターコンソールボックス後部各1個）
AC100Vのコンセントをラゲージに装備。停電などの非常時にも電
気製品が使えます。また、フロントシートとセカンドシートの乗員向
けに、DC12Vのアクセサリーソケットを1つずつ設置しています。

■ 「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。インパネセン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。

［「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

＊「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。
●「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。 アクセサリーコンセント

アクセサリーソケット
（インストルメントパネル下部）

アクセサリーソケット
（センターコンソールボックス後部）

スマートキー　 スマートキー　

■ ドアミラー足元照明
スマートキーを携 帯して近づく
か、ドアロックを解除してクルマ
に乗り込む場合、ドアミラーの下
部から光を照射。ドライバーを優
しくお迎えします。

■ クールボックス
センターコンソールボックス内に
設置する保冷庫です。ペットボト
ル飲料などを保冷することができ
ます。

［GX を除く全車にメーカーオプション］

機能・装備　COMFORT&UTILITY



走行性能



フロント＆リヤサスペンション

オフロード性能とオンロード性能を高次元で融合し、地球上のあらゆる道を気持ちよく走破できるサスペ
ンションを新規開発しました。

◆ ダブルウィッシュボーン式独立懸架
　 フロントサスペンション
オフロードで力を発揮するストロークを確保しながら、アーム配置の最適化により、オンロードでは優
れた直進安定性を発揮。コーナリング時のボディの傾きを抑制し、操縦安定性にも貢献します。

◆ トレーリングリンク車軸式リヤサスペンション
車軸式の強みの高い接地性により、凹凸の大きな道もしっかりとらえ、優れたオフロード性能を発揮。
また、アブソーバーの配置を最適化し、オフロードだけでなく、オンロードでの安定性も確保しました。

■ TNGA に基づく新プラットフォーム

フレーム

強靱な骨格を支えてきた伝統のラダーフレームをTNGAの思想に基づき刷新。超高張力鋼板をフレー
ムの適材適所に使用し、優れた堅牢性と高い剛性を確保しました。さらに、サイドレールとクロスメン
バーの一部に、板厚・材質の異なる鋼板をレーザー溶接で接合し、質量効率を高める新構造を採用。強
度と剛性は維持したまま、大幅な軽量化を実現しています。また、進化だけでなく、ホイールベースは継承
し、革新と伝統が共存するフレームに仕上げました。

トヨタフレーム車初

フロント リヤ

GR SPORTには専用チューニングを実施。専用スタビライザー、
コイルスプリングを設定し、オンロードで磨いてきたGRの意のまま
の走りとオフロードでの接地性・走破性を高次元に融合しました。

■ GR SPORT専用 チューニングサスペンション
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■高剛性・軽量ボディ

カウル部へのスポット打点増し打ちと、フロア部、ドア開口部
への「構造用接着剤」の塗布により、高い剛性と操縦安定性を
確保。さらに、高強度で軽い超高張力鋼板（ホットスタンプ材
等）を適用拡大したほか、ボンネット、フェンダー、ルーフ、全ド
アパネルをアルミニウム製にすることで、大幅な軽量化と優れ
た衝突安全性を両立しました。

■静粛性の追求

ボディの広範囲に遮音材・吸音材を最適配置。ウインドシール
ドガラスの低段差化やフロントピラーの外形最適化により、風
切音も抑制。また、ガソリン車にはエンジンおよび吸排気系の
こもり音をスピーカーからの制御音で打ち消し、静粛性を向上
させる「アクティブノイズコントロール」を採用しています。

■ GFRP アンダーカバー

高強度かつ軽量のGFRP（ガラス繊維強化プラスチック）を、ア
ンダーカバーの素材として世界で初めて採用。オフロードでの
ボディ下部の保護と優れた走破性を実現しました。また、床下
をフラットにすることで空気抵抗を低減し、操縦安定性と燃費
性能の向上にも貢献します。

世界初
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■操舵アクチュエーター付パワーステアリング

過酷な環境下での使用に耐える油圧式のパワーステアリングに電動式の操舵アクチュ
エーターを組み合わせました。応答性と操舵フィーリングを高め、低速時の優れた取
り回しや悪路走行時のショック低減、ドライバーの操舵力軽減などに貢献します。

［AX、GX を除く全車に標準装備］

■電子制御ブレーキシステム

ブレーキペダルの操作量をセンサーで検出し、最適な制動力を生み出す新たな電子制
御ブレーキシステムを採用。コントロール性、剛性感、応答性を高め、オンロード、オフ
ロードを問わず、様々な状況下で思い通りに止まることが可能です。

トヨタ初

■ 3.3L V6ツインターボディーゼルエンジン（F33A-FTV）

ピストン燃焼室、吸気ポート、インジェクタといったエンジン各部の構造を最適化し、高出
力と優れた燃費性能を両立した3.3L V型6気筒ツインターボディーゼルエンジンです。走
りの面では、新採用の可変ノズル付2ウェイツインターボが、あらゆるシーンで爽快な加
速感をもたらす過給性能を実現。低速域ではシングルターボの高レスポンスによる力強
い加速に、高速域ではツインターボの大吸気量によるのびやかな加速に寄与します。
また、電子制御ファンカップリングを新たに採用し、優れた燃費性能と静粛性に貢献。
新技術の尿素SCR-DPFシステムは、排出ガスのクリーン化に高い効果を発揮します。

総排気量：3.345 L
最高出力〈ネット〉：227 kW（309 PS）/4,000 r.p.m.
最大トルク〈ネット〉：700N・m（71.4kgf・m）/1,600~2,600 r.p.m.

1 2 3 4

ト
ル
ク

（N・m）

エンジン回転速度（×1,000r.p.m.）

230

出
力

（kW）

200

170

140

110

80450

500

550

400 50

600

650

700

出力トルク
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■ Direct Shift-10AT

V6ツインターボエンジンの性能を引き出すDirect Shift-10AT。10速化によるクロス
ステップの緻密な変速は、ダイレクトなフィーリングと、ドライバーのアクセル操作に素
早く応じるリズミカルで気持ちのよい走りを生み出します。また、駆動力特性と変速タイ
ミングの最適化を図り、ガソリンエンジンでは高回転域までの伸びやかな加速感を、
ディーゼルエンジンでは低回転から盛り上がる力強いトルク感を追求。全体のギアレ
シオをワイドレンジ化することで、高速走行の燃費向上と、発進加速、オフロード性能
の向上を実現しました。

■ 3.5L V6ツインターボガソリンエンジン（V35A-FTS）

TNGAの思想に基づき、ランドクルーザー伝統の信頼性を継承した3.5L V型6気筒ツ
インターボガソリンエンジンを新開発。マルチホール直噴インジェクタ付D-4STの採用
やロングストローク化、バルブ挟角の最適化による高速燃焼と高効率ツインターボが力
強い低速トルクと優れた過給レスポンスを生み出します。また、電子制御ファンカップ
リングを採用し、優れた燃費性能と静粛性に貢献。エンジントルクの応答制御を最適化
し、早期に応答させることでドライバーの意図通りの駆動力を生み出し、圧倒的なオフ
ロード走破性を達成するとともに、オンロードでは高回転域まで伸びやかで心地よい加
速を体感できます。

総排気量：3.444 L
最高出力〈ネット〉：305 kW（415 PS）/5,200 r.p.m.
最大トルク〈ネット〉：650N・m（66.3kgf・m）/2,000~3,600 r.p.m.
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■ マルチテレインセレクト

オフロード走行において、タイヤの空転によるスタックや、駆動力不足による失速が起こりやすい路面状況に応
じた走行支援を、6つのモード（AUTO/DIRT/SAND/MUD/DEEP SNOW/ROCK）から選択できるシステム
です。選択したモードごとに駆動力、サスペンション、ブレーキ油圧を自動で統合制御し、走破性を確保。なかで
も、各種センサーの情報から走行中の路面状況を推定し、駆動力を最適化するAUTOモードは、ドライバー自ら
モード切り替えをすることなく、走行シーンに応じた走破性能を引き出すことが可能です。

泥濘路といったぬかるむ路面
で使用。

   H4

L4
MUD

砂地、砂利道などの滑りやす
い路面で使用。

   H4

L4
SAND

ドライバーが自らモード
を切り替えることなく、
路面や走行シーンに
応じた悪路走行性を
実現。

   H4

L4
AUTO

未舗装路、段差路など、起伏・
凹凸の激しい路面で使用。

   H4
DIRT

L4

深雪路といった雪が阻む路面
で使用。

   H4
DEEP SNOW

L4

岩場など岩石の多い路面で使用。

L4
ROCK

H4

選択可能モード
L4モード時： AUTO/SAND/MUD/ROCK 
H4モード時：AUTO/DIRT/SAND/MUD/DEEP SNOW 

マルチテレインセレクト画面 マルチテレインセレクトスイッチ
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■ クロールコントロール

凹凸の大きいオフロードや滑りやすい路面を走行する際、アクセル
やブレーキ操作をすることなく、ステアリング操作のみで極低速走行
が可能です。ホイールスピンや車輪のロックを抑制するためスタックか
らの脱出能力が高く、駆動系への負荷も軽減。状況に応じて5段階の
速度設定が可能です。また、マルチテレインセレクトで選択した走行
モードに応じた駆動力や制動力も自動で制御します。さらに、クロール
コントロール走行時に切り返しが必要なタイトコーナーに差し掛
かった際、後輪内側のブレーキ油圧を制御することで回頭性を高める
ターンアシスト機能付です。

