
■トヨタ アルファード“ロイヤルラウンジ”主要装備一覧表
 標準装備　  架装装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 設定あり（ご注文時に申し受けます）　  販売店装着オプション

“ロイヤルラウンジ”
ハイブリッド 

Executive Lounge
ハイブリッド 

Executive Lounge S
ガソリン 

Executive Lounge
ガソリン 

Executive Lounge S
4人乗り 4人乗り

外
装・メ
カ
ニ
ズ
ム

タイヤ＆
ホイール

225/60R17 99Hスチールラジアルタイヤ
（17×6½Jスパッタリング塗装アルミホイール）

外装 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） ＊1 ＊1

専用エンブレム（ロイヤルラウンジ） フェンダー左右
ウインドゥ・
ミラー

UVカット機能＋IR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）
後席用サンシェード

（スライドドアガラス・リヤクォーターガラス）
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付） リバース連動機能＋カメラ（左右）＋ヒーター付

リヤアンダーミラー

安
全

予防安全 Toyota Safety Sense
プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者

［昼］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）、レーントレーシングアシスト［LTA］、レーダー
クルーズコントロール（全車速追従機能付）、ロードサイン
アシスト［RSA］、アダプティブハイビームシステム［AHS］ 
先行車発進告知機能［TMN］
ブラインドスポットモニター［BSM］
リヤクロストラフィックアラート［RCTA］
ITS Connect 27,000円（消費税抜き25,000円）

視界 3眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム/オート
レベリング 機 能 付 ）＋L E Dクリアランスランプ

（イルミネーション［デイライト］機能付）

ブラック
エクステンション

ブラック
エクステンション

LEDシーケンシャルターンランプ（フロント・リヤ）
LEDコーナリングランプ
LEDリヤフォグランプ（両側） ＊2
デジタルインナーミラー

内
装・快
適
性

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 ブラウンオリーブ・
アッシュバール木目調 シルバー木目調 ブラウンオリーブ・

アッシュバール木目調 シルバー木目調

ステアリングヒーター
ドアまわり

ドアトリム
（合成皮革
［ステッチ付］）

フロントドア加飾
スパッタリング

＋ブラウンオリーブ・
アッシュバール木目調

スパッタリング
＋シルバー木目調

スパッタリング
＋ブラウンオリーブ・
アッシュバール木目調

スパッタリング
＋シルバー木目調

スライドドア・
リヤクォーター加飾

スパッタリング＋本杢（ローズウッド）
スパッタリング＋本杢（バンブー）

インテリア フルパーテーション
（大型フットレスト［固定式、収納付］・冷蔵庫） 合成皮革

専用フロアマット（フロント・リヤ）
ルーフパネル

（専用アナログ時計・リヤヒーターコントロールパネル） 合成皮革

インテリア
オーナメント（リヤ）

本杢（ローズウッド）
本杢（バンブー）

バニティミラ—（リヤ）
大型ハンガーフック
フロント・リヤ間通話機能（ON/OFF機能付）

電源 アクセサリーコンセント（AC100V） ＊3 3個（運転席フロントコンソール1個・
フルパーテーション1個・ラゲージルーム部1個）

2個（運転席フロントコンソール1個・
フルパーテーション1個）

アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個） ＊4
おくだけ充電 ＊5 12,960円（消費税抜き12,000円）
USB充電端子 リヤセンターコンソール2個

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）

S-FLOW（1席集中モード）
＋湿度センサー付

シート表皮 本革＊6 プレミアムナッパ
フロント
シート

運転席8ウェイパワーシート
（前後スライド＊7＋リクライニング＊7＋シート上下＋
チルトアジャスター）＋マイコンプリセットドライビング
ポジションシステム（ドアミラー＋運転席ポジション）＋
運転席オートスライドアウェイ

スライド/リクライニング規制センサー付

助手席4ウェイパワーシート（前後スライド＊7＋リクラ
イニング＊7）＋助手席パワーオットマン スライド/リクライニング規制センサー付
快適温熱シート＋
ベンチレーションシート（運転席・助手席）

