トヨタ センチュリー 主要装備一覧表

標準装備

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

標準装備

外装

内装

■足回り

■ドアまわり・インテリア

225/55R18 98Hタイヤ＆18×7 1/2J ノイズリダクションアルミホイール
（カラードセンターオーナメント付）
タイヤパンク応急修理キット

＊1

スペアタイヤ（ノイズリダクションアルミホイール付車両装着タイヤ）

＊1

車速感応オートパワードアロック
（衝撃感知ドアロック解除システム付）

53,460円（消費税抜き49,500円）

本革巻き大型アシストグリップ（前席シートバック・リヤルーフサイド左右）
リヤドアカーテン＆電動式バックウインドゥカーテン

■メカニズム
【その他の標準装備】
●EBD（電子制動力分配制御）付ABS＋ブレーキアシスト
●ECB（電子制御ブレーキシステム）
●ベンチレーテッドディスクブレーキ
（フロント・リヤ）
●スタビライザー（フロント・リヤ）

AVS機能付電子制御エアサスペンション
（車高切替機能付）
NAVI・AI-AVS
電動パーキングブレーキ
ブレーキホールド
アクティブノイズコントロール

【その他の標準装備】
●EVドライブモード

ドライブモードセレクト
（NORMAL/ECO/SPORT S/SPORT S+）
SNOWモード
■エクステリア

｢ナノイー」
【その他の標準装備】
●LEDルームランプ（フロント1個・リヤ2個）
●LEDフロントパーソナルランプ（2個）
●LEDドアカーテシランプ（フロント・リヤ）
●LEDラゲージルームランプ（2個）

後席LED読書灯（照度調整式）
イルミネーテッドエントリーシステム
（ルームランプ［フロント・リヤ］
・足元ランプ［フロント・リヤ］）
アクセサリーコンセント
（AC100V・100W/フロントコンソールボックス内1個・タワーコンソール内1個） ＊10
＊11

■収納・ラゲージ

■視界・ウインドゥ＆ミラー
LEDヘッドランプ（オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ［デイライト］付）
LEDコーナリングランプ
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合わせ・トップシェード付・高遮音性ガラス）
UVカット機能付フロントドアガラス
（IR［赤外線］
カット機能付グリーン合わせ・撥水機能付・高遮音性ガラス）
UVカット機能付リヤドアガラス
（IR［赤外線］
カット機能付グリーン合わせ・高遮音性ガラス）
UVカット機能付バックウインドゥガラス
（IR［赤外線］
カット機能付グリーン合わせ・高遮音性ガラス）
LED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
（ヒーター機能・オート格納機能・リバース連動機能［メモリー機能付］
・足元照明付）

【その他の標準装備】
●ヘッドランプクリーナー
●コンライト
（ライト自動点灯・消灯システム）
●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
●LEDターンランプ
●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー
●自動防眩インナーミラー
●LEDライセンスプレートランプ

雨滴感知式オートワイパー（ダイレクトスプレー機能付）
Toyota Safety Sense
・プリクラッシュセーフティ
（歩行者［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）
・レーンディパーチャーアラート
（ステアリング制御機能付）
・アダプティブハイビームシステム
（アレイ式）
・レーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付）
ブラインドスポットモニター（BSM）

【その他の標準装備】
●ヒルスタートアシストコントロール
●車両接近通報装置
●緊急ブレーキシグナル
●LEDハイマウントストップランプ
●チャイルドプロテクター（リヤドア）

リヤクロストラフィックアラート
（RCTA）
クリアランスソナー＆バックソナー

＊2

フロントコンソールボックス
（LED照明付・左右両開きタイプ・上下2分割式）
マガジンラック
靴べら差し
コートフック
（リヤ2個）

エンターテインメント
■ナビ・オーディオ
【その他の標準装備】
●ガラスアンテナ
●T-Connect専用DCM＋アンテナ

【ナビ】高精細9インチワイドタッチディスプレイ、T-Connect DCMパッケージ、
3メディアVICS（VICS WIDE対応）、DSSS運転支援機能対応
【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、microSD＊15、AM/FM（ワイドFM対応）、サウンドライブラリー＊16、
地上デジタルTV、AUX（音声）/USB（音声・映像2個）入力端子＊12 ＊17 ＊18、12chオーディオアンプ、20スピーカー
【その他】
カラーバックガイドモニター、Bluetooth Ⓡ 対応（ハンズフリー・オーディオ）、
Miracast TM対応、Wi-Fi接続対応、音声認識、ETC2.0ユニット
（VICS機能付）
＊19 ＊20 ＊21
11.6インチリヤシートエンターテインメントシステム＊13 ＊22

その他

ドライブスタートコントロール
■衝突安全
【その他の標準装備】
●電動アジャスタブルシートベルトアンカー（前席）
●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（後左右席）
＊3
●WILコンセプトシート
（前席）

デュアルステージSRSエアバッグ
（運転席）
＋SRSニーエアバッグ
（運転席）
＋SRSエアバッグ
（助手席）
＋
SRSサイドエアバッグ
（前・後左右席）
＋SRSカーテンシールドエアバッグ
（前後席）
全席ELR付3点式シートベルト
（前・後左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構&
テンションリデューサー＆バックル照明付）
ポップアップフード

操作性
■操作系
7インチリヤマルチオペレーションパネル
助手席シートコントロールシステム
（リヤマルチオペレーションパネル/フロントコンソールモジュールスイッチ）
フロントコンソールモジュールスイッチ
電動チルト&テレスコピックステアリング
（オートチルトアウェイ&リターン機能付）
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・
レーダークルーズコントロール・レーンディパーチャーアラート）

