トヨタ クラウン 特別仕様車HYBRID 2.5 RS“Limited”
/ HYBRID 2.5 RS Four“ Limited”
/ 2.0 RS“Limited”
主要装備一覧表

特別装備
特別仕様車

特別仕様車

ベース車両
2.5L ハイブリッド車

2.0L ターボガソリン車

2.5L ハイブリッド車

2.0L ターボガソリン車

2.5L ハイブリッド車

2.0L ターボガソリン車

2WD/4WD

2WD

2WD/4WD

2WD

2WD/4WD

2WD

2WD/4WD

2WD

RS/RS Four

RS

2.5 RS
“Limited”/
2.5 RS Four
“Limited”

2.0 RS“Limited”

RS/RS Four

RS

◆

◆

★C ◆

★C ◆

★C

★C

2.0 RS“Limited”

シートヒーター

＊1

110,000円
（消費税抜き100,000円）＊2

外装・メカニズム

4WD車

110,000円
110,000円
（消費税抜き100,000円）
＊2 （消費税抜き100,000円）
＊2
4WD車

パフォーマンスダンパー®（リヤ）
VDIM［EBD付ABS&VSC&TRC&EPS］

★C ◆

★C ◆

マイコンプリセットドライビングポジションシステム（ステアリング・シート・ドアミラー/2メモリー付）

◆

◆

パワーイージーアクセスシステム（運転席）

◆

◆

◆

◆

パワーウインドゥスイッチベース

カーボン調＋サテンメッキ加飾

インテリア加飾

カーボン調（センターコンソール、
パワーウインドゥスイッチベース）

ドアトリム＆インストルメントパネル
オーナメント表皮

ドライブモードセレクト
（SPORT/NORMAL/ECO/SNOW）
内 装・快 適 性

ハイブリッドシンボルマーク
（リヤ）
ECB（電子制御ブレーキシステム）
ばね上制振制御
EVドライブモード

合成皮革巻き
®

グランリュクス 巻き

サテンメッキ加飾（センタークラスター）
左右独立温度コントロールフルオートエアコン（前席集中モード・花粉除去モード付）

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 /

＊12

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）
イルミネーテッド
エントリーシステム

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］

AC100V・1500W、コンセント（1個）

AC100V・100W、コンセント
（1個）

＊14

フロントドアポケットLED照明＋助手席
インストルメントパネルオーナメントLED照明
インサイドドアハンドルLED照明
（フロント・リヤ）

ラゲージトレイ
（トランクマット付）

先行車発進告知機能［TMN］
★A★B ◆

ブラインドスポットモニター［BSM］/後方車両への接近警報

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）/リヤカメラディテクション
パノラミックビューモニター＆インテリジェントパーキングアシスト2
（巻き込み警報機能付）

＊3 ＊4

ITS Connect
ポップアップフード
（予防連携機能付）

＊3

リヤフォグランプ（リヤバンパー中央）

＊6

171,600円（消費税抜き156,000円）＊5

★A★B ◆

★A★B ◆

★B

★B

★B

★B

27,500円（消費税抜き25,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）27,500円
（消費税抜き25,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）11,000円（消費税抜き10,000円）

エン ターテイメン ト・その 他

安全装備・ドライビン グサポート

車両接近通報装置

リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］/
リヤクロストラフィックアラート

＊15

T-Connect SDナビゲーションシステム＊16
【ナビ】
遠視点ディスプレイ
（8インチ）
、T-Connect
トヨタプレミアムサウンドシステム
＊20
for CROWN、FM多重VICS（VICS WIDE対応）＊17
（16スピーカー/12chオーディオアンプ）
【オーディオ】Blu-ray、
DVD、
CD、
microSD＊18、
A M/FM（ワイドFM対応）、サウンドライブラ
リー＊18、USB入力端子、地上デジタルTV、
ルーフアンテナ
（シャークフィンタイプ）
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLink™）、 クラウン・スーパーライブサウンドシステム
Apple CarPlay、Android Auto™対応
（10スピーカー/8chオーディオアンプ）
【その他】バックガイドモニター＊4、ETCユニット
＊19、
Bluetooth®対応
（ハンズフリー・オーディオ）
、
音声認識、Miracast™対応、Wi-Fi®接続対応

＋リバース連動機能＆足元照明
自動防眩

★A★B ◆

★A★B ◆

＊7＊8

＊8

＊7＊8

＊8

防眩

オートワイパー（雨滴感応式）

13,200円
（消費税抜き12,000円）13,200円
（消費税抜き12,000円）
72,600円
（消費税抜き66,000円）
＊7 ＊15
28,600円
（消費税抜き26,000円）
＊8

