
■装備の詳細につきましてはベース車両のカタログをご参照ください。 ■字光式ナンバープレートは装着できません。 ■「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。　
■“A エディション”“A エディション・GOLDEN EYES”“GOLDEN EYES”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7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。
■「Ultrasuede® ドーエスラトルウ「」 ®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■“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® 。すで標商の.cni ,seirtsudnI lanoitanretnI namraHは”LBJ“■ 。すで標商の社会式株クッニソナパ、はクーマ」eonan「び及」ーイノナ「、」eonan「■ 。すで標商の.cnI,GIS htooteulBは”

★印の装備はZ“A エディション”にも装備されます。 ＊1.235/50R18 97Vスチールラジアルタイヤには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。 ＊2.スペアタイヤを選択した場合、パンク修理キットは非装着となり、サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納の右側に装着されます。 ＊3.アイドリング
ストップ機能、蓄冷エバポレーターはセットでメーカーオプション。 ＊4.ステアリングスイッチに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。 ＊5.レーダークルーズコントロールを選択した場合、フロントエンブレムがミリ波レーダー専用タイプとなります。 ＊6.T-Connect SDナビゲーションシステム
非装着時に、レーダークルーズコントロール、インテリジェントクリアランスソナー、プリクラッシュセーフティシステムのセットをメーカーオプション選択できます。 ＊7.T-Connect SDナビゲーションシステム＋インテリジェントパーキングアシスト2装着時に、レーダークルーズコントロール、プリクラッシュセーフティ
システムのセットをメーカーオプション選択できます。 ＊8.レーダークルーズコントロール、インテリジェントクリアランスソナー、T-Connect SDナビゲーションシステム＋パノラミックビューモニター、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。 ＊9.T-Connect SDナビゲーションシステムを選択

 。すまれさ着装時同がTFIHS-IA・IVAN、合場たし ＊10.寒冷地仕様を選択した場合、スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付グリーンガラスとなります。 ＊11.寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター＋レインクリアリング機能付となります。また、T-Connect SDナビゲーションシステム＋パノラミックビュー
モニターを選択した場合、カメラ（左右）＋ヒーター＋レインクリアリング機能付となります。 ＊12.T-Connect SDナビゲーションシステム＋パノラミックビューモニターを選択した場合、補助確認装置は装着されません。 ＊13.寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。 ＊14.オーディオ操作
および音声認識、ハンズフリー機能はT-Connect SD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ナビゲーションシステムを選択した場合に使用可能となります。 ＊15.100W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。 ＊16.120W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。 ＊17.インテリジェントクリアランスソナー、T-Connect SDナビゲーションシステム＋インテリジェントパーキングアシスト2はセット
でメーカーオプション。 ＊18.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。 ＊19.スマートキーにパワースライドドア開閉スイッチ（デュアル［両側］または助手席側）が付きます。 ＊20.スマートキーに予約セットスイッチ、パワーバックドア開閉スイッチが付きます。 ＊21.予約ロック機能はパワースライドドアおよびパワーバックドアに設定されます。
その際、デュアル［両側］パワースライドドアの場合は両側スライドドアに設定され、助手席側パワースライドドアの場合は助手席側スライドドアのみに設定されます。 ＊22.ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。 ＊23.SDカードが別途必要となります。 
＊24.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。 ＊25.T-Connect SDナビゲーションシステム装着車は、カードホルダーが非装着となり運転席ロアボックス内に装着されます。なお、ITSスポット対応DSRCユニットは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。 ＊26.ステアリングスイッチにパノラミックビューのビュースイッチが追加されます。 ＊27.T-Connect SDナビゲーションシステム＋パノラミックビューモニターと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、価格から5,400円（消費税抜き5,000円）減額され
ます。 ＊28.T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、装着できます。 ＊29.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。 ＊30.PTC［自己温度制御システム］：
Positive Temperature Coefficient ＊31.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。 ＊32.寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。 ＊33.助手席スーパーロングスライドシートは
テンションリデューサー付となります。 ＊34.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。