作動条件 トランスファーギヤ位置：L4

ターンアシスト機能作動イメージ

ブレーキ

制御ON
制御OFF ※トランスファーギヤ位置：L4、クロールコント

ロール作動時のみ作動します。
※ターンアシスト機能は一般走行には使用しない

でください。
※車両の限界性能を高める装置ではありません。

路面状況をよく確認した上で安全に注意して走
行してください。

クロールコントロールシステムイメージ(スタック状態からの後退脱出)
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フロントビュー＆両サイドビュー

バックビュー＆両サイドビュー

ワイドバックビュー & 両サイドビュー

フロントビュー（前方拡大）

アンダーフロアビュー＆両サイドビュー アンダーフロアビュー ( 後輪 ) ＆
両サイドビュー

STEP1 STEP2
手前の映像を撮影 STEP1の過去映像上に現在の車両周辺の映像を合成

スリップ検知制動力駆動力

通常走行 スリップ検知

アクティブトラクションコントロール作動イメージ

＊1

左サイド

右サイド

フ
ロ
ン
ト

リ
ヤ

■ マルチテレインモニター

作動条件 トランスファーギヤ位置：H4

オフロード走行時
車両周囲の状況確認を 4 つのカメラでサポートするシステム。フロント・サイド左右・リヤに搭載したカメラで
とらえた映像をカメラスイッチで切り替えることで、ドライバーの死角になりやすい車両周辺の路面状況を確認
できます。

作動条件 L4モード時/H4モード時+マルチテレインセレクトON状態

■ アクティブトラクションコントロール

雪道などのオフロードでスリップを検知すると、空転した
車輪にブレーキをかけ、残りの車輪に駆動力を配分。悪路
でも安定した走行を可能にします。

■ ダウンヒルアシストコントロール

スイッチひとつで、降坂時の車速を低車速にキープして、
安定走行に寄与。5 段階の速度設定が可能です。

［GX を除く全車に T-Connect ナビゲーションシステムとセットでメーカーオプション］

アンダーフロアビュー
アンダーフロアビュー（後輪）   

フロント画面表示中に車両を停止させ、画面内のスイッチを押すことで、アンダーフロアビューに切り替えできます。手前で
撮影された過去のフロントカメラ映像に、現在の車両周辺の映像を合成することで、車両下の状態や前輪の位置が確認
できます。さらに、車両を透過し、後輪周辺をクローズアップして大きく表示する新ビューを追加。タイヤ付近の状況
や障害物との距離感を把握でき、スタックや行き止まりからの脱出に力を発揮します。

トヨタ初
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センターデフに、トルセンⓇ＊ LSD を採用。路面状況や走行状態に反応
して、前後のトルク配分を最適にコントロールします。通常時のトルク配分

「前 40：後 60」を、旋回加速時にはリヤ寄りにして優れたコーナリング
性能を発揮。前後輪のいずれかがスリップした際にも瞬時に他方にトルクを配
分し、車両の安定性回復に寄与します。

■ トルセンⓇLSD（リヤ）

リヤタイヤのトラクション性能を確保するトルセンⓇ＊ LSD を採用。旋
回加速時には後左右輪の荷重に応じて駆動力を最適に配分し、高いコン
トロール性能を実現。直進では路面状況の変化にレスポンスよく反応し、
安定性の確保に貢献します。

［ZX に標準装備］

＊ “ トルセンⓇ ” は株式会社 JTEKT の登録商標です。

■ フルタイム4WD（トルセンⓇLSD付トランスファー）

■ 電動デフロック（リヤ）

後輪のどちらかが岩石路や砂地、ぬかるみなどでスタックした際、後輪左右を
直結。空転する反対側のタイヤに駆動力を伝え、走破性を高めるシステムです。

［GR SPORT に標準装備。GR SPORT を除く全車にメーカーオプション］

■ 電動デフロック（フロント）

GR SPORT にはフロントにも電動デフロックを搭載。様々な悪路環境において、より優れた走破性を発揮します。

［GR SPORTに標準装備］
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コーナリング時ロールを制御

荒れた路面でショックを低減

制御あり

制御あり

制御なし

制御なし

AVS作動イメージ

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

減衰力を適正化

2
3

4

車両がずり落ちることがあります。 発進時にブレーキの制御でずり落ちを緩和します。

制御なし制御なし 制御あり制御あり

ヒルスタートアシストコントロール作動イメージ

■ AVS/NAVI・AI-AVS

走行状態や運転操作に応じて、ショックアブソーバーの減衰力を 4 輪独立で自動制御します。速く、連続的に減衰力を切り替えできるメカニズムを採用することで、滑らかな乗り心地と
優れた安定感を高い次元で両立。大きなうねりと細かな凹凸が複合したオフロードでも、フラットな姿勢の維持とショックの遮断を可能にしました。また、ドライブモードセレクトスイッ
チにより 3 種類の減衰力モードを切り替えることができ、L4 モードを選択した場合は不整地路の走行に適した減衰力に切り替わります。さらに、AVS とナビゲーションシステムを融合し
た NAVI・AI-AVS も搭載。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。

AVS作動イメージ NAVI・AI-AVS作動イメージ

■ ヒルスタートアシストコントロール

急な上り坂や滑りやすい上り坂で発進する時、ブレーキからアクセルへ踏み替える際に発生する車両の後退を、自動的
にブレーキ制御することで緩和し、発進を容易にします。

［ZX、GR SPORT に標準装備］
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■ ドライブモードセレクト

ダイナミックな加速を楽しみたい、ゆった
りと穏やかに走りたいなど、オンロード
において気分や走行シーンに合った走り
を最大6つのモードから選択可能です。
ドライバーの好みに合わせて制御をカス
タマイズできるCUSTOMモードも新た
に設定しました。

ドライブモードセレクトスイッチ

市街地での走行安定性とオフロードの走破性を高次元で両立させるサスペンション
制御システムです。前後のスタビライザーを独立して電子制御し、路面状況や前
後輪それぞれの状況に応じてより細かくスタビライザー効果を変化させます。

世界初■ E-KDSS ［GR SPORTに標準装備］

E-KDSS システム図
リヤシリンダーフロントメカバルブ

リヤ制御バルブ

フロントシリンダー

フロント制御バルブ

作動条件 トランスファーギヤ位置：H4

E-KDSS の効果

接地性や走破性の向上に寄与。

スタビライザーの効力を発揮させ、コーナリング時の車体
のロール（横揺れ）を抑えて安定性を向上。

スタビライザーロック時

オンロード（コーナリング）などで作動

スタビライザーの効力をなくし、サスペンションを伸
びやすくすることでタイヤを路面から浮きにくくし、フ
ラット感、走破性を向上。

スタビライザーフリー時

オフロード、オンロード（直進）などで作動

パワートレーン ステアリング エアコン

VX

AX

GX

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 ステアリング サスペンション
（AVS） エアコン

ZX

GR SPORT

ECO 穏やかな加速 標準状態 燃費優先

COMFORT 標準状態 滑らかな乗り心地 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
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最大安定
傾斜角
44°

登坂能力
45°

アプローチ
アングル
32°

デパーチャー
アングル

26°

最大渡河性能
700mm

ランプブレークオーバーアングル 25°

■ 対地障害角

最大安定傾斜角44°、登坂能力45°と優れたオフロード性能を発揮。
アプローチアングル、デパーチャーアングルなども本格オフローダー
にふさわしい十分な値をマークしています。

トレーラーヒッチ（販売店装着オプション）

トヨタ純正用品
（販売店装着オプション）

■ ヒッチメンバー

ジェットスキーやオートバイなどを載せたトレー
ラーを牽引し、レジャーをサポートします。トレー
ラーの牽引には、販売店装着オプションのトレー
ラーヒッチが別途必要となります。

［全車にメーカーオプション］
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安全性能



ランドクルーザーは、すべての方の安全をサポートするために、次世代の予防安全パッケージ“Toyota Safety Sense” を全車に標準装備しています。
その他、個々の安全技術やシステムをさらに連携させ、さまざまなシーンでドライバーを支援。将来的には道路インフラとの協調、自車以外のクルマからの情報
活用を図り、「事故を起こさないクルマ」の実現をめざしていきます。

実安全の追求から生まれた、先進安全機能。

交通事故死傷者ゼロの社会をめざして。

■ 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。

・ 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】

POINT1

POINT2

2 種類のセンサーで高い認識性能と信頼性を両立。

単眼カメラ ミリ波レーダー

安全性能　TOYOTA SAFETY SENSE



ブザー音

ブレーキ!

ブザー音

ブレーキ!

［昼間、自転車が車道を横断したときも検知。］ ［昼間はもちろん、夜間の歩行者も検知。］

ぶつからないをサポート。

直進時の衝突回避・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。

■ 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）    

直進時の車両・歩行者（昼夜）・自転車運転者（昼）検知機能
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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。］

交差点での検知にも対応。
交差点右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
対向方向からくる横断歩行者検知機能

ドライバーによる
回避操舵

車両安定性確保 自車線からの逸脱抑制支援

警報

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。

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とき、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。

緊急時操舵支援機能

エンジン
出力を抑制警報

ブレーキ!