28,600円
（消費税抜き26,000円）
＊8

◆

◆

◆

◆

＊15

103,400円
（消費税抜き94,000円）＊2

103,400円
103,400円
（消費税抜き94,000円）＊2 （消費税抜き94,000円）＊2

DCM（専用通信機）
ETC2.0ユニット
（VICS機能付）

＊17＊19＊21

盗難防止システム（イモビライザーシステム＋オートアラーム）
［ 国土交通省認可品］

＊4

蓄冷エバポレーター付

ラゲージボックス（トランクマット＋ラゲージトレイ付）

★A★B ◆

＊3

13,200円（消費税抜き12,000円）

44,000円
＊13 （消費税抜き40,000円）
＊15

アクセサリーコンセント

ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

蓄冷エバポレーター付

スイングレジスター
おくだけ充電

アイドリングストップ機能（Stop & Start System）

インナーミラー

★C

助手席肩口パワーシートスイッチ（シートスライド＆リクライニング）

トルセン®LSD（センターデフ）付トランスファー

LEDサイドターンランプ付
オート電動格納式リモコン
カラードドアミラー（ヒーター付/
運転席側ワイドビュー）

前席（3段階温度設定）

前席シートベンチレーション

225/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（スパッタリング塗装/RS仕様専用）＆センターオーナメント

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）
］

ベース車両

2.0L ターボガソリン車

225/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（ブラックスパッタリング塗装/RS仕様専用）＆センターオーナメント

マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（挟み込み防止機能＋パワー/エンジンOFF後作動機能付）

メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）

2.5L ハイブリッド車

2.5 RS
“Limited”/
2.5 RS Four
“Limited”

Toyota Safety Sense

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

標準装備

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー、PTC＊22ヒーターなど）

＊23

16,500円（消費税抜き15,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

侵入センサー付
6,600円
14,300円
6,600円
（消費税抜き6,000円）（消費税抜き13,000円） （消費税抜き6,000円）

14,300円
（消費税抜き13,000円）

【その他の標準装備】 ●専用フロントグリル
（ブラック塗装＋メッシュパターン） ●フロントバンパー
（メッキモール付） ●フロントバンパーロアグリル
（艶ありブラック） ●専用リヤバンパー
（メッシュパターン） ●リヤスポイラー ●ドアウインドゥフレームモールディン
グ＆ドアベルトモールディング
（SUS） ●専用ロッカーモールディング（メッキモール付） ●アウトサイドドアハンドル
（メッキ） ●グレードエンブレム
（フロント・リヤ） ●フロントエキゾーストパイプ
（シングル） ●エキゾーストテールパイプ
（左右4本出し） ●ベンチレ
ーテッドディスクブレーキ
（フロント・リヤ） ●電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド ●タイヤパンク応急修理キット ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー
（室内・エンジンルーム） ● SRSエアバッグシステム
（運転席・助手席エアバッグ＋運転席ニーエ
アバッグ＋前席サイドエアバッグ＋前後席カーテンシールドエアバッグ） ●ドライブスタートコントロール ●ヒルスタートアシストコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●コンライト
（ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム） ●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）
＊24 ●チャイルドプロテクター
（リヤドア） ●3眼LEDヘッドランプ
（オートレベリング機能付）
＋LEDクリアランスランプ
（デイライト機能付）
＋ヘッドランプクリーナー＋LEDシーケンシャルターンランプ
●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シーケンシャルターンランプ ●ウインドシールドグリーンガラス
（遮音・UVカット機能、
トップシェード付） ●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＆撥水機能付） ●リヤドア・
バックウインドゥグリーンガラス
（UVカット機能付ソフトプライバシーガラス） ●オプティトロン2眼メーター
（メーター照度コントロール、
ドライブモード連動メーターリング照明付） ●ダブルディスプレイ
（遠視点ディスプレイ
［8インチ］
＋トヨタマルチオペレーションタッチ
［7インチ］
） ●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） ●デジタルクロック
（マルチインフォメーションディスプレイ内表示） ●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・ハンズフリー通話・レーダークルーズ
コントロール・レーントレーシングアシスト） ●シフトレバーブーツ ●運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート ●電動ランバーサポート
（運転席） ●リヤシート
（一体固定式） ●リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付） ●メッキインサイドドアハンドル
（ロッ
クノブレスタイプ）●リヤヒーターダクト ●イルミネーテッドエントリーシステム
（フロント足元LED照明＋LEDルームランプ） ●アクセサリーソケット
（DC12V・120W）
＊25 ● LEDドアカーテシランプ
（フロントドア・リヤドア）●ラゲージルームランプ ●オーバーヘッド
コンソールボックス＊1 ●センターコンソールボックス
（左右両開きタイプ） ●コンソール小物入れ ●ドアポケット＆ボトルホルダー ●工具
（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ） など

ハイブリッドシステムインジケーター
エコドライブインジケーター（ランプ・ゾーン表示機能付）
カラーヘッドアップディスプレイ
本革巻き3本スポークステアリング
ホイール
操作性