主な全車標準装備 ●パンク修理キット＊2 ●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊32 ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー（ワイパー格納式） ●メッキアウトサイドドアハンドル ●モードスイッチ（エコドライブモード） ●S-VSC ●EBD
（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト ●ドライブスタートコントロール ●アクティブトルクコントロール4WD（4WD車） ●ヒルスタートアシストコントロール ●UVカット機能付ウインドシールドガラス（グリーン合わせ、高遮音性ガラス、トップシェード付） ●UVカット機能付プライバシー
ガラス（スライドドア・クォーター・バックドア） ●コンライト（ライト自動点灯＋消灯システム） ●リヤコンビネーションランプ ●緊急ブレーキシグナル ●防眩インナーミラー ●オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付/エアロタイプ） ●エコドライブインジケーター（ランプ＋ゾーン
表示機能付） ●マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチTFTカラー） ●チルト＆テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング（車速感応型） ●ロングアシストグリップ（センターピラー左右） ●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＋パーソナルランプ［フロント］） 
●LEDルーフカラーイルミネーション（色替え＋調光機能付） ●パーソナルランプ（フロント2個・リヤ4個／バルブ） ●運転席6ウェイマニュアルシート（前後スライド＋リクライニング＋シート上下） ●助手席4ウェイマニュアルシート（前後スライド＋リクライニング） ●アームレスト（運転席・助手席/回転式）
●オーバーヘッドコンソール ●運転席ロアボックス（カードホルダー付＊25） ●運転席カップホルダー ●助手席カップホルダー ●フロントドアポケット＆ボトルホルダー ●スライドドアボトルホルダー ●センターアッパーボックス ●クォータートリムボトルホルダー ●クォータートリムサイド
ボックス（運転席側） ●クォータートリムトレイ ●サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納＊2 ●ラゲージサイドボックス（助手席側） ●シートバックポケット（運転席［買い物フック付］・助手席） ●脱着折りたたみ式デッキボード ●SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ
（運転席）＋SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋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） ●全席ELR付3点式シートベルト（フロントシートプリテンショナー＋フォースリミッター機構付＊33） ●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
（セカンドシート左右席）＊34 ●盗難防止システム（イモビライザーシステム）［国土交通省認可品］ など

トヨタ ヴェルファイア 特別仕様車 ZA“GOLDEN EYES”/Z“A エディション・GOLDEN EYES” 主要装備一覧表

 特別装備　
 標準装備　
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
 販売店装着オプション

2WD/4WD
3.5L 2.5L 3.5L 2.5L

特別仕様車 ベース車両

ZA“GOLDEN EYES” Z“A エディション・GOLDEN EYES” ZA Z
“A エディション”

7人乗り 7人乗り
外装・メカニズム

タイヤ＆
ホイール

＊1 高輝度塗装
2WD 34,560円（消費税抜き32,000円） 2WD 27,000円（消費税抜き25,000円）
4WD 61,560円（消費税抜き57,000円） 4WD 54,000円（消費税抜き50,000円）

スペアタイヤ（応急用タイヤ） ＊2 10,800円（消費税抜き10,000円） 10,800円（消費税抜き10,000円）

メカニズム アイドリングストップ機能（Stop & Start System）
2WD 

56,160円（消費税抜き52,000円）＊3
2WD 

56,160円（消費税抜き52,000円）＊3
4WD 4WD

トランス
ミッション・
制御

レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付） ＊4＊5
75,600円 

（消費税抜き70,000円）＊6＊7
75,600円 

（消費税抜き70,000円）＊6＊7
103,680円 

（消費税抜き96,000円）＊6＊7
＊8 ＊8

クルーズコントロール ★
TFIHS-IA・IVAN ＊9

ウインドゥ・
ミラー

ツインムーンルーフ（ フロントチルト&リヤ電動スライド＋挟み込み防止機能付） 2WD 118,800円（消費税抜き110,000円） 2WD 118,800円（消費税抜き110,000円）

フロントドアグリーンガラス
スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付 ★ ＊10
スーパーUVカット

オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（LEDサイドターンランプ＋アスフェリカルミラー付） ＊11
補助確認装置（2面鏡式、カラード） ＊12
リヤアンダーミラー

