
215/50R17 91V＋17×7Jアルミホイール（センターオーナメント付）
225/45R18 91Wタイヤ（ダンロップSP SPORT 01）＋
18×7.5J G's専用アルミホイール（ハイグロスブラック塗装＋切削光輝）

225/45R18 91Wタイヤ（ダンロップSP SPORT 01）＋
18×7.5J G's専用アルミホイール（ダークスパッタリング）
G's専用ホイールデカールキット
パンク修理キット
スペアタイヤ（応急用タイヤ T135/70D17）
G's専用チューニングサスペンション（約25mmダウン）
G's専用剛性アップパーツ・G's専用空力操安パーツ
G's専用フロントバンパー＆ラジエーターグリル（ダークメッキ加飾/黒艶塗装）
G's専用LEDイルミネーションビーム
G's専用リヤバンパー（黒艶塗装ガーニッシュ付）  
G's専用サイドマッドガード
G's専用マフラー（大径バッフル/サウンドチューニング）
G's専用エンブレム（フェンダー・バックドア）
トヨタエンブレム
樹脂パノラマルーフ（電動ロールシェード＆ドアロック連動クローズ機能付）

G's専用ボディストライプ

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）
オートマチックハイビーム［ＡＨＢ］
LEDテール＆ストップランプ
リヤフォグランプ（右側のみ）
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）〈専用エンブレム付〉
レーンディパーチャーアラート［LDA］
レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
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＆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
　
センターメーター［TFTマルチインフォメーションディスプレイ］
（ハイブリッドシステムインジケーター［ EV走行インジケーターランプ付］・
ドライブモニター・メーター照度コントロール付）

シフトノブ

アルミペダル（アクセル・ブレーキ）
スマートエントリー＆スタートシステム（運転席・助手席・バックドア）
G's専用フロントスポーティシート（G'sエンブレム付）
シート表皮
センターレジスター＆センタークラスター＆シフトレバーベゼル
サイドレジスター

インストルメントパネル（合成皮革）

アームレスト付センターコンソールボックス（合成皮革巻き）
フロント・リヤドアスイッチベース
フロント・リヤドアトリムオーナメント
スカッフイルミネーション
フロアマット
トランクマット

オーディオレス（6スピーカー・カバーレス）
トヨタ純正ナビゲーション＆オーディオ
オーディオレスカバー

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W、コンセント2）

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）

G's
S“ツーリングセレクション・G's”

5人乗り/7人乗り

 69,660円
（消費税抜き64,500円）

 
18インチ用

リヤ

ブラックエクステンション加飾

G's専用ブラックエクステンション加飾
G's専用ブラックエクステンション加飾

ディンプル本革巻き（シルバーステッチ）
＋スイッチベース（ラメ入りピアノブラック塗装）

G's専用（専用初期画面＋タコメーター）

G's専用（スモークアクリル＋
カーボン調加飾＋ラメ入りピアノブラック塗装）

G's専用パワースイッチ（レッド/G'sロゴ付）

スエード調＋合成皮革（シルバーダブルステッチ）
ラメ入りピアノブラック塗装 ＊10
革シボ調＋クロームメッキモール

革シボ調
革シボ調＋シルバーダブルステッチ＋
クロームメッキモール＋G'sロゴ付メッキレバー
シルバーダブルステッチ＋ラメ入りピアノブラック塗装
ラメ入りピアノブラック塗装
合成皮革＋シルバーステッチ
G's専用（G'sロゴ付）

G's専用（G'sエンブレム・カーボンシート付）［5人乗り/7人乗り］
G's専用（G'sエンブレム付）［5人乗り/7人乗り］
ラメ入りピアノブラック塗装

クロームメッキ＋スピンドル調加工＋高輝度シルバー塗装

ベース車両
S“ツーリングセレクション”

5人乗り/7人乗り

フロント・リヤ
108,000円（消費税抜き100,000円）

＊5

96,120円
（消費税抜き89,000円）＊5

64,800円（消費税抜き60,000円）

本革巻き

　

ファブリック

5人乗り/7人乗り
5人乗り/7人乗り

5人乗り63,720円
（消費税抜き59,000円） ＊3 ＊12

G's専用装備 G's専用メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
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

タイプ1
タイプ2

運転席側

助手席側

ヒーターコントロールパネル
エアコン温度調整ダイヤル

トヨタ プリウスα S“ツーリングセレクション・G's”  主要諸元表

車両型式
ベース車両型式
車両重量
車両総重量
最小回転半径
全長／全幅／全高
ホイールベース
トレッド フロント／リヤ
最低地上高
室内
型式
総排気量
種類
使用燃料
内径×行程
圧縮比
最高出力〈ネット〉
最大トルク〈ネット〉
燃料供給装置
燃料タンク容量
ステアリング

サスペンション

ブレーキ
駆動方式

kg
kg
m

　mm
　mm
mm
mm

長／幅／高　mm

L

mm

kW（PS）/r.p.m.
N･m（kgf・m）/r.p.m.

