
124,200円（消費税抜き115,000円）

照明付

クローム＆シルバー加飾

トヨタ ランドクルーザープラド 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）

265/60R18タイヤ＋18×7½Jアルミホイール
265/65R17タイヤ＋17×7½Jアルミホイール
AVS＆リヤ電子制御エアサスペンション（パワーステアリング連動）
NAVI・AI-AVS＆リヤ電子制御エアサスペンション（パワーステアリング連動） 
KDSS（キネティックダイナミックサスペンションシステム）
トルセン®LSD（センターデフ）付トランスファー

マルチテレインセレクト＋クロールコントロール＋
電動リヤデフロック
傾斜角モニター＋タイヤ切れ角＋4輪トラクション作動＋デフロック作動表示機能
クリアランスソナー

レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

クルーズコントロール

ヘッドランプ LED（ロービーム＜オートレベリング機能付＞、クリアランスランプ
 ＜デイライト＞）＋ヘッドランプクリーナー付
 マルチリフレクターハロゲン（ロービーム＜マニュアルレベリング機能付＞、
 クリアランスランプ）
リヤフォグランプ（左右）
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） 
補助確認装置（2面鏡式）  
防眩インナーミラー
ウォッシャー連動フロント間欠ワイパー  
間欠リヤワイパー（リヤスポイラー格納式）
後席確認ミラー
プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式）
アクティブトラクションコントロール＆ダウンヒルアシストコントロール制御＆
ヒルスタートアシストコントロール＋ハイドロブレーキブースター 
VSC＆TRC（トラクションコントロール）＋電動センターデフロック
EBD（電子制動力配分制御）付ABS
ブレーキアシスト
緊急ストップランプ
SRSエアバッグ（運転席デュアルステージ・助手席シングル）＋
SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席）＋
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［7人乗り］）
汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（セカンドシート/トップテザーアンカー付）

フロントウインドシールドグリーンガラス（高遮音性ガラス・トップシェード付） 
スーパー UVカットガラス（フロントドア／撥水機能付）
チルト＆スライド電動ムーンルーフ（挟み込み防止機能付）

ラジエーターグリル（クロームメッキ＆シルバー塗装） 
カバー付サイドステップ
バックドアガラスハッチ
ルーフレール（ブラック）

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア・ガラスハッチ）＆
スタートシステム（ワイヤレスドアロックリモートコントロール＋
アンサーバック機能付＋スマートキー 2本）
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
チルト＆テレスコピックステアリング

ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションスイッチ付）
センタークラスターモジュールスイッチ（間接照明付）
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）
クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ） 

　
　

151,200円
（消費税抜き140,000円）

 

　
　

　
＊9

　
　

電動・オートアウェイ
&リターン＊12

108,000円
（消費税抜き100,000円）

27,000円
（消費税抜き25,000円）

木目調・本革巻き

＊12

584,280円
（消費税抜き
541,000円）

＊23

＊23

　
　2.8Lディーゼル車…28,080円（消費税抜き26,000円）／2.7Lガソリン車…21,600円（消費税抜き20,000円）

本革巻き

627,480円
（消費税抜き
581,000円）
＊4＊24

＊4

514,080円
（消費税抜き
476,000円）

ウレタン
ウレタン
　

ブラック
ブラック
ブラック

木目調・本革巻き

木目調
木目調
メッキ

クローム＆シルバー加飾

4本スポークステアリングホイール  
シフトノブ  
ステアリングホイールオーナメント（メタル調・高輝度）  
インストルメントパネル＆ドアパネルオーナメント  
センタークラスター  
インサイドドアハンドル   
レジスター加飾  
スライド機能付大型フロントアームレスト＆大型センターコンソールボックス（エアコン送風機能付）  
クールボックス

センターアッパー小物入れ  
センターロア小物入れ  
グローブボックス（キーロック＆照明付）＆カードホルダー  
カップホルダー（フロントシート2・セカンドシート2） 
オーバーヘッドコンソール
ラゲージユーティリティレール   
トノカバー（巻き取り式）   
ルームランプ
（ドームカットリレー機能付）
センターコンソールイルミネーション
イルミネーテッド
エントリーシステム

