
グレード
構成（乗車定員）

Executive
Lounge

― ― ― Executive Lounge S（7） Executive Lounge S（7）

― ― ― Executive Lounge（7） Executive Lounge（7）

G/GF

240G（7/8） 350G（7/8）★ G（7）★ GF（7）★ G（7）

― 305G “L パッケージ”（7） ― ― G “F パッケージ”（7）

S/SA/SC/SR

204S（7/8） 350S（7/8）★ S（7/8）★ SC（7） SR（7）★

― 305S “C パッケージ”（7） S"C パッケージ "（7） ― SR"C パッケージ "（7）

― ― ―  ― S（7）

X 204X（8）★ 350X（8） X（8）★ ― X（7/8）★

駆動方式 2WD／ 4WD 2WD／ 4WD 2WD／ 4WD 2WD／ 4WD E-Four

最小回転半径 m 5.7 ～ 5.9 5.6 ～ 5.8

10・15 モード燃費 km/L 11.4 ～ 11.6 9.1 ～ 9.5 ― ― ―

JC08 モード燃費 km/L ― ― ― ― 18.4 ～ 19.2

WLTCモード燃費 km/L ― ― 10.6～11.4 9.6～10.2 14.8

アルファード '08 モデル比較表
 ーー　新規設定  ーー　機能強化 ★ ーー　“サイドリフトアップチルトシート装着車”（7 人乗り）の設定あり

'08 モデル 新型アルファード

排気量 2.4L 3.5L 2.5L 3.5L ハイブリッド

■外装・メカニズム

ブレーキ・メカニズム

― 電動パーキングブレーキ 全車種標準装備

― ブレーキホールド 全車種標準装備

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
（高遮音性ガラス、トップシェード付）

一部グレードに標準装備 UVカット機能＋ IR カット機能付ウインドシールドガラス
（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） 一部グレードに標準装備

■安全

予防安全

プリクラッシュセーフティ
（対車両 /ミリ波レーダー方式）

一部グレードに標準装備 プリクラッシュセーフティ

［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］

全車種標準装備

― レーントレーシングアシスト [LTA] 全車種標準装備

レーダークルーズコントロール
（ブレーキ制御付）

レーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付）

全車種標準装備

― ロードサインアシスト [RSA] 全車種標準装備

― アダプティブハイビームシステム [AHS] 一部グレードに標準装備

― オートマチックハイビーム [AHB] 一部グレードに標準装備

― ブラインドスポットモニター [BSM] 一部グレードに標準装備

― リヤクロストラフィックオートブレーキ 一部グレードに標準装備

クリアランスソナー＆バックソナー 全車種標準装備 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（静止物）］

― ドライブスタートコントロール 全車種標準装備

ヒルスタートアシストコントロール 一部グレードに標準装備 ヒルスタートアシストコントロール 全車種標準装備

インテリジェントパーキングアシスト
（駐車空間検出機能付）

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）

一部グレードに標準装備

視界

プロジェクター式ヘッドランプ 全車種標準装備 3 眼ヘッドランプ
(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 ) 

一部グレードに標準装備

― LEDコーナリングランプ 一部グレードに標準装備

防眩インナーミラー 全車種標準装備 デジタルインナーミラー 一部グレードに標準装備

■内装・快適性

シフト 3.5L　6速シーケンシャルシフトマチック 3.5L　8 速シーケンシャルシフトマチック 

シート表皮 本革／ファブリック
（ジャカード織物／ジャカードモケット／トリコット）

一部グレードに標準装備 プレミアムナッパ本革／合成皮革／ファブリック 一部グレードに標準装備

照明・電源 ― LEDルーフカラーイルミネーション（色替え＋調光機能付） 全車種標準装備

フロントシート 快適温熱シート（運転席・助手席） 一部グレードに標準装備 快適温熱シート+ベンチレーションシート（フロントシート・セカンドシート） 一部グレードに標準装備

内装色 シェル／ダークグレー 全車種標準装備 フラクセン／ブラック 全車種標準装備

操作性

スマートエントリー＆スタートシステム 全車種標準装備 スマートエントリー ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能
（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

一部グレードに標準装備

デュアルパワースライドドア
（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）

ワンタッチスイッチ付デュアル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）

一部グレードに標準装備

ナビゲーション・
オーディオ

ナビ

HDDナビゲーションシステム＆トヨタプレミアムサウンドシステム
※「パノラミックスーパーサウンドシステム」も有（11 スピーカー） 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 一部グレードに標準装備

高精細 8型ワイド VGAディスプレイ 10.5インチディスプレイ 一部グレードに標準装備

G-BOOK ｍ X/G-BOOK ｍ X Pro 対応 T-Connect 対応 一部グレードに標準装備

オーディオ・ビジュアル機能

DVD、CD、MD、AM/FM Blu-ray、DVD、CD、SD再生、AM/FMチューナー 一部グレードに標準装備

ビデオ端子 USB入力（動画・音楽再生/給電） 一部グレードに標準装備

地上デジタル TVチューナー TV 一部グレードに標準装備

18 スピーカー 17スピーカー（12ch アンプ） 一部グレードに標準装備

その他

ワイドビューフロント＆サイドモニター
※ IPA とセットオプション

パノラミックビューモニター
（シースルービュー機能付）

一部グレードに標準装備

― 音声認識 一部グレードに標準装備

― 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）

一部グレードに標準装備

― ESPO対応（ETC・VICS機能付/ビルトインタイプ） 一部グレードに標準装備

後席ディスプレイ 9型リヤシートエンターテインメントシステム 13.3インチリヤシートエンターテインメントシステム 一部グレードに標準装備

DCM G-BOOK ｍ X Pro 専用 DCM（G-Security、マップ自動更新） 高速データ通信、スマホ・ケータイを使わず T-Connect 利用可能 全車種標準装備

最低地上高 mm 170 ～ 180 160 ～ 170

室内

長 mm 3,160 3,210

幅 mm 1,585 1,590

高 mm 1360 ～ 1400 1,400

エンジン

型式 2AZ-FE 2GR-FE 2AR-FE 2GR-FKS 2AR-FXE

総排気量 L 2.362 3.456 2.493 3.456 2.493

最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. 125（170）/6,000 206（280）/6,200 134（182）/6,000 221（301）/6,600 112（152）/5,700

最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m. 224（22.8）/4,000 344（35.1）/4,700 235（24.0）/4,100 361（36.8）/4,600 ～ 4,700 206（21.0）/4,400 ～ 4,800

システム最高出力 kW(PS) ― ― ― ― 145（197）

フロント
モーター

最高出力 kW(PS) ― ― ― ― 105（143）

最大トルク N・m(kgf・m) ― ― ― ― 270（27.5）

リヤ
モーター

最高出力 kW(PS) ― ― ― ― 50（68）

最大トルク N・m(kgf・m) ― ― ― ― 139（14.2）

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 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

リヤ トーションビーム式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

全車種標準装備

（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）

一部グレードに標準装備


