
トヨタ クラウン特別仕様車 マジェスタ“Fバージョン・J-FRONTIER”／マジェスタFour“J-FRONTIER”主要装備一覧表

■タイヤ&ホイール
225/50R17 94Wタイヤ＋17×7 ½Ｊアルミホイール
（スーパークロームメタリックⅡ）＆センターオーナメント

2WD
特別仕様車

マジェスタ“Fバージョン・
J-FRONTIER” “Fバージョン”

21,600円（消費税抜き20,000円） 21,600円（消費税抜き20,000円）

10,800円（消費税抜き10,000円）

108,000円（消費税抜き100,000円）
10,800円（消費税抜き10,000円） 10,800円（消費税抜き10,000円）

108,000円（消費税抜き100,000円）

8速 6速

ブラウンレイヤーウッド（本木目） ブラウンレイヤーウッド（本木目）

ブラウンレイヤーウッド調加飾

ブラウンレイヤーウッド調加飾 ブラウンレイヤーウッド調加飾

ブラウンレイヤー
ウッド調加飾

プレミアムナッパ本革 プレミアムナッパ本革

ブラウンレイヤー
ウッド調加飾

ブラウンレイヤーウッド調加飾

木目調加飾 木目調加飾

対向4ポッドキャリパー
ベンチレーテッド

VGRS

43,200円
（消費税抜き40,000円）

-253,800円
（消費税抜き-235,000円）＊10

-253,800円
（消費税抜き-235,000円）＊10

★

★

★

★

★ ＊10
＊10

＊10
＊10★

★

★

10,800円（消費税抜き10,000円）

108,000円（消費税抜き100,000円）

108,000円（消費税抜き100,000円）
32,400円（消費税抜き30,000円） 32,400円（消費税抜き30,000円）

16,200円（消費税抜き15,000円） 16,200円（消費税抜き15,000円）

27,000円（消費税抜き25,000円） 27,000円（消費税抜き25,000円）

17,280円（消費税抜き16,000円） 8,640円（消費税抜き8,000円）

108,000円（消費税抜き100,000円） 108,000円（消費税抜き100,000円）

マジェスタ マジェスタFourマジェスタFour
“J-FRONTIER”

特別仕様車ベース車両 ベース車両
4WD

225/45R18 91Wタイヤ＋18×8Ｊアルミホイール
（ダイヤモンドカット＋グレーメタリック）＆センターオーナメント
スペアタイヤ（応急用タイヤ T155/70D17）
タイヤ空気圧警報システム（TPWS）
■ブレーキ・サスペンション・メカニズム

ディスクブレーキ フロント（ベンチレーテッド）
リヤ

トルセン®LSD（センターデフ）付トランスファー
■制御＆トランスミッション
VDIM（EBD付ABS&
VSC&TRC&EPS） ＋アクティブステアリング統合制御
■ウインドゥ＆ミラー・ランプ

電動式リヤサンシェード&手動式リヤドアサンシェード

＊1
＊2＊3
＊3＊4

＊5

＊6
＊7

＊9

＊11
＊12＊13＊14

＊17＊21

＊23
＊24

＊13＊14＊15

オートワイパー（雨滴感応式）
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）
リヤフォグランプ（左右）
■ステアリング・シフト
本革巻き4本スポークステアリングホイール
電動チルト&テレスコピックステアリング（オートチルトアウェイ＆リターン機能付）
シーケンシャルシフトマチック
シフトノブ（木目調+メッキ加飾）
■電源・空調
アクセサリーソケット
（DC12V・120W）＊8

フロント・リヤ
フロント

3席独立温度コントロールフルオートエアコン（花粉除去モード付）+1席 / 前席集中モード
左右独立温度コントロールフルオートエアコン（花粉除去モード付）+前席集中モード
リヤオートエアコン（クーラー機能付）
■内装・シート
木目調パネル（インストルメントパネル・センターコンソール・ドアトリム・
シートバックボード･リヤエアコンレジスターベース）

シート表皮
本革

ファブリック

前席シートベンチレーション
後席シートヒーター

リヤシート パワー（40/20/40分割リクライニング）
一体固定式

リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）  +木目調加飾&ボックス&液晶付各種コントロールスイッチ
■操作性・ナビゲーション&オーディオ
ブラインドスポットモニター
スマートエントリー＆スタートシステム（全ドア/スマートキー×2、カードキー付）
パノラミックビューモニター（左右確認サポート・シースルービュー機能付）
インテリジェントパーキングアシスト（イージーセット機能・駐車空間認識機能・ハンドルセレクト機能付）
T-Connect SDナビゲーションシステム＊16
【ナビ】高精細8型ワイドタッチディスプレイ、
T-Connect、FM多重VICS（VICS WIDE対応）＊17、
DSSS運転支援機能＊18【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、
SD、AM/FM（ワイドFM対応）、サウンドライブラリー＊19、
USB/AUX（音声・映像＊20）入力端子、地上デジタルTV
【その他】音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター
＊13、ETCユニット（ビルトインタイプ）＊21、Bluetooth®
対応（ハンズフリー・オーディオ）＊22、音声認識、ESPO対応