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。

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、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。

低速時加速抑制機能
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■ レーントレーシングアシスト［LTA］

高速道路のクルージングをサポート。

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ときは、ブザーまたはステアリングの振動＆ディスプレ
イ表示に加え、逸脱しようとする方向と反対側の車輪に制動力を加えヨー（ク
ルマを回転させる力）を発生させ、逸脱抑制を支援。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。

[ZX、GR SPORT、VXに標準装備]

ブザー音 or
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ランドクルーザーは全車「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
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。

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
レーントレーシングアシスト作動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。
[ZX、GR SPORT、VX に標準装備 ]
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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。

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。

高速道路での渋滞や
ノロノロ運転がラクに。

カーブ時の速度をコントロール。
カーブ速度抑制機能

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、同時にカラーヘッドアップディスプレイ、マルチインフォメーション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。

安全性能　TOYOTA SAFETY SENSE





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］

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の頻度がより向
上します。

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、夜間走行時の視野が広がります。

［ZX、GR SPORT に標準装備］

■ オートマチックハイビーム［AHB］

［VX、AX、GX に標準装備］

［歩行者や障害物のいち早い発見に貢献。］
［先行車や対向車に光が当たらないように、
	一部分だけ光を遮る機能も搭載。］
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標識の見逃し防止をサポート。

■ ロードサインアシスト［RSA］
単眼カメラで道路標識を認識しマルチインフォメーションディスプレイに表示します。

Toyota Safety Sense の付帯機能

■ 先行車発進告知機能［TMN］
交差点での「うっかり出遅れ」をブザー＆マルチインフォメーションディスプ
レイ表示でお知らせします。

認識する道路標識例

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。カス
タマイズによりステアリング振動（はみ出し通行禁止のみ）を作動させることも可能。

最高速度

車両進入禁止

はみ出し通行禁止

一時停止 最高速度標識認識時 最高速度超過時
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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（後方車両への接近警報・停車時警報機能付）［BSM］

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。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するだけでな
く、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します。また、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後方車両への接近警報や、停車中に開いたドアに後方車両（自転車も含む）が衝突
する可能性が高いと判断した場合、ドアミラーのインジケーターとブザーによって注意喚起する停車時警報も搭載しています。

インジケーター
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ブレーキ!

ブザー音

ブレーキ!

ブザー音

■ パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）

アクセルの踏み間違いや踏み過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です。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を抑制し、さらに距離が縮まる
と自動（被害軽減）ブレーキをかけます。

■ 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（後方歩行者）
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。

安全性能　OTHER SAFETY







［作動イメージ］

車両を上から見たような映像をディスプレイオーディオもしくはナビ画面に
表示。運転席からの目視だけでは見にくい、車両周辺の状況をリアルタイム
でしっかり確認できます。さらにクルマを透かして外を見るような映像で周
辺を確認できるシースルービューや、車両を後ろ上方から見たような映像を
表示し、車両側方の安全確認ができるサイドクリアランスビュー、狭い道で
の接触回避を確認できるコーナリングビューも採用。また、クリアな視界を
保つため、バックカメラにはカメラ洗浄機能が付いています。

■ パノラミックビューモニター
■シースルービュー
ボディやシートなどを透かして見たよう
な透過表示により、車内から見た新しい
視点の映像を表示。大きい画像で、目視
できないエリアの周辺確認をサポートし
ます。また、画面スイッチをタッチすること
で、見たい箇所で静止可能。車両の周り
を一周表示する従来のムービングビュー
と画面スイッチで切り替えできます。

■サイドクリアランスビュー
車両前側を後ろから見たような映像を
表示。狭い道でのすれ違いや路肩への幅
寄せ時に、車両側方の安全確認をサポー
トします。

■コーナリングビュー
サイドクリアランスビュー表示中に、旋回
時の運転操作に合わせて自動で車両を斜
め後方から見たような映像を表示。狭い道
で右左折時の安全確認や、車道に出る時
の縁石乗り上げ防止をサポートします。

シースルービュー［P ポジション時］

ムービングビュー［P ポジション時］

パノラミックビュー＆
ワイドフロントビュー

ワイドバックビュー

バックビュー
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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
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、マルチインフォメーション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。

■ 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）　
●緊急車両存在通知
サイレンを鳴らしている緊急車両（救急車）が存在する場合に、ブザー音が鳴り、自車両に対するおおよその方向・距離・緊
急車両の進行方向を表示します。
●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す
ばや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。

［全車にメーカーオプション］
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プラスサポート用スマートキー

ディスプレイ表示
マルチインフォメーション

［急アクセル時加速抑制作動時］

加速を抑制
クリープ走行
※ブレーキなし

アクセルを踏み間違えて加速

［加速抑制機能なしの場合］

障害物がないシーンでも、ペダル踏み間違い時に加速を抑制。

■ プラスサポート（急アクセル時加速抑制）
障害物の有無にかかわらず、アクセルの踏みすぎや踏み間違いを検知するとクルマの加速を抑制
し、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ドライバーに注意を喚起する機能
です。突然のアクシデントに慌てて、アクセルを速く強く踏んでしまった時に作動し、クルマの加
速を抑制します。専用キーでドアを解錠した時に自動でプラスサポートが始動するので、面倒な
設定も不要です。

■ タイヤ空気圧警報システム（TPWS）
4輪＋スペアタイヤ（車両装着タイヤ）それぞれの空気圧をマルチ
インフォメーションディスプレイ内に表示するタイヤ空気圧警報
システム（TPWS）を設定。燃費向上に寄与します。

［GX を除く全車にメーカーオプション］

各タイヤの空気圧
（表示例）

低空気圧警報時
（表示例）

タイヤ空気圧警告
インジケータ

トヨタ純正用品
（販売店装着オプション）
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■ SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグおよびSRSニーエアバッグは、前席乗員の頭や胸の上
体、膝などの下肢に作用する衝撃力を分散・緩和。さらには、車両側
方からの衝突による胸部への衝撃を緩和するSRSサイドエアバッ
グ、乗員の頭部面まで保護するSRSカーテンシールドエアバッグな
どを設定しています。

1  デュアルステージSRSエアバッグ（フロントシート）
2  SRSニーエアバッグ（フロントシート）
3  SRSサイドエアバッグ（フロントシート・セカンドシート左右席）
4  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）

1

1 2

2
3

3

3
3

4

■ VDIM
VDIMは、アクセル、ステアリング、ブレーキの操作量によるドラ
イバーの走行イメージと、各種センサー情報による車両挙動との
差を算出し、その差を縮めるように、VSC、ATRC、マルチテレイン
ABSなどを統合マネジメント。その結果、車両全方向の運動状態
が限界前からシームレスに制御可能となり、高い予防安全性と連
続するコーナーや滑りやすい路面での走行時にドライバーのイ
メージに近い、優れた運動性能を獲得します。

VDIM制御イメージ図

VSC、ATRC、
マルチテレインABSは
限界付近で制御を開始

VDIMはクルマの挙動を
なめらかに制御

ドライバーの想定するライン
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■ LEDコーナリングランプ　  ■ LEDフロントフォグランプ
LEDコーナリングランプは、ヘッドランプ点灯走行時に、ウインカー操作やステアリング操作と連動して点灯。交差
点への右左折進入時などに、歩行者や障害物の視認性を確保します。ヘッドランプ点灯状態で車速約30km/h以下
の時、ウインカー点灯やステアリング操舵角80°以上の状態で点灯。また、シフトが「R」ポジション時には左右同時
点灯します。LEDフロントフォグランプは、霧などの悪天候時に、視界の確保をサポートします。

LEDコーナリングランプ［ZX、VXに標準装備］　

LEDフロントフォグランプ［GXを除く全車に標準装備。GXにメーカーオプション］

その他の安全装備［全グレードに標準装備］｜・VSC＋EBD付マルチテレインABS&ブレーキアシスト　・ヘッドランプクリーナー	　・ドライブスタートコントロール	　・緊急ブレーキシグナル（ハザードランプ点滅）　・電動パーキン
グブレーキ＆ブレーキホールド　・歩行者傷害軽減ボディ

■ プロジェクター式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（おむかえ照明機能付）＋
　LED デイタイムランニングランプ＋ LED シーケンシャルターンランプ
すべての光源をLED化し、高い視認性を発揮するヘッドランプです。クリアランスランプとデイタイムランニングランプ
はグリルからシームレスにつながり、L字型に発光。特徴的な光で、本格オフローダーの力強い目元を表現しました。また、
シーケンシャルターンランプは、右左折時に車両内側から外側に流れるように点灯。先進的な印象を演出します。

［ZX、GR SPORT に標準装備］

■ LEDリヤコンビネーションランプ
　（テール・ストップ・シーケンシャルターン・バックアップランプ）
大型で端正な水平基調のデザインで、力強さと機能美を表現しました。光源にLEDを採用することで、後方を明る
く照らしながら、省電力にも寄与。また、シーケンシャルターンランプが先進性を演出します。

［ZX、GR SPORTに標準装備］
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コネクティッドサービス



