
＊1. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,130mm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を装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

コネクティッドサービス

電源

内装色

シート表皮

コックピット

内装・快適性

視界

衝突安全

予防安全・ドライビングサポート

安全

メカニズム

エクステリア

外装・メカニズム

フロント

リヤ
サスペンション

最高出力　kW（PS）

最大トルク　N・m（kgf・m）
モーター

システム最高出力　kW（PS）

型式

総排気量　L

最高出力〈ネット〉　kW（PS）/r.p.m.

最大トルク〈ネット〉　N・m（kgf・m）/r.p.m.     

エンジン

長　mm

幅　mm

高　mm

室内

グレード

駆動方式

最小回転半径　m

WLTCモード燃費（国土交通省審査値）　km/L

JC08モード燃費（国土交通省審査値）  km/L

最低地上高　mm

T-Connect（DCM＋T-Connectナビ）

ー

アクセサリーソケット（DC12V・120W）

ブラック（ジャパンカラーセレクションパッケージ：白/黒/こがね）

本革

ー

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）

トヨタマルチオペレーションタッチ（5インチ）

自動防眩インナーミラー

ー

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＆

LEDデイライト＆LEDクリアランスランプ

全席ELR付3点式シートベルト

ポップアップフード

インテリジェントパーキングアシスト（イージーセット機能・駐車空間認識機能・

ハンドルセレクト機能付）

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）

ブラインドスポットモニター［BSM］

ー

ー

クリアランスソナー＆バックソナー（インテリジェントクリアランスソナー）

アダプティブハイビームシステム[AHS]

―

レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

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）

プリクラッシュセーフティシステム（歩行者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）

走行制御モード（スポーツモード/ノーマルモード/エコモード/スノーモード）

―

―

8 Super ECT（スーパーインテリジェント

8速オートマチック/シーケンシャルシフトマチック［8速］）

エキゾーストテールパイプ（左右2本出し）

17インチ アルミホイール（2.0Lターボ専用）＆センターオーナメント

2.0 アスリート G-T

2WD

5.2

ー

13.4

135

11975

1510

1,190 ＊1

8AR-FTS

1.998

173（235）/5,200～5,800

350（35.7）/1,650～4,400

――

―

―

ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

マルチリンク式コイルスプリング

クラウン“アスリート”シリーズ
（2012年12月～2018年6月）

T-Connect for CROWN（DCM＋T-Connectナビ）

おくだけ充電

アクセサリーコンセント（DC100V・100W）

ブラック/ホワイト/ブラック＆テラロッサ

（ジャパンカラーセレクションパッケージ：赤/青/こがね）

本革/ブランノーブ®＋合成皮革/ファブリック

カラーヘッドアップディスプレイ

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）

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］）

デジタルインナーミラー

LEDシーケンシャルターンランプ（フロント・リヤ）

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＆おもてなし照明付）＋ヘッドランプクリーナー

全席ELR付3点式シートベルト（予防連携機能付）

ポップアップフード（予防連携機能付）

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）

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

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

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）］

アダプティブハイビームシステム[AHS]

ロードサインアシスト[RSA]

レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

レーントレーシングアシスト[LTA]

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）

ドライブモードセレクト（SPORT S＋/SPORT S/NORMAL/COMFORT/

ECO/CUSTOM/SNOW）

ブレーキホールド

電動パーキングブレーキ

8 Super ECT（スーパーインテリジェント8速オートマチック/

シーケンシャルシフトマチック［8速］+パドルシフト付）

エキゾーストテールパイプ（左右4本出し）

18インチ 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

2.0 RS Advance

2WD

5.5

12.4

12.8

135

11,980

1,500

1,185 ＊2

8AR-FTS

1.998

180（245）/5,200～5,800

350（35.7）/1,650～4,400

ーー

ー

ー

マルチリンク式コイルスプリング

マルチリンク式コイルスプリング

新型クラウン
（2018年6月～）

クラウンアスリート　新旧比較表
新規設定 機能強化



＊1. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,130mmとなります。

＊2. 18インチ アルミホイールを装着した場合、5.5mとなります。

＊3. オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。

＊4. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

コネクティッドサービス

電源

内装色

シート表皮

コックピット

内装・快適性

視界

衝突安全

予防安全・ドライビングサポート

安全

メカニズム

エクステリア

外装・メカニズム

フロント

リヤ
サスペンション

最高出力　kW（PS）

最大トルク　N・m（kgf・m）
モーター

システム最高出力　kW（PS）

型式

総排気量　L

最高出力〈ネット〉　kW（PS）/r.p.m.

最大トルク〈ネット〉　N・m（kgf・m）/r.p.m.     

エンジン

長　mm

幅　mm

高　mm

室内

グレード

駆動方式

最小回転半径　m

WLTCモード燃費（国土交通省審査値）　km/L

JC08モード燃費（国土交通省審査値）  km/L

最低地上高　mm

T-Connect（DCM＋T-Connectナビ）

ー

アクセサリーソケット（DC12V・120W）

フラクセン/ブラック

本革/ファブリック

ー

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）

トヨタマルチオペレーションタッチ（5インチ）

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＆

LEDデイライト＆LEDクリアランスランプ

全席ELR付3点式シートベルト

ポップアップフード

インテリジェントパーキングアシスト（イージーセット機能・駐車空間認識機能・

ハンドルセレクト機能付）

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）

ー

ー

ー

クリアランスソナー＆バックソナー（インテリジェントクリアランスソナー）

オートマチックハイビーム[AHB]