外装・
ランプ

フロントグリル ダークメッキ メッキ
専用エアロパーツ（フロントバンパー＋リヤバンパー＋サイドマッドガード）
フロントエンブレム スモークメッキ メッキ
バックドアガーニッシュ ダークメッキ メッキ
ヘッドランプ（LED［ハイ・ロービーム］/オートレベリング機能付＋LEDクリアランスランプ） ゴールドメッキエクステンション
フロントフォグランプ（ハロゲン） ダークメッキフレームガーニッシュ付 メッキフレームガーニッシュ付
LEDリヤフォグランプ（両側） ＊13

内装・快適性
インパネ 
まわり インストルメントパネル 黒木目調＋シルバー塗装 黒木目調＋シルバー塗装

ステアリング
本革巻き4本スポークステアリングホイール 黒木目調
ステアリングスイッチ（オーディオ＋マルチインフォメーションディスプレイ＋音声認識＋ハンズフリー） ＊14

シフト
シーケンシャルシフトマチック 6速 7速スポーツ 6速 7速スポーツ
ゲート式シフトレバー 黒木目調 黒木目調

ドアまわり

インサイドドアハンドル（メッキ） フロント・リヤ フロント

ドアトリム
フロントドア 合成皮革＋シルバー塗装＋黒木目調 合成皮革＋シルバー塗装＋黒木目調
スライドドア 合成皮革 合成皮革
クォーター

電源
アクセサリーコンセント（AC100V・100W/1個） ＊15 8,640円（消費税抜き8,000円）
アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個） ＊16

空調

フルオートエアコン（前席左右・前後独立温度コントロール） 排気ガス検知式内外気 
自動切替システム付

★排気ガス検知式内外気 
自動切替システム付

排気ガス検知式内外気 
自動切替システム付

「ナノイー」 フロント・リヤ ★フロント・リヤ フロント・リヤ フロント

蓄冷エバポレーター（フロント）
2WD＊3 2WD＊3
4WD 4WD

シート表皮 シート表皮 ウルトラスエード®［パーフォレーション］＋クロコ調柄合成皮革 ファブリック

フロント
シート

助手席スーパーロングスライドシート ★
助手席マニュアルオットマン ★

セカンド
シート

リラックスキャプテンシート 式整調下上● ンマトッオルアュニマ●〉備装〈  グンニイラクリ● ドイラス横● ドイラスグンロ超●〉能機〈
ヘッドレスト ●回転式アームレスト ●折りたたみ式サイドテーブル（カップホルダー4個＋買い物フック2個付）

エクストラロングラゲージ
モード機能付

★エクストラロングラゲージ
モード機能付 エクストラロングラゲージモード機能付

サード
シート 5：5分割スペースアップシート ）席全（トスレドッヘ●〉備装〈 グンニイラクリ● ドイラス● 構機トスシアげ上ね跳●〉能機〈 回転式センターアームレスト付 回転式センターアームレスト付

天井 ルーフヘッドライニング（ルーフ、ピラー） ブラック ライトグレー

収納

ハイグレードコンソールボックス（中段トレイ＋フタ付小物入れ＋カップホルダー2個付/金属調加飾） 黒木目調 ★黒木目調 黒木目調
スタンダードコンソールボックス（小物入れ＋カップホルダー2個付）
グローブボックス（ランプ付） 植毛付 植毛付
センターロアボックス 植毛付 植毛付
コインポケット マット付 マット付

操作性

インテリジェントクリアランスソナー（8センサー） ＊6＊8＊17
クリアランスソナー＆バックソナー（6センサー）

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）＋プッシュスタート
システム＋スマートキー2個＊18＊19

ウェルカムパワースライドドア＆
予約ロック機能＊20＊21 スマートキー（専用ゴールド加飾）

予約ロック機能＊21

ワンタッチスイッチ付パワースライドドア（デュアルイージークローザー、挟み込み防止機能付）＊19
デュアル（両側）＋バックドアイージークローザー ★ 66,960円（消費税抜き62,000円）
助手席側

パワーバックドア（挟み込み防止機能付） ＊20

ナビ
ゲーション・
オーディオ

T-Connect SD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＊22【ナビ】高精細9.2型
【tcennoC-T、SCIV重多MF、イレプスィデチッタドイワTFT オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、