L

フロント／リヤ 

フロント／リヤ 

 S“ツーリングセレクション・G's” 

5.9
4,665 ／ 1,775 ／ 1,560

2,780
1,535 ／ 1,540

130

2ZR-FXE
1.797

水冷直列4気筒DOHC
無鉛レギュラーガソリン

80.5×88.3
13.0

73（99）/5,200
142（14.5）/4,000

電子制御式燃料噴射装置（EFI）
45

ラック＆ピニオン
ストラット式コイルスプリング（スタビライザー付） ／

トーションビーム式コイルスプリング
ベンチレーテッドディスク／ディスク

前輪駆動方式

5人乗り
DAA-ZVW41W-VLJBXET
DAA-ZVW41W-AXXEB ※1

1,480
1,755

1,910 ※2 /1,520/1,220

7人乗り
DAA-ZVW40W-VLJBXET
DAA-ZVW40W-AWXEB ※1

1,490
1,875

2,690/1,520/1,220

トヨタ プリウスα  S“ツーリングセレクション・G's” 主要装備一覧表

●装備の詳細はベース車両のカタログをご参照ください。　●「G’s専用メーカーオプショ
ン」「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
８％込み）’16年5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。　●“ツーリングセレクション・G’s”、“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。
＊1. タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができません。雪道や凍結
路を走行する場合は冬用タイヤをご使用ください。　＊2. スペアタイヤを選択した場合、デッ
キアンダートレイ下に装着されます。なお、パンク修理キットは非装着となり、デッキアン
ダートレイは７人乗りが小型、5人乗りが小型＋小型となります。　＊3. 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。また S“ツーリングセレクション・G’s”はアク
セサリーコンセントを装着できません。　＊4. 樹脂パノラマルーフを選択した場合、オーバー
ヘッドコンソールは非装着となります。またS“ツーリングセレクション・G’s”は樹脂パノラ
マルーフを装着できません。　＊5. オートマチックハイビーム、レーンディパーチャーアラー
ト、プリクラッシュセーフティシステム、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 S“ツーリングセレクション・G’s”はオートマチックハイビーム、レーンディパ
ーチャーアラート、プリクラッシュセーフティシステム、レーダークルーズコントロールを装
着できません。　＊6. 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、主にヒーター等の信頼性・
耐久性の向上を図っております。北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
＊7. 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・車間距離切替スイッチが追
加されます。　＊8. 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。またS“ツーリングセレクション・G’s”はインテリジェントパーキングアシ
ストを装着できません。　＊9. 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詳しくは販売店にご相談ください。　＊10. 販売店装着
オプションのT-Connectナビ8インチモデルを装着した場合、プリウスα専用センタークラ
スターパネル（ベース車両向けトヨタ純正用品）になります。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。
＊11. 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。　＊12. アクセサリーコンセントを選択した場合、運転席小物収納は非装着と
なり、デッキアンダートレイは小型＋小型、アクセサリーソケットはインパネのみとなりま
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。また S“ツーリングセレクション・G’s”はアクセサリーコンセントを装着でき
ません。　■納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。
■購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。
■専用フロント・リヤバンパー／チューニングサスペンションの採用により、路面とのクリア
ランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープ、不整地などで路面と干渉しやすくなります。
また積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、専用装備品が破
損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。　■18インチハイグリップタイヤ＆専
用アルミホイールの装着により標準車に比べ走行音や摩耗レベルが違うことや、雪道・凍結
路面でのグリップが低下する場合があります。　■専用大径マフラー（バッフル部）を装着
し、音質を変えています。また、素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することが
あります。　■「トヨタ純正用品」との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフに
おたずねください。また、「TRDパーツ」および「モデリスタパーツ」について、G'sシリーズへ
の装着は原則できません。　■架装部分についても、ベース車両同様の保証となります。

※1. S“ツーリングセレクション”の車両型式の末尾には（T）が付きます。
※2. セカンドシートのスライドにより、最大2,000mm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。
■“PRIUS α”“G’s”“T-Connect”はトヨタ自動車（株）の商標です。
■製造事業者 ： トヨタ自動車株式会社

価格表

3,292,037 円
（3,048,182 円）

3,497,237 円
（3,238,182 円）

3,315,797 円
（3,070,182 円）

3,520,997 円
（3,260,182 円）

S“ツーリングセレクション・G's” 
5人乗り

7人乗り

メーカー希望小売価格＊1
（消費税抜き）

北海道地区メーカー希望小売価格＊2
（消費税抜き）

＊1. 沖縄地区は価格が異なります。　
＊2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
■ 価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’16 年5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。　
■ 価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。　
■ 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。　 
■ 保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。　
■ 自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（12,410円＜’16 年5月時点
の金額＞）が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

＊1

＊1

＊2

＊4

＊6

＊7

＊8

＊9

＊11

＊6

トヨタ プリウスα S“ツーリングセレクション・G’s”は、架装車両のため、持ち込み登録と
なります。持ち込み登録車は、登録時の実測値により燃費基準達成レベルが決定されるた
め、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合が
あります。  ★プリウスα S“ツーリングセレクション・G’s”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。

10,800円（消費税抜き10,000円） ＊3

23,760 円（消費税抜き22,000 円）
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オートエアコン（ワンダイヤルエアコンディショナー
コントロール機能・電動インバーターコンプレッサー・
花粉除去モード付）



内外配色一覧表

ボディカラー〈カラーコード〉
ホワイトパールクリスタルシャイン ＊1
シルバーメタリック
グレーメタリック
アティチュードブラックマイカ
スーパーレッドⅤ
ダークブルーマイカ

〈070〉
〈1F7〉
〈1G3〉
〈218〉
〈3P0〉
〈8T5〉

内装色

ブラック

＊1. ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション＜32,400円（消費税抜き30,000円）＞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8%込み）’16年5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。　■ボディカラーおよび内装色は撮影、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。