ランドクルーザーは 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。

充実したサービスを初度登録日から 5 年間無料でご利用いただけます。

スマートフォンとの連携によりディスプレイ上でスマホアプリが使用でき、

コネクティッドカーの安心・便利をさらに広げます。

トヨタスマートセンター

DCM＋ディスプレイオーディオ/
T-Connect ナビゲーションシステム

スマートフォン
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■CD/DVD/BDデッキ T-Connectナビゲーションシステムは、ヒーターコントロールパネル下部に、
CD/DVD/BDデッキを設置。
ディスク再生でも音楽や映像を楽しめます。

［GXを除く全車にメーカーオプション］

■ JBLプレミアムサウンドシステム（14スピーカー）
ランドクルーザーの重厚かつ洗練された室内空間に合
わせて、14のスピーカーを最適にレイアウトし、高性能な
JBL専用アンプを搭載。精緻な音質チューニングにより、
インパクトのある低域、表情豊かな中域、伸びやかな高域
を実現しました。さらに、前席と後席にJBLの代名詞でも
あるホーンツィーターを採用するなど、室内全体に力強く
表情豊かなサウンドが響く設計としています。

［ZX、GR SPORTにメーカーオプション］

T-Connectナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムの主な機能

トヨタマルチオペレーションタッチ
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、ドライブモードセレクト状態などの
車両情報表示、オフロード情報表示まで幅広く対応しています。

［GX を除く全車にメーカーオプション］

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話・オーディオ再生）

Miracast®

対応

ETC2.0 USB入力
（動画・音楽再生/給電）

AM/FMチューナー
（ワイドFM対応）

JBLプレミアムサウンドシステム
（14スピーカー）

TV
（フルセグ）

パノラミック
ビューモニター

Apple CarPlay /
Android  Auto™対応

SmartDeviceLink™
対応

14

A    JBL 8cmワイドディスパージョン・スピーカー
B   JBL 2.5cmホーンツィーター
C   JBL 20cm×23cmミッドウーハー
D   JBL 15cmミッドウーハー
E   JBL 22.4cmサブウーハー
F   JBL 8cmサテライト・スピーカー

A

B

B

C D F

E

■ T-Connectナビゲーションシステム
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
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。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、ETC2.0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。また、 傾斜計、前輪の舵角、デフ
ロックのオン/オフ、走行モードなどを
大画面に表示し、オフロード走行をサ
ポートします。
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■ ナビキット
スマートフォンがなくてもナビキットを装着することで、ディスプレイオーディ
オで車載ナビ機能が使用できます（CD・DVDデッキは搭載されていません）。

【ディスプレイオーディオ装着車に販売店装着オプション】

T-Connectナビキット
　映像＆音楽メディア、通信にも対応。トヨタのつながるサービス T-Connectナビ向け機能が使用可能。

TV･オペレーター付T-Connectナビキット
　T-Connectナビキットに、オペレーターサービス5年分とTV（フルセグ）を付帯。

エントリーナビキット
　シンプル操作と、上位モデル同等のハイレスポンス性能。 使いやすさを極めたエントリーモデルのナビ機能が使えます。

>>>詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEにてご確認ください。

T-Connectナビキット（販売店装着オプション）装着画面

■ リヤシートエンターテイメントシステム
フロントシートバック左右に、高精細11.6型ディスプレイ

（FHD）を設定。前席のディスプレイと同じ映像はもちろ
ん、HDMI端子の接続により、前席とは独立した映像など、
さまざまなメディアを後席でもお楽しみいただけます。ディ
スプレイの角度（-5°〜30°）を調整できるため、見やすい角
度で視聴が可能です。

HDMI 端子

［ZX、GR SPORTにメーカーオプション］

モード モード説明
前後席連動 すべての席で同じ映像の視聴が可能
後席独立機能 前席と後席で別々の映像の視聴が可能
左右独立機能 左右別々の映像の視聴が可能

■ Apple CarPlay、iPhone は、米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。　 ■ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。　 ■ Android Auto™、Android™ は、Google LLC の商標です。　■ SmartDeviceLink™ は、
SmartDeviceLink Consortium の商標、または登録商標です。　■ “JBL” はHarman International Industries, inc. 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。　■価格は＜消費税10％込み

（'21年8月現在のもの）＞の価格です。

■ 充電用USB Type-C端子
インストルメントパネル下部1個・センターコンソールボックス後部2個・
サードシートアームレスト左右各1個
前席に加え、セカンドシートやサードシートまで、室内各所に最大5個のUSB 
Type-C端子を設定。スマートフォンやタブレットを気兼ねなく充電できます。

インストルメントパネル下部 1 個［全車に標準装備］
センターコンソールボックス後部 2 個［GX を除く全車に標準装備］
サードシートアームレスト左右各 1 個［7 人乗りに標準装備］

インパネ センターコンソールボックス後部

サードシートアームレスト（右側）サードシートアームレスト（左側）

■ ディスプレイオーディオ
インパネ中央部の9インチディスプレイに、
オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。
販売店装着オプションのナビキットを装着す
ることで、車載ナビとしてもご利用いただけま
す（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）。

■ スマホ連携機能
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。

Android Auto™  
対応スマートフォン：Android™

＞USBケーブルで接続

Apple CarPlay 

対応スマートフォン：iPhone

＞USBケーブルで接続

SDL(SmartDeviceLink™) 
対応スマートフォン：iPhone/Android™

＞Bluetooth®で接続

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 

音楽を聴く
音楽アプリ 

音声で操作する 電話をかける・
受ける

メッセージを
送る

（Apple CarPlay 、Android Auto™  のみ対応）

〈ディスプレイオーディオの主な機能〉

Smart
DeviceLink™対応

パノラミック
ビューモニター

TV（フルセグ）Apple CarPlay /
Android Auto™ 対応 【オプションサービス/

TV･オペレーター付
T-Connectナビキット

装着時は標準サービス】

AM/FMチューナー
（ワイドFM対応）

USB入力
 （動画・音楽再生/給電）

Miracast®対応Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話・オーディオ再生）
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オペレーター

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？

○○様、
本日はいかがいたしましょうか？

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。

かしこまりました。
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■ eケア（走行アドバイス）
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。

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

■ ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ）  
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。また、エアバッグやド
ライバー異常時対応システムの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。

■ オペレーターサービス
【T-Connectナビゲーションシステム装着時、T-Connectナビキット装着時のオプションサービス
／ TV･オペレーター付T-Connectナビキット装着時は5 年間標準サービス】   

 

■ オペレーターサービス Plus
【T-Connectナビゲーションシステム装着時、T-Connectナビキット装着時のオプションサービス】

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ときにも、ご希望に沿った目的地を検索し、
ナビに送信します。さらに、オペレーターサービス Plusなら目的地
をご案内した後、予約が必要な場合もそのまま依頼できます。ホテ
ル、レストラン、国内航空券、レンタカーの予約が行えるので、急な旅
行・出張の際も便利です。

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。

ドライブ中も、知りたい情報を素早くお届け。

事故や急病時、さらにあおり運転で困ったときでも安心。

■ マイカーサーチ Plus   

【オプションサービス】   
 

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。

もしものときに、ドライバーやクルマを守る。
離れていても愛車を見守り。

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

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

〈主なサービス内容〉

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

〈オペレーターサービス Plusのみのサービス内容〉

＋
万が一のとき、ボタンで手動通報
or エアバッグ、ドライバー異常時対応
システム作動時、自動で通報

救援活動に
必要な情報を確認

すみやかに
緊急車両を手配
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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

〈主なサービス内容〉

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

〈オペレーターサービス Plusのみのサービス内容〉

＋
万が一のとき、ボタンで手動通報
or エアバッグ、ドライバー異常時対応
システム作動時、自動で通報

救援活動に
必要な情報を確認

すみやかに
緊急車両を手配

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

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











スマホアプリ「MyTOYOTA」で、離れていてもクルマを見守り。

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）

リモート確認

離れた場所から、
スマホでドアロック。

乗り込む前に
エアコンをON。
■ リモートスタート（アプリ）【オプションサービス】

クルマに乗り込む前に、離れた
場所からスマホアプリを使って、
エンジンの始動をすることで、
エアコンを稼働。あらかじめ
車内空間を快適な状態にする
ことができるサービスです。

■ マイカーサーチ（カーファインダー）
【T-Connectナビゲーションシステム装着時、
TV･オペレーター付T-Connectナビキット、
T-Connectナビキット装着時の標準サービス】

クルマの駐車位置を、
スマホですぐに探せる。

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。

カーファインダー

・マイカーの日々の状態をスマホでチェック
・過去の運転を振り返る
・ドアロックや窓の閉め忘れをアプリに通知

その他にも様 な々T-Connectサービスをご用意しております。
TOP画面

リモートスタート（アプリ）
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使い方に合わせて、サービスが選べます。

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。基本利用料は5年間無料＜6年目以降3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月＞。