リヤシート ロイヤルラウンジ専用VIPシート
【機能】 ●パワーリクライニング（メモリー機能付） 
●ハイバックチェア　●リラクゼーションシステム

【装備】 ●パワーオットマン（伸縮機構付） ●快適温熱
シート＋ベンチレーションシート
読書灯（LED/アルミ削り出し）
ELR付3点式リヤシートベルト

リヤ
コンソール

集中コントロールタッチパネル・格納式大型テーブル
（アルミ削り出し）内蔵・スイッチパネル・USB充電
端子2個・アームレスト（左右カップホルダー）

合成皮革

収納 フロント大型ハイグレードコンソールボックス
（小物トレイ＋カップホルダー2個付）

ブラウンオリーブ・
アッシュバール木目調 シルバー木目調 ブラウンオリーブ・

アッシュバール木目調 シルバー木目調
床下収納（左右分割、LED照明付）

操作性 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

＊8
＊9 ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能＊10＊11

ワンタッチスイッチ付デュアル［両側］パワースラ
イドドア（デュアルイージークローザー＋バック
ドアイージークローザー、挟み込み防止機能付）

＊9

パワーバックドア（挟み込み防止機能付） ＊10
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＊12

【ナビ】高精細9.2型TFTワイドタッチディスプレイ、
FM多重VICS、T-Connect DCMパッケージ

【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＊13、USB/AUX

（音声・映像＊14）入力端子（フルパーテーション内蔵）、
地上デジタルTV、17スピーカー（12chアンプ）

【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、
Wi-Fi接続対応、音声認識、ETC2.0ユニット（VICS
機能付）＊15＊16、ESPO対応

パノラミックビューモニター（シースルービュー機能付）

DCM（専用通信機）
＋ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
ロイヤルラウンジ専用リヤエンターテインメントシステム
●24インチ液晶ディスプレイ　●VTR入力端子・
HDMI入力端子（フルパーテーション内蔵）＊14
●JBLプレミアムサウンドシステム for ロイヤルラウンジ

そ
の
他

セキュリティ・
その他

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＋オートアラーム）
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＊17など） ＊18 25,920円（消費税抜き24,000円）

全車標準装備　
●タイヤパンク応急修理キット　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊19　●スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付フロント
ドアグリーンガラス（高遮音性ガラス）　●スーパーUVカット＋IRカット機能付スライドドアプライバシーガラス（高遮音性ガラス）　●スーパーUVカット機能付リヤ
クォーター・バックドアプライバシーガラス　●S-VSC（ガソリン車）　●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）　●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席）　●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（セカンドシート左右席）＊20　●WILコンセプトシート（運転席・助手席）　●インテリジェントクリアランスソナー

（パーキングサポートブレーキ）　●ドライブスタートコントロール　●VDIM（ハイブリッド車）　●アクティブトルクコントロール4WD（ガソリン4WD車）　●NAVI・
AI-SHIFT（ガソリン車）　●車両接近通報装置（ハイブリッド車）　●ヒルスタートアシストコントロール　●LEDフロントフォグランプ　●LEDリヤコンビネーション
ランプ　●コンライト（ライト自動点灯＋消灯システム）　●緊急ブレーキシグナル　●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）　●サンバイザー

（バニティミラー［運転席・助手席］＋照明［運転席・助手席］＋チケットホルダー［運転席］　●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＋車間距離切替＋レーントレーシングアシスト）　●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）　●フロント
ドアアームレスト（ステッチ付合成皮革巻き）　●LEDダウンライト　●ラゲージルームランプ（2個/ドア連動スイッチ付）　●「ナノイー」（フロント・リヤ）　●クリーンエアフィルター

（花粉除去・脱臭機能付）　など

＊1. サイドマッドガードはメッキモール付となります。　＊2. 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。　＊3. ハイブリッド車は合計1500W以下、ガソリン車は合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、
1500W（ハイブリッド車）、100W（ガソリン車）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。　＊4. 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。　＊5. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、
おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
充電機能を停止することもできます。ご利用は、ワイヤレス充電の規格Qi（チー）に対応した一部の機器、もしくはQiに対応した
アクセサリーを装着した機器などに限られます。対応の有無は各商品のメーカーにお問い合わせください。トレイ寸法（タテ約
143mm、ヨコ約80mm）を超えるQi対応機器（アクセサリー類を含む）は、トレイに置くことができないため、充電はできません。
機種によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず取扱書をご覧ください。 　
＊6. 本革シートのシートサイドとシートバックの一部に人工皮革を使用しています。　＊7. シートスライド量・リクライニング量は
ベース車に比べて規制されます。　＊8. 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。　＊9. スマートキー
にデュアル［両側］パワースライドドア開閉スイッチが付きます。　＊10. 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。　＊11. 予約ロック機能はデュアル［両側］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。
＊12. 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。　＊13. SD
カードが別途必要となります。　＊14. 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。　＊15. 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、ETC2.0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。
＊16. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめ
ご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。　＊17. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature 
Coefficient　＊18. 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。　＊19. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。　
＊20. 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。　

■字光式ナンバープレートは装着できません。
■ベース車両にメーカーオプションとなっているスペアタイヤ（応急用タイヤ）、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）は設定されません。
■専用エンブレムが装着されるため、ベース車両のExecutive Loungeエンブレム（リヤ）は装着されません。
■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。
■“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®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。
■“Wi-Fi®”は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
■“JBL”はHarman International Industries, inc.の商標です。
◆その他の標準装備はベース車両のカタログをご参照ください。 ◆「メーカーオプション」「設定あり」
はご注文時に申し受けます。メーカーオプションはメーカーの工場で、「設定あり」は架装メーカー工場
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）’17年12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。 ◆“ロイヤルラウンジ”はグレード名称ではありません。