アクセサリーソケット
＆コンセント

本革
ファブリック（モケット）
マルチ
アジャスタブルシート
快適温熱シート（運転席・助手席）
電動ランバーサポート（運転席）
アクティブヘッドレスト（運転席・助手席）
シートバック4：2：4分割・リクライニング機構付/
6：4分割スライド・ウォークイン機構（左席）付
シートバック4：2：4分割・リクライニング機構付/
6：4分割ダブルフォールディング機構付
5：5分割フロア格納シート
 

T-Connect SDナビゲーションシステム DCMパッケージ＆
プラド・スーパーライブサウンドシステム＊19
【ナビ】
高精細7型ワイドディスプレイ（タッチ式）、3メディアVICS、DSSS＊20対応
【オーディオ・ビジュアル】
DVD（Blu-ray対応）＜5.1ch対応＞、CD、SDオーディオ、
AM/FM、地上デジタルTV＊21、14スピーカー、
USB/AUX（音声・映像）入力端子、ガラスアンテナ
【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、
ITSスポット対応DSRCユニット（ETC・VICS機能付）＊22、
Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、音声認識、T-Connect専用DCM
マルチテレインモニター＜フロントカメラ＋サイドカメラ（左右付）＞
オーディオレス（6スピーカー）+オーディオレスカバー

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］
セルフパワーサイレン
寒冷地仕様

＊15

＊16

＊17

＊7＊8

＊6＊25

＊1

＊2

＊5

＊6

＊5＊9

＊10

＊13

＊14

●コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）　●フロントフォグランプ　●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー　●フロントシートELR付3点式シートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター付）＊9　
●セカンドシートELR付3点式シートベルト　●サードシートELR付3点式シートベルト（7人乗り）　●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロントシート・セカンドシート左右席）　
●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●運転席・助手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）　●キー置き忘れ防止ウォーニング

＊11

フロント2・セカンド2（読書灯）
フロント2・セカンド1・サード1（5人乗りはラゲージルーム1）

ルームランプ・足元照明（運転席・助手席）・
ドアトリム・スタートスイッチ・サイドステップ
ルームランプ・スタートスイッチ
DC12V（フロント・リヤ）＋AC100V（ラゲージ）
DC12V（フロント・リヤ・ラゲージ）

パワー（運転席8ウェイ・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）

●スペアタイヤ（車両装着タイヤ・床下付）　●四輪ベンチレーテッドディスクブレーキ         

■タイヤ＆ホイール・メカニズム

■運転支援

■安全装備

■外装

■操作性

■内装

■シート

■エンターテイメント

■その他

タイヤ＆
ホイール

メカニズム

オフロード
走行支援

オンロード
走行支援

視　界

予防安全

衝突安全

ウインドゥ
まわり

エクス
テリア

ドア・キー

計器盤・
操作性

空　調

全車標準
装備

全車標準
装備

TZ-G “Lパッケージ”
7人乗り 7人乗り 5人乗り 5人乗り7人乗り

2.8Lディーゼル 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン 2.7Lガソリン 2.7Lガソリン 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

●マッドガード（フロント・リヤ）　●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー　●LEDストップランプ　
●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）　●カラードアウトサイドドアハンドル         

全車標準
装備

標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

●エコドライブインジケーター　●デジタルクロック　●可変流量パワーステアリング　●パワードアロック（衝撃感知式） 
●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）         

インテリア

収　納

照　明

快適装備

シート
表皮

フロント
シート

セカンド
シート

サードシート

全車標準
装備

●ドアスカッフプレート　●センターコンソールトレイ　●ドアポケット＆ボトルホルダー（フロント・リヤ）　●ドアカーテシリフレクター（フロント・リヤ）　
●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・助手席］）　●アシストグリップ