オプションサービス標準サービス 販売店装着オプション

プラン名称

T-Connectスタンダードプラン T-Connectエントリープラン

ナビ機能 車載ナビ ー

スマホ連携・
TV（フルセグ）

SmartDeviceLink™・
Apple CarPlay・Android Auto™

TV（フルセグ） ＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞

T-Connect
サービス

標準サービス
5年間無料
＜6年目以降3,630円

（消費税抜き3,300円）/年、
または330円

（消費税抜き300円）/月＞

安心・安全
・ヘルプネット®　・eケア

・マイカーサーチ ・マイカーサーチ（除くカーファインダー）

快適・便利 ・ハイブリッドナビ　・エージェント　・マップオンデマンド　・Apps 　・リモートメンテナンスメール 等 ー

オプションサービス

安心・安全 ・マイカーサーチ Plus＜2,420円（消費税抜き2,200円）/年、または220円（消費税抜き200円）/月＞

快適・便利

・リモートスタート（アプリ）<2,420円（消費税抜き2,200円）/年、または220円（消費税抜き200円）/月＞

・オペレーターサービス
＜3,630円（消費税抜き3,300円）/年、

または330円（ 消費税抜き300円）/月＞　
・オペレーターサービス Plus

＜6,050円（消費税抜き5,500円）/年、
または550円（ 消費税抜き500円）/月＞

・オペレーターサービス

・オペレーターサービス
＜3,630円（消費税抜き3,300円）/年、

または330円（ 消費税抜き300円）/月＞　
・オペレーターサービス Plus

＜6,050円（消費税抜き5,500円）/年、
または550円（ 消費税抜き500円）/月＞

ー

ディスプレイ
オーディオ

T-Connect ナビキット
（販売店装着オプション）

＋

ディスプレイ
オーディオ

TV･ オペレーター付
T-Connect ナビキット

（販売店装着オプション）

＋

T-Connect
ナビゲーションシステム

ディスプレイ
オーディオ

ディスプレイ
オーディオ

エントリーナビキット
（販売店装着オプション）

＋

■“ヘルプネット®”は株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。　■“D-Call Net®”は認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）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。　■価格は＜消費税10％込み（'21年8月現在のもの）＞の価格です。
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価格・グレード



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年8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。

ZX 3.5L ガソリン（7人乗り）

AX 3.5L ガソリン（7人乗り）

GR SPORT 3.5L ガソリン（7人乗り）

GX 3.5L ガソリン（5人乗り）

VX 3.5L ガソリン（7人乗り）

7,300,000 円（税込）

5,500,000 円（税込）

7,700,000 円（税込）

5,100,000 円（税込）

6,300,000 円（税込）

3.5Lエンジン・
ハイブリッド

3.5Lエンジン・
ハイブリッド

3.5Lエンジン・
ハイブリッド

3.5Lエンジン・
ハイブリッド

3.5Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,985
1,980
1,925

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,950
1,980
1,925

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,965
1,990
1,925

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,950
1,980
1,925

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,950
1,980
1,925

JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -	

7.9

JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -	

8.0

JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

7.9

JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

8.0

JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

7.9

ガソリン  

価格・グレード



■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年8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。

ZX 3.3L ディーゼル（5人乗り）

7,600,000 円（税込）

3.3Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,985
1,980
1,925
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -	

9.7

GR SPORT 3.3L ディーゼル（5人乗り）

8,000,000 円（税込）

3.3Lエンジン・
ハイブリッド

全長		 	mm

全幅		 	mm

全高		 	mm

4,965
1,990
1,925
JC08モード

	 	km/L
WLTCモード

	 	km/L

燃費 -

9.7

ディーゼル  

価格・グレード



ZX GR SPORT VX AX GX

3.3Lディーゼル/3.5Lガソリン 3.3Lディーゼル/3.5Lガソリン 3.5Lガソリン 3.5Lガソリン 3.5Lガソリン

エ
ク
ス
テ
リ
ア

イ
ン
テ
リ
ア

265/65R18タイヤ＆18×7 ½J
アルミホイール

（マットグレー塗装）

2眼オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
+7インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

4眼オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
+4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

265/55R20タイヤ＆20×8J
アルミホイール

（スーパークロームメタリック塗装）

265/65R18タイヤ＆18×7 ½J
アルミホイール

（スーパークロームメタリック塗装）

265/65R18タイヤ＆18×7 ½J
アルミホイール

（シルバー塗装）

リヤエアロバンパー
（メッキモール付） リヤバンパー

ラジエーターグリル
（GR専用）
フロントバンパー

（GR専用）

ラジエーターグリル
（シルバー塗装［メッキ加飾付］）
フロントエアロバンパー

（メッキモール付）

ラジエーターグリル（シルバー塗装［メッキ加飾付］）
フロントバンパー

バックドア下端デカール
リヤバンパー（GR専用）

LED サイドターンランプ付オート電動格納式
リモコンドアミラー（ブラック塗装）
ドアベルトモール（ブラック）

LED サイドターンランプ付オート電動格納式
リモコンドアミラー（メッキ）
ドアベルトモール（ステンレス）

LED サイドターンランプ付オート電動格納式
リモコンドアミラー（カラード）
ドアベルトモール（ブラック）

LED サイドターンランプ付オート電動格納式
リモコンドアミラー（カラード）
ドアベルトモール（ステンレス）

LED サイドターンランプ付オート電動格納式
リモコンドアミラー（メッキ）
ドアベルトモール（ステンレス）

フロント・リヤホイールアーチモール（カラード）
サイドステップ（エアロ一体タイプ［LED照明付］）

フロント・リヤホイールアーチモール
（GR専用［ブラック］）
サイドステップ（アルマイト）

フロント・リヤホイールアーチモール（カラード）
サイドステップ（アルマイト）

フロント・リヤホイールアーチモール（カラード）
サイドステップ（アルミ）※メーカーオプション

ウォールナット杢目調＋本革巻き
3本スポークステアリングホイール＋
ステアリングヒーター

切削カーボン調＋本革巻き
3本スポークステアリングホイール

（GRエンブレム付）+
ステアリングヒーター

ゼブラウッド杢目調＋本革巻き
3本スポークステアリングホイール＋
ステアリングヒーター

本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール

グレード別主な装備比較表

価格・グレード　グレード別主な標準装備比較表



カラーバリエーション



ZX

ブラック ニュートラルベージュ

GR SPORT

GR 専用ブラック GR専用ブラック＆ダークレッド

ZX

本革
（ブラック）

本革
（ニュートラルベージュ）

GR SPORT

切削カーボン調

ZX

ウォールナット杢目調

VX

ゼブラウッド杢目調

AX / GX

ブラックメタリック調

GR SPORT

本革
（GR 専用ブラック）

本革
（GR専用ブラック＆ダークレッド）

VX

本革
（ブラック）

GX

ファブリック
（ブラック）

AX

スエード調ファブリック
（ブラック）

VX / AX / GX

ブラック

■写真は VX。

ZX / GR SPORT / VX / AX / GX
グレーメタリック 〈1G3〉

ZX / GR SPORT
プレシャスホワイトパール 〈090〉

VX / AX / GX
ホワイトパールクリスタルシャイン 〈070〉

ZX / VX / AX / GX
アバンギャルドブロンズメタリック 〈4V8〉

ZX / GR SPORT / VX / AX / GX
ダークレッドマイカメタリック 〈3Q3〉

ZX / GR SPORT / VX / AX / GX
ブラック 〈202〉

カラーバリエーション　COLOR VARIATION



内外配色一覧表 ZX GR SPORT VX AX GX
シート表皮 本革 本革 本革 スエード調ファブリック ファブリック

内装色 ブラック ニュートラルベージュ GR専用ブラック GR専用ブラック＆
ダークレッド ブラック ブラック ブラック

インテリア加飾 ウォールナット杢目調 切削カーボン調 ゼブラウッド
杢目調 ブラックメタリック調

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉

プレシャスホワイトパール〈090〉

グレーメタリック〈1G3〉

ブラック〈202〉

ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉

アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉

標準設定 設定あり（ご注文時にご指定ください）

■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）'21年8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。

カラーバリエーション　COLOR VARIATION



環境仕様



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

従来型車

ランドクルーザー(ガソリン車)

ランドクルーザー(ディーゼル車)

LCA実施結果　CO₂二酸化炭素（Carbon Dioxide）

●自動車の生涯走行距離10万km（10年）を、WLTCモードで走行した場合の結果です。
●トヨタではLCAにより相対的な環境メリットを確認することを目的としているため、実施結果は指数で示しています。

素材製造

車両製造

走行

メンテナンス

廃棄

■ トヨタは、トータルクリーンをめざしています。

「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮したクルマづくりを進めています。生産から廃棄にいたるトータルラ
イフの視点により、環境への取り組みのひとつひとつをすべての過程で連携させ、クリーンなクルマづくりをめざし
ています。さまざまな環境目標を、バランスを取りながら達成し、総合的に環境性能の向上を図っています。

■ 地球温暖化を防ぐために

燃費向上　温室効果ガスであるCO2排出量の低減をめざして、クリーンディーゼルエンジン（F33A-FTV）、10速オー
トマチック〈Direct Shift-10AT〉などの採用により、徹底した燃費の向上を図っています。
省冷媒化　エアコンの冷媒には、オゾン層を破壊しない代替フロンHFO-1234yfを採用しています。

■ 都市環境のクリーン化のために

排出ガスのクリーン化　クリーンディーゼルの搭載により、世界でも厳しいと評される日本の排出ガス規制をクリア。高性
能の三元触媒や空燃比補償装置などを採用し、「平成30年排出ガス規制適合」の認定を国土交通省より取得しています。

■ リサイクル性向上のために

リサイクル性に優れた材料の使用　樹脂部品では、リサイクル性に優れた素材TSOPを採用しています。
解体性の向上　解体性向上マークを大物部品に設定し、取り外し性の向上を図っています。

■ 環境負荷物質を削減するために

環境負荷物質の削減　鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを削減し、業界目標を達成しています。

■ VOCの低減　

内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機
化合物（VOC）の発生量を抑制。車室内の臭いや刺激臭を軽減するとともに、厚生労働省が定めている「室内濃度
指針値」を下回るレベルとし、業界自主目標を達成。車室内空気質の快適性に配慮しました。

■ ライフサイクルで環境負荷を低減

LCAの実施　走行段階だけでなく、生産から廃棄までのライフサイクルで排出する
CO2の総量を従来型車に比べて低減しています。

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



※1. 

