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"ツーリングセレクション" LS"ツーリングセレクション"G"ツーリングセレクション・
レザーパッケージ"

"ツーリングセレクション"

応急用タイヤT135/80D16
パンク修理キット

運転席8ウェイパワー（前後スライド＋
リクライニング＋シート上下＋チルトアジャスター）
&助手席 4 ウェイ（前後スライド＋リクライニング）

運転席6ウェイ（前後スライド＋リクライニング＋シート上下）
&助手席4ウェイ（前後スライド＋リクライニング）

運転席&助手席4ウェイ（前後スライド＋リクライニング）
電動ランバーサポート（運転席）

本革（運転席・助手席ヒーター付）
上級ファブリック（スエード調）×合成皮革
ファブリック（スエード調）

フロント足元ランプ・ルームランプ・マップランプ
ルームランプ・マップランプ

6スピーカー・AUX端子
4スピーカー

オートアラーム付

&

JBLプレミアムサウンドシステム
DVD、CD、AM/FM、地上デジタルTV、
サウンドライブラリー、USB/AUX端子、
8chオーディオアンプ、8スピーカー

&
DVD、CD、AM/FM、地上デジタルTV、
サウンドライブラリー、
USB/AUX端子、6スピーカー

〈ナビ〉 
7型ワイドVGAディスプレイ
（タッチ式）、FM多重VICS、
G-BOOK mX（Ver.2.0）対応
〈その他〉 
Bluetooth®対応
（ハンズフリー・オーディオ）、
音声認識

フロント
リヤ

UVカット機能付ソフトプライバシーガラス
UVカットグリーンガラス

スーパーUVカットグリーンガラス・撥水機能付
UVカットグリーンガラス・撥水機能付
UVカットグリーンガラス

運転席・助手席・バックドア
運転席

■外装
足回り

空力

エクス
テリア

■安全装備
視界

予防安全

衝突安全

全車標準装備　

■操作性
先進装備

操作系

全車標準装備　

■内装
シート

空調

照明

収納

全車標準装備　

■エンターテインメント
ナビ&
オーディオ

その他

全車標準装備

トヨタ プリウス  主要装備一覧表 標準装備 設定あり（ご注文時にご指定ください） メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） 販売店装着オプション 標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） 販売店装着オプション

215 / 45R17  87W＋17×7J アルミホイール（センターオーナメント付）
195 / 65R15  91S＋15×6J アルミホイール（ホイールキャップ付）
185 / 65R15  88S＋15×6J アルミホイール（ホイールキャップ付）
スペアタイヤ

スタビライザー（フロント）
フロアアンダーカバー（センター・リヤ）
エンジンアンダーカバー＆プロテクター　
エアスパッツ（フロント・リヤ）
リヤスポイラー（LED式ハイマウントストップランプ付）
リヤバンパースポイラー
                                                                    

ソーラーパネル付ムーンルーフ
（電動チルト＆スライド、挟み込み防止機能付） 

ヘッドランプ

フロントフォグランプ
LEDストップランプ
リヤフォグランプ（右側のみ）
フロント
ドアガラス

リヤドア・
バックドアガラス

ウォッシャー連動間欠ワイパー

防眩インナーミラー
EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト
S-VSC（ステアリング協調車両安定性制御システム）
TRC（トラクションコントロール）

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）
〈プリクラッシュシートベルト［前席］・専用エンブレム付〉

レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
車両接近通報装置
緊急ブレーキシグナル
ヒルスタートアシストコントロール

SRSエアバッグ
（運転席・助手席エアバッグ＋運転席・助手席
サイドエアバッグ＋前後席カーテンシールドエアバッグ）

アクティブヘッドレスト（運転席・助手席）

　　　●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　●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）　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）
　　　●UVカット機能付ウインドシールドガラス（IR＜赤外線＞カット機能付グリーン・高遮音性ガラス）　●UVカットグリーンガラス（フロントクォーター）
　　　●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス（リヤクォーター）　●拡散式ウォッシャーノズル　●ECB［電子制御ブレーキシステム］　●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロント）
　　　●全席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機構付フロントシートベルト（運転席テンションリデューサー付）

　　　●汎用ISOFI X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（リヤ左右席）＊8

タッチトレーサーディスプレイ

インテリジェントパーキングアシスト
（駐車空間認識機能＆バックガイドモニター機能付）

4本スポークステアリングホイール（ステアリングスイッチ付）
エレクトロシフトマチック

スマートエントリー＆
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＋スマートスタート

モードスイッチ
（エコドライブモード、EVドライブモード、パワーモード）

センターメーター（メーター照度コントロール付）
エコドライブモニター　　　　　　　　　　　　
ヘッドアップディスプレイ
クルーズコントロール

　　　●デジタルクロック　●電動パワーステアリング（車速感応型）　●チルト＆テレスコピックステアリング　●パワーウインドゥ（フロント・リヤドアワンタッチ式・挟み込み防止機能付）　
　　　●足踏み式パーキングブレーキ　●キー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）　●半ドアウォーニング　●パワードアロック（運転席）
　　　●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）　●フューエル残量警告灯　●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー

シート表皮

フロント
シート

シートバックポケット（運転席・助手席）
６：４分割可倒式リヤシート
リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）　
ソーラーベンチレーションシステム＆リモートエアコンシステム　
オートエアコン（電動インバーターコンプレッサー・花粉除去モード付）