―

レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

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）

プリクラッシュセーフティシステム（歩行者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）

走行制御モード（パワーモード/ノーマルモード/エコモード/スノーモード）

―

―

電気無段変速機＋シーケンシャルシフトマチック［6速］

―

16インチ アルミホイール（シルバーメタリック）＆センターオーナメント

Hybrid ロイヤルサルーン

2WD

5.2

ー

23.2

145

11,975

1,510

1,190 ＊1

2AR-FSE

2.493

131（178）/6,000

221（22.5）/4,200～4,800

1162（220）

105（143）

300（30.6）

ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

マルチリンク式コイルスプリング

クラウン“ロイヤル”シリーズ
（2012年12月～2018年6月）

T-Connect for CROWN（DCM＋T-Connectナビ）

おくだけ充電

アクセサリーコンセント（DC100V・100W）

ブラック/ニュートラルベージュ/ブラック＆テラロッサ

本革/ファブリック

カラーヘッドアップディスプレイ

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）

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］）

Bi-Beam 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

全席ELR付3点式シートベルト（予防連携機能付）

ポップアップフード（予防連携機能付）

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）

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

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

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）］

オートマチックハイビーム[AHB]

ロードサインアシスト[RSA]

レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

レーントレーシングアシスト[LTA]

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）

ドライブモードセレクト（SPORT/NORMAL/ECO/SNOW）

ブレーキホールド

電動パーキングブレーキ

電気無段変速機（シーケンシャルシフトマチック［6速］+パドルシフト付）

エキゾーストテールパイプ（左右2本出し）

17インチ アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）＆センターオーナメント

2.5 S”C package“

2WD

5.3 ＊2

20.0

24.0 ＊3

135

11,980

1,500

1,185 ＊4

A25A-FXS

2.487

135（184）/6,000

221（22.5）/3,800～5,400

1166（226）

105（143）

300（30.6）

マルチリンク式コイルスプリング

マルチリンク式コイルスプリング

新型クラウン
（2018年6月～）

クラウンロイヤル　新旧比較表
新規設定 機能強化



＊1. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,130mm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を装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

コネクティッドサービス

電源

内装色

シート表皮

コックピット

内装・快適性

予防安全・ドライビングサポート

安全

メカニズム

エクステリア

外装・メカニズム

フロント

リヤ
サスペンション

最高出力　kW（PS）

最大トルク　N・m（kgf・m）
モーター

システム最高出力　kW（PS）

型式

総排気量　L

最高出力〈ネット〉　kW（PS）/r.p.m.

最大トルク〈ネット〉　N・m（kgf・m）/r.p.m.     

エンジン

長　mm

幅　mm

高　mm

室内

グレード

駆動方式

最小回転半径　m

WLTCモード燃費（国土交通省審査値）　km/L

JC08モード燃費（国土交通省審査値）  km/L

最低地上高　mm

T-Connect（DCM＋T-Connectナビ）

ー

アクセサリーソケット（DC12V・120W）

ブラック/フラクセン

本革/ファブリック

ー

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）

トヨタマルチオペレーションタッチ（5インチ）

自動防眩インナーミラー

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付）

全席ELR付3点式シートベルト

ポップアップフード

インテリジェントパーキングアシスト（イージーセット機能・駐車空間認識機能・

ハンドルセレクト機能付）

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）

ブラインドスポットモニター［BSM］

ー

ー

インテリジェントクリアランスソナー

アダプティブハイビームシステム[AHS]

―

レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

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）

プリクラッシュセーフティシステム（歩行者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）

走行制御モード（スポーツモード/ノーマルモード/エコモード/スノーモード）

―

―

電気無段変速機＋シーケンシャルシフトマチック［8速］

ハイブリッドシステム

―

17インチ アルミホイール（スーパークロームメタリックⅡ）＆センターオーナメント

マジェスタ“Fバージョン”

2WD

5.3

ー

18.2

145

22,050

1,510

1,190 ＊1

2GR-FXE

3.456

215（292）/6,000

354（36.1）/4,500

2252（343）

147（200）

275（28.0）

ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

マルチリンク式コイルスプリング

クラウン“マジェスタ”シリーズ
（2013年9月～2018年6月）

T-Connect for CROWN（DCM＋T-Connectナビ）

おくだけ充電

アクセサリーコンセント（DC100V・100W）

ブラック/ニュートラルベージュ

本革

カラーヘッドアップディスプレイ

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）

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］）

デジタルインナーミラー

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＆おもてなし照明付）＋ヘッドランプクリーナー

全席ELR付3点式シートベルト（予防連携機能付）

ポップアップフード（予防連携機能付）

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）

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

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

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）］

アダプティブハイビームシステム[AHS]

ロードサインアシスト[RSA]

レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

レーントレーシングアシスト[LTA]

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）

ドライブモードセレクト（SPORT/NORMAL/ECO/SNOW）

ブレーキホールド

電動パーキングブレーキ

10段変速制御（シーケンシャルシフトマチック［10速］+パドルシフト付）

マルチステージハイブリッドシステム

エキゾーストテールパイプ（左右2本出し）

18インチ ノイズリダクションアルミホイール（スパッタリング塗装）＆

センターオーナメント

3.5 G-Executive

2WD

5.5

16.0

17.8

135

11,980

1,500

1,185 ＊2

8GR-FXS

3.456

220（299）/6,600

356（36.3）/5,100

2264（359）

132（180）

300（30.6）

マルチリンク式コイルスプリング

マルチリンク式コイルスプリング

新型クラウン
（2018年6月～）

クラウンマジェスタ　新旧比較表
新規設定 機能強化