※2. 　
※3.

※4. 

※5. 
※6.
※7. 

※8. 

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モード走行。　
GWP:Global Warming Potential（地球
温暖化係数）
フロン 法 に お い て、カ ー エアコン 冷 媒 は、
2023年度までにGWP150以下（対象の乗用
車における国内向け年間出荷台数の加重平
均値）にすることを求められております。
クールボックス装着車は1,000g。
GX。
1996年 乗 用 車 の 業 界 平 均1,850g（ バッテ
リーを除く）。　
交 通 安 全の観 点で使用する部 品（ナビゲー
ション等 の 液 晶 ディスプ レイ、コンビ ネ ー
ションメーター、ディスチャージランプ、室内
蛍光灯）を除く。

車
両
仕
様

車両型式 3DA-FJA300W 3BA-VJA300W
エンジン 型式 F33A-FTV V35A-FTS

総排気量 （L） 3.345 3.444
燃料 軽油 無鉛プレミアムガソリン

駆動装置 駆動方式 4輪駆動
変速機 10AT

車両重量 （kg） 2,540〜2,600 2,360〜2,470 2,440〜2,550

環
境
情
報

燃料消費率 燃料消費率※1
9.7 8.0 7.9

（国土交通省審査値）（km/L）

CO2排出量　　 （g/km） 267 290 294

主要燃費改善対策
直噴エンジン、

電子制御式燃料噴射、過給器、
インタークーラー、高圧噴射

直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、
可変バルブタイミング、 

過給器、インタークーラー

排出ガス

認定レベルまたは適合規制（国土交通省） 平成30年排出ガス規制適合※2
認定レベル値
または
適合規制値

（g/km）

CO 0.63 1.15
NMHC 0.024 0.10
NOx 0.15 0.05
PM 0.005 0.005

車外騒音（加速/定常/近接） （dB） 70（規制値）/ー/78 70（規制値）/ー/80
冷媒の種類（GWP値 ※3）/使用量 （g） HFO-1234yf（1※4）／870※5、720※6

環境負荷物質削減

鉛 自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下 ※7）
水銀 自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止 ※8）
カドミウム 自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）
六価クロム 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針値以下）

リサイクル
関係

リサイクルし易い材料を使用した部品 バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材
植物素材の活用　　ケナフ シートバックボード
リサイクル材の使用 ダッシュサイレンサー
樹脂、ゴム部品への材料表示 あり

トヨタ ランドクルーザー 環境仕様

環境仕様



主要装備一覧表



主要装備一覧表

トヨタ ランドクルーザー 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）　
■ オプションサービス　■ 販売店装着オプション

ZX GR SPORT VX AX GX
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.5L

ガソリン
5人乗り 7人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

タイヤ＆ホイール・メカニズム
タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル

265/55R20タイヤ＆20×8Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装）
265/65R18タイヤ＆18×7 ½Jアルミホイール（マットグレー塗装）
265/65R18タイヤ＆18×7 ½Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装）
265/65R18タイヤ＆18×7 ½Jアルミホイール（シルバー塗装）
タイヤ空気圧警報システム（TPWS） 22,000円（消費税抜き20,000円）

メ
カ
ニ
ズ
ム

ダブルウィッシュボーン式独立懸架フロントサスペンション＆トレーリングリンク車軸式リヤサスペンション GR専用チューニング

E-KDSS（エレクトロニック キネティック ダイナミック サスペンション システム）
AVS ＊1
フルタイム4WD（トルセンⓇLSD［センターデフ］付トランスファー）
トルセンⓇLSD（リヤ） ＊2

電動デフロック リヤ 22,000円
（消費税抜き20,000円）＊2 フロント・リヤ リヤ 55,000円（消費税抜き50,000円）

マルチテレインセレクト
ドライブモードセレクト ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S＋＊3 ECO/NORMAL/SPORT

全車標準装備　●スペアタイヤ（車両装着タイヤ・床下付）　●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）　●電動センターデフロック　●クロールコントロール＋アクティブトラクションコントロール＋
ヒルスタートアシストコントロール　●ダウンヒルアシストコントロール　●電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド　●ばね上制振制御　●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ　●トレーラースウェイコントロール　●トランスファー切替
スイッチ

安全装備

視
界

プロジェクター式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＋
LEDデイタイムランニングランプ

＋LEDシーケンシャルターンランプ LEDクリアランスランプ
（おむかえ照明機能付）

＋LEDターンランプ LEDクリアランスランプ
（おむかえ照明機能付）

LEDコーナリングランプ メッキベゼル

LEDフロントフォグランプ メッキベゼル 22,000円
（消費税抜き20,000円）

LEDリヤコンビネーションランプ
テール・ストップ・ターン・バックアップランプ シーケンシャルターンランプ

テール・ストップ・バックアップランプ ＊4
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー

（ヒーター＋カメラ［左右］＋自動防眩機能＋リバース連動機能＋足元照明付） メッキ ブラック塗装 メッキ カラード

ウォッシャー連動間欠フロントワイパー 雨滴感知式 時間調整式

ウォッシャー連動間欠リヤワイパー リバース連動機能付

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）

レーントレーシングアシスト［LTA］ ＊5
レーンディパーチャーアラート（ヨーアシスト機能付）［LDA］ ＊6
ドライバー異常時対応システム
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）
ロードサインアシスト［RSA］
アダプティブハイビームシステム［AHS］
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（後方車両への接近警報・停車時警報機能付）［BSM］
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）
パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）
ITS Connect 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）
VDIM
パノラミックビューモニター
マルチテレインモニター ＊7

全車標準装備　●自動防眩インナーミラー　●LEDハイマウントストップランプ　●ヘッドランプクリーナー　●緊急ブレーキシグナル（ハザードランプ点滅）　●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）　●LEDライセンスプレートラン
プ　●リヤウインドゥデフォッガー　●VSC＋EBD付マルチテレインABS&ブレーキアシスト　●ドライブスタートコントロール　●全席ELR付3点式シートベルト　●テンションリデューサー付シートベルト（フロントシート）　●フォースリミッター機構・プリテンショ
ナー機構付シートベルト（フロントシート・セカンドシート左右席）　●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロントシート）　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●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付（セカンドシート左右席）＊
8　●デュアルステージSRSエアバッグ（フロントシート）＋SRSニーエアバッグ（フロントシート）＋SRSサイドエアバッグ（フロントシート・セカンドシート左右席）＋SRSカーテンシールドエアバッグ（フロントシート・セカンドシート・サードシート※5人乗りはフロント・セカン
ドのみ）

＊1. T-Connectナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合、AVSはNAVI･AI-AVSと
なります。　＊2. 電動リヤデフロックを装着した場合、トルセン®LSD（リヤ）は非装着となります。　＊3. T-Connect
ナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムを選択した場合、ドライブモードセレクトにCUSTOMモー
ドが追加されます。　＊4. ターンランプはバルブタイプとなります。　＊5. レーントレーシングアシストには、レーンディ
パーチャーアラート（ヨーアシスト機能付）が含まれます。　＊6. レーントレーシングアシストスイッチはレーンディパー
チャーアラートスイッチになります。　＊7. マルチテレインモニターはT-Connectナビゲーションシステムとセットで
メーカーオプション。　＊8. 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。　■「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）’21年8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。　■字光式ナンバープレートは装着できません。　 
■「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。　■“トルセン®”は株式会社
JTEKT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。　■“JBL”はHarman International Industries, inc.の
商標です。　■SmartDeviceLink™はSmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■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。



主要装備一覧表

トヨタ ランドクルーザー 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）　
■ オプションサービス　■ 販売店装着オプション

ZX GR SPORT VX AX GX
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.5L

ガソリン
5人乗り 7人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

外装

ウ
イ
ン
ド
ゥ
ま
わ
り
・
エ
ク
ス
テ
リ
ア

UVカットフロントドアグリーンガラス 高遮音（撥水機能付）

チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（UVカット機能付プライバシーガラス＆挟み込み防止機能付） ＊9 リモコン機能付 リモコン機能付