イルミネーテッド
エントリーシステム

オーバーヘッドコンソール
大型コンソールボックス（カップホルダー付）
コンソールボックス 
トノカバー

　　　●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）　●ヒーターリヤダクト　●運転席・助手席バニティミラー&天井照明付ファブリック張りサンバイザー（運転席カードホルダー付）　
　　　●アシストグリップ（フロント2・リヤ2）　●コートフック（リヤ 2）　●シフトイルミネーション　●フロントパーソナルランプ
　　　●ラゲージルームランプ　●ドアカーテシランプ（フロント）　●デッキアンダートレイ　●フロントカップホルダー（センタークラスター部）　●フロントコンソールトレイ
　　　●ドアポケット（運転席・助手席）　●助手席アッパーボックス＆グローブボックス　●カードホルダー＊22

HDDナビゲーションシステム＊16

CD＋AM / FM

オーディオレス（カバーレス）

オーディオレスカバー
G-BOOK mX  Pro 専用DCM

 アクセサリーコンセント（AC100V・1500W、コンセント2）
アクセサリーソケット（DC12V・120W）
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

寒冷地仕様
（ウインドシールドデアイサー、ヒーター付ドアミラーなど）

ETC車載器
　　　●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）

パンク修理キットを選択した場合、スペアタイヤは装着されません。
フロアアンダーカバーとリヤバンパースポイラーはセットでメーカーオプション。　
ソーラーパネル付ムーンルーフとソーラーベンチレーションシステム＆リモートエアコンシステムはセットでメーカーオプション。また､オーバーヘッドコンソールは非装着となります。
ソーラーパネル付ムーンルーフとアクセサリーコンセントは同時装着できません。
寒冷地仕様とフロントフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、フロントフォグランプは単独選択可能＜10,800 円（消費税抜き10,000 円）＞です。
寒冷地仕様とリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わり、インナーレンズが赤色になります。
また､寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー、ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っています。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。　
プリクラッシュセーフティシステムとレーダークルーズコントロールはセットでメーカーオプション。また、ステアリングスイッチにはレーダークルーズコントロールの車間距離切替スイッチが追加されます。
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。　
HDDナビゲーションシステム、タッチトレーサーディスプレイ、インテリジェントパーキングアシストはセットでメーカーオプション。
インテリジェントパーキングアシストと字光式ナンバープレートは同時装着できません。
ステアリングスイッチには、オーディオ・TRIP・DISP・空調の各操作スイッチが装着されます。
オーディオ操作スイッチは、標準装備、メーカーオプションまたは販売店装着オプションのナビ・オーディオを装着した場合に操作可能となります。
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などの機器を
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。
HDDナビゲーションシステムとヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。
シートクッション、シートバック、ヘッドレスト、リヤセンターアームレストのサイド部分に合成皮革を使用しています。
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。またディスクによっては再生できない場合があります。
ステアリングスイッチには音声認識・ハンズフリー通話スイッチが追加されます。
オーディオレスを選択した場合、タッチトレーサーディスプレイ、インテリジェントパーキングアシスト、ヘッドアップディスプレイは非装着となります。
G-BOOK mX Pro 専用DCMと盗難防止システム（オートアラーム付）はセットでメーカーオプション。オーディオレスを選択した場合は装着できません。
HDDナビゲーションシステムを選択した場合のみ、G-BOOK mX Pro 専用DCMと盗難防止システム（オートアラーム付）をセットでメーカーオプション装着できます。
アクセサリーコンセントはパンク修理キットとセットでメーカーオプション。その場合、スペアタイヤは非装着となります。
なおアクセサリーコンセントは、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。
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。
販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、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。
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 ＊1

 ＊4

 ＊6

 ＊10

 ＊11

 ＊12

 ＊12

16,200円
（消費税抜き15,000円）

＊2

49,680円
（消費税抜き46,000円）

6スピーカー
ー407,160円

（消費税抜きー377,000円）
＊17

56,160円
（消費税抜き52,000円）

＊18

4スピーカー
ー20,520円

（消費税抜きー19,000円）

23,760円
（消費税抜き22,000円）

＊6

16,200円
（消費税抜き15,000円）

＊2

＊2 ＊2

＊5

＊9

＊9

＊17

＊17

＊13＊17

216,000円（消費税抜き20０,000円）　＊3

23,760円（消費税抜き22,000円）
＊6

151,200円（消費税抜き140,000円）
＊7

435,240円（消費税抜き403,000円）
＊9  ＊13

385,560円（消費税抜き357,000円）
＊9  ＊13

342,360円（消費税抜き317,000円）
＊9

56,160円（消費税抜き52,000円） ＊19

64,800円（消費税抜き60,000円） ＊20

大型コンソールボックス内 コンソールトレイ部

6スピーカー 
ー21,600円（消費税抜きー20,000円）

34,560円（消費税抜き32,000円）
＊5  ＊6

合成皮革巻き ファブリック巻き ファブリック巻き

雨滴感知式 時間調整式 時間調整式

自動防眩付

本革巻き ウレタン

＊14

＊15

＊21

＊4

＊22

＊3

＊3

＊19＊18

LED（ロービーム・オートレベリング /
ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付）

プロジェクター式ディスチャージ
（ロービーム・オートレベリング付） 

プロジェクター式ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付）　

■設定あり、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。　
■“ツーリングセレクション・レザーパッケージ”“ツーリングセレクション”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。
■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■JBLはHarman International Industries, inc.の商標です。