全車標準
装備

●全席ヘッドレスト　●リヤセンターアームレスト（セカンドシート）全車標準
装備

ナビ＆
オーディオ
＊18

セキュリティ

その他

●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、ドライバー）全車標準
装備

＊1.｠T-Connect SDナビゲーションシステム選択時に装着されます。　＊2.｠マルチテレインセレクト＋クロールコントロール
＋電動リヤデフロックは、T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合のみ、装着できます。　＊3. マルチテレ
インセレクト＋クロールコントロール＋電動リヤデフロックを選択した場合、センターアッパー小物入れは非装着となり
ます。　＊4.｠クリアランスソナー、T-Connect SDナビゲーションシステム、マルチテレインモニターはセットでメーカー
オプション。または、クリアランスソナー単独での装着も可能です。なお、バックカメラはバックガイドモニターカメラと共通
になります。　＊5.｠レーダークルーズコントロールとプリクラッシュセーフティシステムはセットでメーカーオプション。
＊6.｠リヤフォグランプと寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。　＊7.｠マルチテレインモニターを選択した場合、ドア
ミラーはカメラ（左右）付となります。　＊8.｠マルチテレインモニターを選択した場合、補助確認装置（2面鏡式）は装着

されません。　＊9.｠プリクラッシュセーフティシステムを装着した場合、フロントシートベルトとフロントエンブレムが
専用タイプとなります。　＊10.｠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。
＊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. 運転席シートとステアリングを
任意の位置でメモリーすることができます。　＊13.｠T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合に
オーディオ・電話＆トークスイッチが、マルチテレインモニターを装着した場合にカメラスイッチが、レーダークル

ーズコントロールを装着した場合に車間距離切替スイッチが、それぞれ追加されます。　＊14.｠マルチテレイン
セレクト＋クロールコントロール＋電動リヤデフロック選択時に装着されます。　＊15.｠クールボックスは大型セン
ターコンソールボックス内に設置されるため、大型センターコンソールボックス（エアコン送風機能付）との併設は
できません。　＊16.｠T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、マイク付となります。　＊17.｠
AC100Vコンセントは、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ので、詳しくは販売店におたずねください。　＊18.｠販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを
多数ご用意しています。 詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店
におたずねください。　＊19.｠ディスクによっては再生できない場合があります。　＊20. DSSS：Driving Safety 
Support Systems。道路状況、車両状態および天候状態などによって作動しない場合があります。詳しくは取扱説明
書をご覧ください。安全確認は運転する方が充分に行ってください。警察庁と一般社団法人新交通管理システム
（UTMS）協会が推進しているプロジェクトで、クルマと道路のインフラの連携により信号情報や交差点周辺等の
見通し外の車両存在情報等を取得し、安全運転を支援するシステムです。2015年6月現在、東京都と神奈川県の計
18カ所にDSSS用光ビーコンが設置されており、当該地点で機能が作動します。詳しくは販売店におたずねくだ

TX TZ-G “Lパッケージ”
7人乗り 7人乗り 5人乗り 5人乗り7人乗り

2.8Lディーゼル 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン 2.7Lガソリン 2.7Lガソリン 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

TX

＊7

＊8

自動防眩付
雨滴感知式

2.8Lディーゼル車

2.8Lディーゼル車

2.7Lガソリン車

2.8Lディーゼル車

時間調整式

59,400円
（消費税抜き55,000円）

ステッチ付

さい。　＊21.｠B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。　＊22.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。　＊23.｠T-Connect SDナビゲーションシステムとマルチテレ
インモニターはセットでメーカーオプション。なお、バックカメラはバックガイドモニターカメラと共通になります。
＊24. 価格はクリアランスソナーの価格を含みます。　＊25. 寒冷地での使用を考慮して、主に信頼性・耐久性の
向上を図っております。また、熱線式ウインドシールドデアイサーが装着され、2.8Lディーゼル車にはバッテリーが
2個装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。

＊3118,800円
（消費税抜き110,000円）＊3

サード2（読書灯）

◆「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。
●“Lパッケージ”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）'15年6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。  ●“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。  ●“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。  ●“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。

43,200円
（消費税抜き40,000円）＊4

43,200円
（消費税抜き40,000円）

手動電動

サードシート2 サードシート2

セカンド2

マルチテレインABS マルチテレインABS（2.8Lディーゼル車のみ） マルチテレインABS（2.8Lディーゼル車のみ）