SD、AM/FM、サウンドライブラリー＊23、USB/AUX（音声・映像＊24）入力端子、地上デジタル
【）プンアhc21（ーカーピス71、VT その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、音声認識、

ITSスポット対応DSRCユニット（ETC・VICS機能付/ビルトインタイプ）＊25、ESPO対応

＋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）＊8＊26
702,000円 

（消費税抜き650,000円）＊27
702,000円 

（消費税抜き650,000円）＊27
730,080円 

（消費税抜き676,000円）＊27

＋インテリジェントパーキングアシスト2（巻き込み警報機能＋バックガイドモニター機能付）＊7＊17 561,600円（消費税抜き520,000円） 561,600円（消費税抜き520,000円）

12.1型リヤシートエンターテインメントシステム（VTR入力端子、HDMI入力端子付＊24） ＊28 183,600円（消費税抜き170,000円） 183,600円（消費税抜き170,000円）
オーディオレス（8スピーカー/カバーレス）
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊29
オーディオレスカバー＋スペーサー

安全

安全・
その他

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） ＊5＊6＊7＊8
アジャスタブルシートベルトアンカー 運転席 ★運転席 運転席 運転席・助手席

その他

その他 寒冷地仕様（熱線式ウインドシールドデアイサー＋PTCヒーター＊30など） ＊31 33,480円 
（消費税抜き31,000円）＊27

2WD 36,720円 
（消費税抜き34,000円）＊27 33,480円 

（消費税抜き31,000円）＊27

2WD 36,720円 
（消費税抜き34,000円）＊27

2WD 41,040円 
（消費税抜き38,000円）＊27

4WD 33,480円 
（消費税抜き31,000円）＊27

4WD 33,480円 
（消費税抜き31,000円）＊27

4WD 37,800円 
（消費税抜き35,000円）＊27 ホワイトパール

クリスタルシャイン
〈070〉 ※メーカーオプション

グレーメタリック
〈1G3〉

ブラック
〈202〉

●〈　　〉はガソリン2WDアイドリングストップ機能装着車の燃料消費率です。
●〔　　〕はガソリン4WD車です。
＊1.特別仕様車 ZA“GOLDEN EYES”、特別仕様車 Z“A エディション・GOLDEN EYES”の車両型式の末尾は（E）が付きます。
＊2.特別仕様車 ZA“GOLDEN EYES”は10kg増加します。
＊3.特別仕様車 Z“A エディション・GOLDEN EYES”は30kg増加します。
＊4.ツインムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
＊5.T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。
＊6.T-Connect SDナビゲーションシステムと12.1型リヤシートエンターテインメントシステムを装着した場合、20kg増加します。
＊7.17インチタイヤを装着した場合、10kg減少します。
＊8.16インチタイヤを装着した場合、20kg減少します。
＊9. 。すまりなとL/mk1.9、は）DW4（”SEYE NEDLOG“AZ 車様仕別特
＊10.メーカーオプション装着により、車両重量が2,110kg以上の場合、9.1km/Lとなります。
＊11.メーカーオプション装着により、車両重量が2,000kg以上の場合、11.4km/Lとなります。
＊12.メーカーオプション装着により、車両重量が2,000kg以上となるアイドリングストップ機能装着車の場合、12.4km/Lとなります。
＊13.2WD車にアイドリングストップ機能を装着した場合、アイドリングストップ装置が追加となります。
＊14.16インチタイヤまたは17インチタイヤを装着した場合、1,600mmとなります。
＊15.16インチタイヤまたは17インチタイヤを装着した場合、1,605mmとなります。
＊16.16インチタイヤまたは17インチタイヤを装着した場合、1,595mmとなります。
＊17.ツインムーンルーフを装着した場合、1,360mmとなります。 

 標準設定　
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　

内装色 ブラック

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 〈070〉 32,400円
（消費税抜き30,000円）

グレーメタリック 〈1G3〉

ブラック 〈202〉

バーニングブラッククリスタルシャイン
ガラスフレーク 〈222〉 32,400円

（消費税抜き30,000円）

価格表 内外配色一覧表

＊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7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。
■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（16,930円＜’16年7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。