＊10＊11
リモコン機能付

＊10
リモコン機能付110,000円

（消費税抜き100,000円）
110,000円

（消費税抜き100,000円）

アウトサイドドアハンドル メッキ+カラード ブラック塗装 カラード

ラジエーターグリル シルバー塗装（メッキ加飾付） GR専用 シルバー塗装（メッキ加飾付）

バンパー（フロント・リヤ＊12） エアロタイプ（メッキモール付） GR専用

バックドア下端デカール

サイドステップ エアロ一体タイプ
（LED照明付） アルマイト アルミ 33,000円

（消費税抜き30,000円）

マッドガード（フロント・リヤ） フロント（エアロ一体タイプ）・
リヤ（エアロタイプ） リヤ（GR専用）

ホイールアーチモール（フロント･リヤ） カラード GR専用（ブラック） カラード

ロッカーモール ステップ一体タイプ GR専用（ブラック） カラード

ドアベルトモール ステンレス ブラック ステンレス ブラック

GR専用エンブレム（フロント・サイド・リヤ）＆リヤトヨタエンブレム（アクリル+ブラック）＆車名ロゴ（ブラック塗装）
ルーフレール（ブラック） 33,000円（消費税抜き30,000円）

全車標準装備　●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（高遮音/トップシェード付）　●UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）　●リヤスポイラー　●バックドアガーニッシュ　●エンジンアンダーカバー＆プロテ
クター　●フェンダーライナー（フロント［吸音タイプ］・リヤ）

操作性

ド
ア
・
キ
ー

パワーバックドア（イージークローザー・挟み込み防止機能・
停止位置メモリー機能・クローズ&ロック［ウォークアウェイ］機能付） ハンズフリー ハンズフリー 77,000円

（消費税抜き 70,000円）＊13

スマートエントリー（全ドア／アンサーバック機能付）＆
スタートシステム（スマートキー2個） ＊14 スマートキー

（車名ロゴ付）
スマートキー

（GRエンブレム付）
スマートキー

（車名ロゴ付）＊13

計
器
盤

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） 2眼 4眼

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ 7インチ 4.2インチ

カラーヘッドアップディスプレイ

操
作
系
・
空
調

可変流量パワーステアリング 操舵アクチュエーター付

本革巻き3本スポークステアリングホイール ウォールナット杢目調 切削カーボン調
（GRエンブレム付） ゼブラウッド杢目調

ステアリングヒーター
チルト＆テレスコピックステアリング 電動

本革巻きシフトノブ＆シフトレバーブーツ サテンメッキ加飾（シフトノブ+シフトノブベゼル） サテンメッキ加飾（シフトノブ）

全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ（挟み込み防止機能付） リモコン機能+サテンメッキ加飾スイッチ

独立温度コントロールフルオートエアコン（S-FLOW） 前後左右 前席左右

後席エアコン吹出し口 センターコンソール ・ ルーフ センターコンソール

後席ヒーター吹出し口 フロントシート下 ・ リヤフロア ・ リヤデッキサイドトリム フロントシート下
全車標準装備　●車速感応パワードアロック（全ドアキー連動、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）　●フューエルリッドオープナー　●エコドライブインジケーター（ランプ＋ゾーン表示）　●デジタルクロック　●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）　●半ドアウォーニング　●ランプ消し忘れウォーニング　●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング　●ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オー
ディオ・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＊6・ハンズフリー・音声認識）　●シーケンシャルシフトマチック　●キックダウンスイッチ（ガソリン車のみ）　●「ナノイー X」　●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ）

＊6. レーントレーシングアシストスイッチはレーンディパーチャーアラートスイッチになります。　＊9. 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の形状が異なります。　＊10. チルト＆スライド電動ムーン
ルーフは非装着も選択できます。その場合は、＜ー110,000円（消費税抜きー100,000 円）＞となります。　＊11. リヤシー
トエンターテイメントシステムを選択した場合、チルト＆スライド電動ムーンルーフは非装着となります。　＊12. ヒッチメ
ンバーを選択した場合、リヤバンパー形状が異なり、カバー付となります。　＊13. パワーバックドアを装着した場合、ス
マートキーにバックドア開閉スイッチが付きます。　＊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およ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」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）’21年8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。　■字光式ナンバープレートは装
着できません。　■「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。　■“トルセン®”
は株式会社JTEKT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。　■“JBL”はHarman International Industries, 
inc.の商標です。　■SmartDeviceLink™はSmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　 
■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。



主要装備一覧表

内装

イ
ン
テ
リ
ア

インテリアオーナメント

センタークラスター サテンメッキ シルバー塗装

フロントヒーターコントロールパネル サテンメッキ＊15 シルバー塗装

インストルメントパネル 合成皮革巻き

リヤヒーターコントロールパネル サテンメッキ

ドアアームレスト・フロントコンソールアッパーパネル ウォールナット
杢目調 切削カーボン調 ゼブラウッド杢目調 ブラックメタリック調

フロントドアスイッチベース ピアノブラック+サテンメッキ加飾 艶消しブラック

レジスター メッキノブ＋シルバーフィン

カップホルダーリング サテンメッキ 艶消しブラック

フロント&センターピラーガーニッシュ ファブリック

インサイドドアハンドル サテンメッキ ブラック

ドアスカッフプレート（フロント・リヤ） ステンレス（フロント/車名ロゴ入り） ステンレス

樹脂製フロアカーペット　 27,500円
（消費税抜き25,000円）

収
納

サンバイザー（照明付バニティミラー/チケットホルダー付［運転席］） LED

2段式センターコンソールボックス（脱着トレイ付） ＊16 合成皮革巻き+サテンメッキ加飾ノブ

クールボックス ＊16 71,500円（消費税抜き65,000円）

カップホルダー
フロントシート×2、セカンドシート×2、サードシート×4
フロントシート×2、セカンドシート×2、ラゲージルーム×4
フロントシート×2、ラゲージルーム×4

グローブボックス（ランプ・キー付）　 合成皮革巻き

トノカバー（脱着・巻き取り式）
11,000円（消

費税抜き
10,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）

照
明
・
電
源

ルームランプ LED LED（フロントシートのみ）

フロント＆リヤパーソナルランプ LED LED（フロントシートのみ）

イルミネーテッドエントリーシステム（エンジンスイッチ・ルームランプ） インサイドドアハンドル・フロント＆セカンドシート足元

ドアカーテシランプ（フロント・リヤ） LED リフレクター

ラゲージルームランプ LED

充電用USB Type-C端子＊17
インストルメントパネル下部1個
センターコンソールボックス後部2個
サードシートアームレスト左右各1個

シ
ー
ト

シート表皮 本革＊18 スエード調ファブリック ファブリック

フロントシート＊19

パワー（運転席8ウェイ・助手席8ウェイ）＆シートバックポケット GRエンブレム付

パワー（運転席8ウェイ）・マニュアル（助手席4ウェイ）
マニュアル（運転席6ウェイ・助手席4ウェイ）
電動ランバーサポート（運転席2ウェイ）

セカンドシート
（リクライニング機能付/タンブル6：4分割）

シートバック4：2：4分割（センターアームレスト付）
シートバック6：4分割

サードシート（リクライニング機能付） 5：5分割フロア格納シート 電動 電動 電動 手動

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/運転席3メモリー付）&
パワーイージーアクセスシステム（運転席）
快適温熱シート＋シートベンチレーション フロントシート・セカンドシート左右席 フロントシート

全車標準装備　●アシストグリップ　●コートフック（2個）　●ルーフヘッドライニング（ファブリック）　●ドアポケット（ボトルホルダー付）　●センタークラスターボックス＊20　●フロントコンソールオープントレイ　●オーバーヘッドコンソール＊9　
●アクセサリーコンセント（AC100V・100W＊21［ラゲージ左側1個］）＆ソケット（DC12V・120W＊22［インストルメントパネル下部・センターコンソールボックス後部各1個］）　●ニーパッド　●全席ヘッドレスト（フロントシート・セカンドシート上下調整式）＊19

トヨタ ランドクルーザー 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）　
■ オプションサービス　■ 販売店装着オプション

ZX GR SPORT VX AX GX
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.5L

ガソリン
5人乗り 7人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

＊9. 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の形状が異なります。　＊15. 
T-Connectナビゲーションシステムを選択した場合、フロントヒーターコントロールパネルの形状が異なります。　 
＊16. クールボックスを選択した場合、2段式センターコンソールボックスは非装着となります。　＊17. DC5V/3A（消
費電力15.75W）の電源としてご使用ください。　＊18. 本革シートのシートクッションとシートバックの一部、ヘッドレ
ストに合成皮革を使用しています。　＊19. リヤシートエンターテイメントシステムを選択した場合、フロントシートの
シートバックがバックボード付となり、上下調整式ヘッドレストに前後調整機能が追加されます。　＊20. T-Connect
ナビゲーションシステムまたは販売店装着オプションのCD・DVDデッキを選択した場合、センタークラスターボックス
は非装着となります。　＊21. 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。　＊22. 合計120W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」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）’21年8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。　■字光式ナンバープレートは装着できません。　 
■「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。　■“トルセン®”は株式会社
JTEKT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。　■“JBL”はHarman International Industries, inc.の
商標です。　■SmartDeviceLink™はSmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■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。