【その他の標準装備】
●本革巻きヒーター付ステアリングホイール
●電動パワーステアリング
●シフトレバー（シーケンシャルシフトマチック）&本革巻きシフトレバーノブ
●スマートエントリー（全ドア・
トランク/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）
＊4
●電気式フューエルリッドオープナー

プリセットドライビングポジションシステム
（シート
［運転席・助手席］
・ステアリング・
ドアミラー）
イージークローザー（全ドア・
トランク）&パワートランクリッド
■計器盤
【その他の標準装備】
●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（点滅式・警告音機能付）
●パーキングブレーキ戻し忘れウォーニング
●フューエル残量ウォーニング
●キー置き忘れ防止ウォーニング

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
マルチインフォメーションディスプレイ
（7インチTFTカラー）
ハイブリッドシステムインジケーター
デジタル時計（GPS補正機能付/フロント2個・リヤ1個）
＆アナログ時計（GPS補正機能付/リヤ1個）

内装
■シート
ウールファブリック仕様『瑞響』
＊5 ＊6

4:2:4分割リヤシート
後左右席パワーシート
（前後スライド・リクライニング・シートバック上体起こし・メモリー機能付）
＋パワーランバーサポート
後左右席電動ヘッドレスト
（上下&前後調整・メモリー機能付）

リヤコンソールボックス
（LED照明付）

【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、SD＊15、HDMI（ 音声・映像）入力端子＊18 ＊23、
DLNA/Miracast TM対応、ヘッドホンジャック2個（ボリューム付）
＊23

VDIM（EBD付ABS&VSC&TRC&EPS）

本革仕様『極美革』

【その他の標準装備】
●カップホルダー（フロント2個・リヤ2個）
●照明付コインポケット ●LED照明&キー付グローブボックス
●オーバーヘッドコンソール ●フロントドアポケット
●ラゲージルーム
（デッキフック4個・買い物フック2個・収納ボッ
クス・毛ばたき＆傘ケース） ●デッキアンダートレイ＊1
●ラゲージホールドベルト
（ネットタイプ）

タワーコンソール
（LED照明付）

T-Connect SD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＊13 ＊14

■予防安全

＊7

プリセットポジション
（後左席：
３ポジション/後右席：1ポジション）
リフレッシュシート
（後左席）
シートヒーター（前・後左右席）

後左席用電動オットマン
（フットレスト機能付）

リヤクーラー

充電用USB端子（フロントコンソールボックス内2個＊12・リヤコンソールボックス内2個）

安全

本杢加飾ライティングテーブル
（格納式）

【その他の標準装備】
●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）
●補助ヒーター（PTC＊9ヒーター）

4席独立温度コントロールフルオートエアコン
（湿度センサー・排気ガス検知式内外気自動切替システム付）

アクセサリーソケット
（DC12V・120W/フロントコンソールボックス内1個）

アウトサイドドアハンドル
（メッキ・カラード）

シートベンチレーション
（前・後左右席）

■空調

■照明・電源

■制御&トランスミッション

パーキングサポートアラート
（PKSA）

【その他の標準装備】
●本革巻きアシストグリップ
（フロント） ●全ドアワンタッチ式
パワーウインドゥ
（パワーOFF後作動機能・挟み込み防止機能付）
⃝ステンレス製ドアスカッフプレート
（フロント・リヤ）
●照明付後席バニティミラー ●照明付サンバイザー
（バニティ
162,000円（消費税抜き150,000円） ミラー［運転席・助手席］
・チケットホルダー
［運転席］付）

本杢加飾付インサイドドアハンドル
（プルアップタイプ）

タイヤ空気圧警報システム
（TPWS）

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

＊5 ＊8

【その他の標準装備】
（運転席）
540,000円（消費税抜き500,000円） ●シートバックポケット
●前席10ウェイパワーシート
（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・ヘッドレスト上下調整・
メモリー機能付）
●運転席パワーランバーサポート
●パワーイージーアクセスシステム
（運転席）
●助手席電動可倒式ヘッドレスト

■セキュリティ
・その他
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］
寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ［左右］
・ウインドシールドデアイサーなど）

＊24

29,160円（消費税抜き27,000円）

【その他の標準装備】
●工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ・
ドライバー）

■「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）’
18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。
＊1.スペアタイヤを選択した場合、
タイヤパンク応急修理キットとデッキアンダートレイは非装着となります。 ＊2.字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊3.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。 ＊4.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。 ＊5.本革仕様を選択し
た場合、
シートベンチレーションがセットで装着されます。
ファブリックから変更となる部位は、
シートとドアトリム・ピラーガーニッシュ
（ロア）
・タワーコンソール・リヤコンソールボックスの一部です。 ＊6.本革シートの一部に人工皮革を使用
しています。 ＊7.後中央席は固定式となります。 ＊8.後左右席は座面＋シートバック、
前席は座面のみとなります。 ＊9.PTC［自己温度制御システム］
：Positive Temperature Coefficient ＊10.合計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。 ＊11.120W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。 ＊12.充電・音声・映像兼用USB端子となります。 ＊13.メディアによっては再生できない場合があります。 ＊14.B-CASカードは、
あらかじめ受信機に装着されています。 ＊15.他車の
ナビで保存したデータは再生できない場合があります。 ＊16.microSDカードが別途必要となります。 ＊17.フロントコンソールボックス内に設定。 ＊18.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。 ＊19.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。 ＊20.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。 ＊21.ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。 ＊22.前席のオーディオ機能（地上デジタルTV含む）
を後席でお楽しみいただけます。 ＊23.リヤコンソール
ボックス内に設定。 ＊24.寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っております。
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。
■「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。 ■“Blu-ray DiscTM（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®”
“MiracastTM”
は、
Wi-Fi Allianceの登録商標です。