■写真は特別仕様車 Z“A EDITION・GOLDEN EYES”。

■「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。
■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。

メーカー希望小売価格＊1 北海道地区メーカー希望小売価格＊2

消費税抜き 消費税抜き

ヴェルファイア 特別仕様車
ZA“GOLDEN EYES” 7人乗り

2WD 4,317,055円 3,997,273円 4,350,535円 4,028,273円

4WD 4,511,455円 4,177,273円 4,544,935円 4,208,273円

ヴェルファイア 特別仕様車
Z“A エディション・GOLDEN EYES” 7人乗り

2WD 3,926,291円 3,635,455円 3,963,011円 3,669,455円

4WD 4,176,655円 3,867,273円 4,210,135円 3,898,273円

★☆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★印の車両は、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）。☆印の車両は、アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合またはオプション等の装備により車両重量が2,000kg以上の場合、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。

●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。

■“VELLFIRE” “OPTITRON” “EFI” “ECT” “VSC” “サウンドライブラリー” “T-Connect”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

。すまいてっなと)べ調会工自(値い低度程%51約で車動自ンリソガもりよ」スログ「は」トッネ「、合場たし定測でンジンエじ同。すでのもたし定測で件条同ぼほと態状たし載搭に両車をンジンエはと」トッネ「 、りあでのもたし定測で体単ンジンエは」スログ「。すまりあが値スログと値トッネはに示表力出ンジンエ●

Body color

バーニングブラック
クリスタルシャインガラスフレーク
〈222〉 ※メーカーオプション

ベース車両 トヨタ ヴェルファイア 主要諸元表
3.5L 2.5L

ZA Z

7 人乗り
■車両型式・重量・性能

車両型式
2WD DBA-GGH30W-NFTRK＊1 DBA-AGH30W-NFXSK＊1☆
4WD DBA-GGH35W-NFTRK＊1 DBA-AGH35W-NFXSK＊1★

車両重量 kg 2,040＊2＊4＊5＊6＊7〔2,100＊2＊5＊6＊8〕 1,960＊3＊4＊5＊6＊7〔2,020＊3＊5＊6＊8〕
車両総重量 kg 2,425＊2＊4＊5＊6＊7〔2,485＊2＊5＊6＊8〕 2,345＊3＊4＊5＊6＊7〔2,405＊3＊5＊6＊8〕
最小回転半径 m 5.8
燃料消費率 ［国土交通省審査値］ km/L 9.5〔9.3＊9＊10〕 11.6＊11〈12.8＊12 〕0.21〔〉

主要燃費改善対策
可変バルブタイミング、

電動パワーステアリング、充電制御
アイドリングストップ装置＊13（4WD）、

自動無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御
■寸法
全長 mm 4,935
全幅 mm 1,850
全高 mm 1,880〔1,895〕
ホイールベース mm 3,000

トレッド
フロント mm 1,575＊14
リヤ mm 1,580＊15〔1,570＊16〕

最低地上高 mm 160〔170〕

室内
長 mm 3,210
幅 mm 1,590
高　 mm 1,400＊17〔1,400〕

■エンジン
型式 2GR-FE 2AR-FE
総排気量 L 3.456 2.493
種類 V型6気筒DOHC 直列4気筒DOHC
使用燃料 無鉛プレミアムガソリン 無鉛レギュラーガソリン
最高出力＜ネット＞ kW（PS）/r.p.m. 206（280）/6,200 134（182）/6,000
最大トルク＜ネット＞　 N・m（kgf・m）/r.p.m. 344（35.1）/4,700 235（24.0）/4,100
燃料供給装置 ）置装射噴料燃式御制子電（IFE
燃料タンク容量 L 75〔65〕
■走行装置・駆動方式・トランスミッション
ステアリング ラック＆ピニオン式

サスペンション
フロント マクファーソン・ストラット式コイルスプリング
リヤ ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

ブレーキ
フロント ベンチレーテッドディスク
リヤ ベンチレーテッドディスク
作動方式 油圧式

駆動方式 前輪駆動方式〔4輪駆動方式〕
トランスミッション スーパーインテリジェント6速オートマチック（6 Super ECT） 自動無段変速機（Super CVT-i）