主要装備一覧表

その他

ナ
ビ
・
オ
ー
デ
ィ
オ

T-Connectナビゲーションシステム
＊7＊15＊20＊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）、FM多重VICS（VICS WIDE対応）【オーディオ】 
Blu-ray、DVD、CD、microSD＊24、AM/FM（ワイドFM対応）、
サウンドライブラリー＊24、USB入力端子、地上デジタルTV

【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLink™）、
Apple CarPlay、Android Auto™対応【T-Connect】
ヘルプネット 、eケア、マイカーサーチ【その他】 ETC2.0ユニッ
ト（VICS機能）＊25＊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

JBLプレミアムサウンドシステム
（14スピーカー/JBL専用12chアンプ） ＊1 ＊3 ＊27 457,600円

（消費税抜き416,000円）

GR専用
オープニング画面

457,600円
（消費税抜き416,000円）

10スピーカー/8chアンプ 375,100円（消費税抜き341,000円）

ディスプレイオーディオ＊28　【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）＊29、Miracast®対応、6スピーカー【スマートフォン
連携】SDL（SmartDeviceLinkTM）、Apple CarPlay、Android AutoTM対応【T-Connect】ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ

リヤシートエンターテイメントシステム
（後席11.6インチFHDディスプレイ＊30×2＋HDMI端子） ＊19＊27 174,900円

（消費税抜き159,000円）

174,900円
（消費税抜き
159,000円）＊

11

174,900円
（消費税抜き

159,000円）

DCM（専用通信機）
TV（フルセグ） ＊31 ＊23

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 ＊32 ＊23

CD・DVDデッキ ＊20 ＊23

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） ＊25＊26＊33 ＊23

ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊25＊33 ＊23

アクティブノイズコントロール

そ
の
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＋侵入センサー＋
傾斜センサー）［国土交通省認可品］ ＋指紋認証スタートスイッチ 22,000円

（消費税抜き20,000円）

寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ、カメラ洗浄機能、
ウインドシールドデアイサー、PTC［補助］ヒーター＊34など） ＊35

31,900 円
（消費税抜き

29,000 円）

25,300 円
（消費税抜き

23,000 円）

31,900 円
（消費税抜き

29,000 円）

25,300 円
（消費税抜き23,000 円）

ヒッチメンバー ＊12 77,000円（消費税抜き70,000円）

全車標準装備　●ガラスアンテナ　●シャークフィンアンテナ　●マイセッティング　●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、プライヤー、スパナ、ハブナットレンチ、ドライバー、プラグレンチ等※プラグレンチはガソリン車のみ）

トヨタ ランドクルーザー 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）　
■ オプションサービス　■ 販売店装着オプション

ZX GR SPORT VX AX GX
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.5L

ガソリン
5人乗り 7人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

＊1. T-Connectナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合、AVSはNAVI･AI-AVSとな
ります。　＊3. T-Connectナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムを選択した場合、ドライブモードセ
レクトにCUSTOMモードが追加されます。　＊7. マルチテレインモニターはT-Connectナビゲーションシステムとセッ
トでメーカーオプション。　＊11. リヤシートエンターテイメントシステムを選択した場合、チルト＆スライド電動ムーン
ルーフは非装着となります。　＊12. ヒッチメンバーを選択した場合、リヤバンパー形状が異なり、カバー付となります。　 
＊15. T-Connectナビゲーションシステムを選択した場合、フロントヒーターコントロールパネルの形状が異なります。　
＊19. リヤシートエンターテイメントシステムを選択した場合、フロントシートのシートバックがバックボード付となり、
上下調整式ヘッドレストに前後調整機能が追加されます。　＊20. T-Connectナビゲーションシステムまたは販売店装
着オプションのCD・DVDデッキを選択した場合、センタークラスターボックスは非装着となります。　＊23. T-Connect
ナビゲーションシステムを選択した場合、オプションサービスのTV、販売店装着オプションの各ナビキット、CD・DVD
デッキ、ETC2.0ユニットおよびETC車載器は選択できません。　＊24. メディアによっては再生できない場合があります。　 
＊25. ETC2.0ユニットまたはETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。なお、別途セットアップ費
用が必要となります。ETC2.0ユニットおよびETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。　＊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. リヤシートエンターテイメントシステムはT-Connectナビゲーションシ
ステム＋JBLプレミアムサウンドシステム装着時に選択できます。　＊28. CD・DVDデッキは搭載されていません。また、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各ナビキットの装着が必要
です。　＊29. 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。　＊30. 入力ソース、メディアによって画質は異なります。[FHD：Full High Definition]　
＊31. 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ナビキットには標準サービスです。ただし、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。　＊32. 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。　＊33. 販売店装着オプションの各ナビキットを選択した場合に装着で
きます。　＊34. PTC［自己温度制御システム］:Positive Temperature Coefficient　＊35. 寒冷地仕様では、寒冷地で
の使用を考慮して、装備の充実を図っています。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」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）’21年8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。　■字光式ナンバープレートは装着できません。　 
■「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。　■“トルセン®”は株式会社
JTEKT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。　■“JBL”はHarman International Industries, inc.の
商標です。　■SmartDeviceLink™はSmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■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。
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主要諸元表

ZX GR SPORT ZX GR SPORT VX AX GX

5人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

3.3Lディーゼル 3.5Lガソリン

車両型式・重量・性能

車両型式 3DA-FJA300W-GMUZY 3DA-FJA300W-GMUSY 3BA-VJA300W-
GNUZZ 3BA-VJA300W-GNUSZ 3BA-VJA300W-

GNUVZ
3BA-VJA300W-

GNUAZ
3BA-VJA300W-

GMUGZ
車両重量＊1 2,550＊2＊3 2,560＊2＊3＊4 2,500＊2 2,520＊2＊4 2,440＊5＊6 2,430＊5＊6 2,360＊7

車両総重量＊1 2,825＊2＊3 2,835＊2＊3＊4 2,885＊2 2,905＊2＊4 2,825＊5＊6 2,815＊5＊6 2,635＊7

最小回転半径 5.9
燃料消費率

（国土交通省審査値）
km/L 9.7 7.9 8.0

市街地モード km/L 7.2 5.3 5.4
郊外モード km/L 9.7 8.2 8.3
高速道路モード km/L 11.3 9.6 9.7

主要燃費改善対策 直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、
過給器、インタークーラー、高圧噴射

直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、 
可変バルブタイミング、過給器、インタークーラー

寸法

全長＊8 mm 4,985 4,965 4,985 4,965 4,950
全幅 mm 1,980 1,990 1,980 1,990 1,980
全高 mm 1,925
ホイールベース mm 2,850
トレッド フロント mm 1,665

リヤ mm 1,665
最低地上高（社内測定値） mm 225
室内長（社内測定値） mm 2,775
室内幅（社内測定値） mm 1,635
室内高（社内測定値） mm 1,215

トヨタ ランドクルーザー 主要諸元表

＊1. ルーフレールを装着した場合は10kg増加します。　＊2. T-Connectナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合は10kg増加、リヤシートエンターテイメントシステムを装着した場合はさらに10kg増加します。　＊3. 寒冷地仕様を選択した場合は20kg増加します。　＊4. チルト＆スライド電動ムーンルーフを非装着の場合は
20kg減少します。　＊5. チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合は20kg増加します。　＊6. T-Connectナビゲーションシステム＋10スピーカーを装着した場合は10kg増加します。　＊7. サイドステップを装着した場合は10kg増加します。　＊8. ヒッチメンバーを装着した場合は＋30mmとなります。

■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。

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。

■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。

■“LAND CRUISER”“GR”“EFI”“VSC”“VDIM”“OPTITRON”“TSOP”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”“TNGA”“コンライト”“ロードアシスト24”“マイカーサーチ”“サウンドライブラリー”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



ZX GR SPORT ZX GR SPORT VX AX GX

5人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

3.3Lディーゼル 3.5Lガソリン

エンジン

型式 F33A-FTV V35A-FTS
種類 V型6気筒インタークーラー付ツインターボ
内径×行程 mm 86.0× 96.0 85.5× 100.0
総排気量 L 3.345 3.444
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 227(309)/4,000 305（415）/5,200
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 700(71.4)/1,600-2,600 650（66.3）/2,000〜3,600
燃料供給装置 コモンレール式燃料噴射システム EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L 80
使用燃料 軽油 無鉛プレミアムガソリン

走行装置・駆動方式

サスペンション フロント/リヤ ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング/トレーリングリンク車軸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
駆動方式 4輪駆動（フルタイム4WD）

トランスミッション・変速比・減速比

トランスミッション Direct Shift-10AT（電子制御10速オートマチック）
第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/第9速/第10速/後退 4.923/3.257/2.349/1.944/1.532/1.193/1.000/0.801/0.661/0.613/4.307
減速比 3.307

副変速比
高 1.000
低 2.618

トヨタ ランドクルーザー 主要諸元表

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。
リサイクル料金表 ※リサイクル料金は'21年8月時点の金額。

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 11,560円 1,930円 ー 130円 290円 13,910円

■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、取扱い販売店におたずねください。

主要諸元表

■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。

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。

■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。

■“LAND CRUISER”“GR”“EFI”“VSC”“VDIM”“OPTITRON”“TSOP”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”“TNGA”“コンライト”“ロードアシスト24”“マイカーサーチ”“サウンドライブラリー”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
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