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

トヨタプレミアムサウンドシステム
【オーディオ】
15chオーディオアンプ、
18スピーカー

T-Connect専用DCM＋ルーフアンテナ
ETC2.0ユニット（VICS機能付）
■安全
Toyota Safety Sense P
・プリクラッシュセーフティシステム（歩行者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）
・レーンディパーチャーアラート（ステアリング制御機能付）
・アダプティブハイビームシステム
・レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
SRSエアバッグ（運転席・助手席エアバッグ+ 運転席ニーエアバッグ+
前席サイドエアバッグ+ 前後席カーテンシールドエアバッグ） +後左右席サイドエアバッグ
ITS Connect
■セキュリティ・その他
リモートセキュリティシステム（リモートイモビライザー）
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど）
補助ヒーター（PTCヒーター＊25）
専用車検証入れ（プレミアムナッパ本革仕様）

長

主要燃費改善対策

燃料消費率
最小回転半径
車両総重量
車両重量

車両型式

容量
接続方式
個数
種類
最大トルク
最高出力　　　　　　　　　　　　　　　　
種類
型式
トランスミッション

駆動方式
作動方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ブレーキ　　　　　　　　　　　　　　　　　

サスペンション
ステアリング
乗車定員
室内
最低地上高　　　　　　　　　　　　　
トレッド
ホイールベース
全長／全幅／全高
燃料タンク容量
燃料供給装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最大トルク〈ネット〉　　　　　　　　　　　　　　
最高出力〈ネット〉
使用燃料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
総排気量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
型式

リヤ
フロント
リヤ
フロント

長／幅／高                                                  

フロント／リヤ

km/L

m
kg
kg

Ah

N･m（kgf･m）
kW（PS）

名
mm
mm

 　mm
mm
mm
L

N･m（kgf･m）/r.p.m.
kW（PS）/r.p.m.

L

18.2

5.3
2,105※3※4
1,830※3※4

DAA-GWS214
-AEXZB（F）※1★

“Fバージョン”
マジェスタ

6.5
直列

ニッケル水素電池

交流同期電動機
1KM

電気式無段変速機

油圧・回生ブレーキ協調式

ベンチレーテッドディスク
マルチリンク式コイルスプリング

ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ラック&ピニオン式

5
2,050／1,510／1,190※6

1,545／1,545［1,540※5］
2,925

4,970／1,800／1,460［1,475※5］
65

筒内直接＋ポート燃料噴射装置〈D-4S〉

マジェスタ Four

2,085※3※4
1,810※3※4

DAA-GWS214
-AEXZB★

2,085※3※4
1,810※3※4

DAA-AWS215
-AEXZH※2★

（国土交通省審査値） 　　 19.0

5.5

V型6気筒DOHC
3.456
2GR-FXE

直列4気筒DOHC
2.493
2AR-FSE

221（22.5）/4,200～4,800
131（178）/6,000
無鉛レギュラーガソリン

354（36.1）/4,500
215（292）/6,000
無鉛プレミアムガソリン

145 155

ベンチレーテッドディスク ディスク

後輪駆動方式 4輪駆動方式
（フルタイム4WD）

147（200） 105（143）
275（28.0） 300（30.6）

40 32

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、
電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング

※1.特別仕様車マジェスタ“Fバージョン・J-FRONTIER”は車両型式の末尾が（F）から（G）に変わ
ります。　※2.特別仕様車マジェスタFour“J-FRONTIER”は車両型式の末尾に（G）が付きます。
※3.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、20kg増加します。　※4.トヨタ
プレミアムサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。　※5.マジェスタFourの数値です。
※6.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、1,130mmとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、
エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実
際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

●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。

★印の車両は、環境対応車　普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の
軽減措置が受けられます（平成29年3月31日まで）。また、自動車重量税の軽減措置が
受けられます（平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。さらに、ご購入
時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます（平成29年3月31日までの新
車登録車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。  