チルト＆テレスコピックステアリング

＊5

★A★B

★A★B

◆印の装備は「ジャパンカラーセレクションパッケージ」選択時に同時装着される装備です。
ボディカラー＋インテリアカラー選択時は391,600円（消費税抜き356,000円）
＊29、ボディカラー選択のみは110,000円（消費税抜き100,000円）
となります。

＋ステアリングヒーター

★C

★C

電動（オートチルトアウェイ＆リターン機能付）

★C

マニュアル

シフトノブ（ストレートタイプ/PVC＊9、
メッキモール付）
シーケンシャルシフトマチック
スマートエントリー＆スタートシステム
（スマートキー×2）＊10

6速（Sモード）
全ドア

8速（Mモード）

専用スマートキー

6速（Sモード）

8速（Mモード）

＊7＊8

＊8

フロントドア＆ラゲージドア

イージークローザー（ラゲージドア）
電動式リヤサンシェード

33,000円（消費税抜き30,000円）

内装・快適性

本革

＊11
®

シート表皮

★の装備はメーカーパッケージオプションに含まれる装備です。
★A セーフティーパッケージ＜123,200円
（消費税抜き112,000円）
＊26＞ ★B セーフティーパッケージPlus＜250,800円
（消費税抜き228,000円）
＊27＞ ★C レザーシートパッケージ＊28：
［ハイブリッド車］
RS“Limited”/RS Four“Limited”
＜253,000円
（消費税抜き230,000円）
＞、
RS/RS Four＜292,600円
（消費税抜き266,000円）
＞、
［ガソリン車］
RS“Limited”
＜264,000円
（消費税抜き240,000円）
＞、
RS＜328,900円
（消費税抜き299,000円）
＞

ブランノーブ ＋合成皮革
ファブリック＋合成皮革
ファブリック

★C（レッドステッチ付）

33,000円
（消費税抜き30,000円）33,000円
（消費税抜き30,000円）
★C

★C

◆

◆

■主要装備一覧表につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご参照ください。
＊1. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となります。 ＊2. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。 ＊3. 字光式ナンバープレートは装着できません。
ドアミラーはカメラ付（左右）
となります。＊5. パーキングサポートブレーキ
（後方歩行者）/リヤカメラディテクション、パノラミッ
＊4. パノラミックビューモニター＆インテリジェントパーキングアシスト2を選択した場合、標準装備のバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となります。また、
クビューモニター＆インテリジェントパーキングアシスト2、カラーヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。 ＊6. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。 ＊7. 自動防眩インナーミラー、オートワイパー、スマートエントリー＆スタートシステム（全ドア）、アク
セサリーコンセント
（AC100V・1500W）はセットで メーカーオプション。 ＊8. 自動防眩インナーミラー、オートワイパー、スマートエントリー＆スタートシステム（全ドア）、アクセサリーコンセント
（AC100V・100W）はセットでメーカーオプション。 ＊9. PVC［ポリ塩化ビニルクロライド］
：Polyvinyl
Chloride ＊10. 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、販売店にご相談ください。 ＊11. 本革シートの一部には合成皮革を使用しています。また、RS仕様とその他グレードではステッチと玉縁の仕様が異なります。 ＊12. 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。充電操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ので、販売店におたずねください。 ＊13. 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、一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。 ＊14. 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。また、一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。 ＊15. アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W）
を選択した場合、ラゲージトレイの形状が変更となります。 ＊16. ディスク、メディアによっては
再生できない場合があります。また、B-CASカードはあらかじめ受信機に装着されています。 ＊17. ETC2.0ユニット
（VICS機能付）
を選択した場合、3メディアVICS（VICS WIDE対応）になります。 ＊18. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車
内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウンで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカードのデータは再生できない場合があります。 ＊19. ETCユニット/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。また、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. トヨタプレミアムサウンドシステムを選択した場合、スピーカーベゼルがパンチングメタルに変更となります。 ＊21. 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。 ＊22. PTC［自己温度制御システム］:Positive Temperature Coefficient ＊23. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
＊24.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。 ＊25. 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。 ＊26. ジャパンカラーセレクションパッケージ（ボディカラー＋インテリアカラー）装着車の場合、44,000円（消費税抜き40,000円）
となります。 ＊27. ジャパンカラーセレクションパッケージ（ボディカラー＋インテリアカラー）装着
車の場合、171,600円（消費税抜き156,000円）
となります。 ＊28. ジャパンカラーセレクションパッケージ（ボディカラー＋インテリアカラー）
との同時装着はできません。 ＊29. 内装コーディネート代および同時装着される装備の価格を含みます。
■「メーカーオプション」
「メーカーパッケージオプション」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。■“Limited”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＜
（消費税込み）
’
20年4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。 ■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機
（株）
の登録商標です。 ■“トルセン®"は株式会社JTEKTの商標です。 ■“ブランノーブ ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。
®
■
“glanluxe ”
（グランリュクス）
はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。 ■「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®”
“Miracast™”は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■ SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLinkConsortiumの商標、または登録商標です。 ■ Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
■ Android Auto™は、Google LLCの商標です。