■“CROWN” “MAJESTA” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “TOYOTA D-4S” “VDIM” 
“VSC” “TRC” “VGRS” “OPTITRON” “AFS” “TOYOTA SAFETY SENSE” “T-Connect”  
“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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その他の主な標準装備　●パンク修理キット＊1＊2　●NAVI・AI-AVS　●足踏み式パーキン
グブレーキ（作動/解除）　●ドライブスタートコントロール　●ウインドシールドグリーンガラス
（遮音・UVカット機能付）＋トップシェード　●フロントドアグリーンガラス（スーパーUVカット＆
撥水機能付）　●リヤドア・バックウインドゥガラス（UVカット機能付ソフトプライバシーガラス）
●LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（ヒーター付レインクリアリング
ミラー・運転席側ワイドビュー）+ブラインドスポットモニター機能+オート格納機能+リバース連動
機能（メモリー機能付）&足元照明　●LEDヘッドランプ（オートレベリング機能・LEDクリアランスラ
ンプ付）　●インテリジェントAFS　●ポップアップ式ヘッドランプクリーナー　●LEDフロントフォ
グランプ　●緊急ブレーキシグナル　●LEDライセンスプレートランプ　●コンライト（ライト自動
点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム）　●自動防眩インナーミラー　●トヨタマルチオ
ペレーションタッチ（5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　●オプティト
ロンメーター（メーター照度コントロール付）　●デジタルクロック（GPS補正機能付）　●ステアリ
ングヒーター　●ステアリングスイッチ（オーディオ・DISP・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･レーンディパーチャーアラート）　●「ナノイー」　●アシストグリップ（フロン
ト2・リヤ2/回転式）＊6　●空調統合制御　●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）
●LEDフロントパーソナルランプ  ●LEDリヤ読書灯　●ステンレス製ドアスカッフプレート（車名
ロゴ入り / フロント・リヤ）　●灰皿（リヤドア）　●リヤドアイルミネーション　●イルミネーテッド
エントリーシステム（フロント・リヤ足元照明+リヤドアイルミネーション+LEDルームランプ）　●スイ
ングレジスター　●前席シートヒーター　●フロントパワーシート（運転席8ウェイ・助手席4ウェイ
＊26）　●電動ランバーサポート（運転席）　　●マイコンプリセットドライビングポジションシステ
ム（ステアリング・シート・ドアミラー）　●パワーイージーアクセスシステム（運転席）　●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）＊27　●シートアシ
ストグリップ　●オーバーヘッドコンソールボックス＊6　●ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージ
ボード付）＊2　●インテリジェントクリアランスソナー　●クリアランスソナー&バックソナー
●イージークローザー（フロントドア&リヤドア+ラゲージドア）　●ポップアップフード＊13　●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）　●盗難防止システム[国土交通省
認可品]（イモビライザーシステム+侵入センサー付オートアラーム）　●グリルシャッター　　など

ベース車両 トヨタ クラウン 主要諸元表

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
標準装備特別装備

★印の装備はマジェスタ“Fバージョン”にも装備されます。　＊1. パンク修理キット使用後の18インチタイヤは継続使用できません。必ず新しいタイヤに交換してください。　＊2. スペアタイヤを選択した場合、パンク修理キット、ラゲージボックス（折りたたみ式ラゲージボード付）は非装着となります。　＊3. 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）装着輪は表示しません。　＊4. 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、車両左側、 前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm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。　＊5. 電動式リヤサンシェードのスイッチは、特別仕様車マジェスタ“Fバージョン・J-FRONTIER”、特別仕様車マジェスタFour“J-FRONTIER”、マジェスタ“Fバージョン”、マジェスタ Fourはフロント・リヤ、マジェスタはフロントのみの設定となります。　＊6. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを選択した場合、
オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となり、アシストグリップは伸縮式となります。　＊7. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。　＊8. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。　＊9. 本革シートのシートサイドと
ヘッドレストの一部に人工皮革を使用しています。　＊10. ファブリックシート表皮を選択した場合、前席シートベンチレーションと後席シートヒーターは非装着となります。　＊11. 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。 　＊12. パノラミックビューモニターを選択した場合、音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となり、音声ガイダンス機能は付きま
せん。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。　＊13. 字光式ナンバープレートは装着できません。なお、販売店装着オプションを装着した場合にも、字光式ナンバープレートを装着できないことがあります。詳しくはACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。　＊14. パノラミックビューモニターとインテリ
ジェントパーキングアシストは同時選択できません。　＊15. インテリジェントパーキングアシストを選択した場合、カラーバックガイドモニターの音声ガイダンス機能は付きません。　＊16. 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。　＊17. ETC2.0ユニット
を選択した場合、3メディアVICSになります。　＊18. DSSS運転支援機能は、ETC2.0ユニットを装着した場合に機能します。　＊19. micro SDカードが別途必要となります。　＊20. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。　＊21. 別途セットアップ費用が必要となります。
詳しくは販売店におたずねください。　＊22. 利用可能な動作確認済携帯電話はT-Connectサイト（http://tconnect.jp/）でご確認ください。なお動作確認は一定の条件下で行っており、携帯電話の仕様変更により、実際には確認内容と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。　＊23. ご利用にはT-Connectの契約が
必要となります。詳しくは販売店におたずねください。　＊24. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。　＊25. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient　＊26. 助手席シートの
右側シートバック肩口にパワーシートスイッチ（シートスライド&リクライニング）が付きます。　＊27. 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。　■主要装備一覧表につきましては
ベース車両カタログをあわせてご参照ください。　■「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。　■“Fバージョン”、“Fバージョン・J-FRONTIER”、“J-FRONTIER”はグレード名称ではありません。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8%
込み）'16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。　■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。 　■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。


