
＊1.スペアタイヤを選択した場合、パンク修理キット、ラゲージボックス、折りたたみ式ラゲージボードおよびラゲージトレイは非装着となります。　＊2.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（オート格納機能＋リバース連動機能＆足元照明付）とパノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。　
＊3.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、アシストグリップは伸縮式となります。　＊4.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。　＊5.本革シートのシートサイドとヘッドレストの一部に人工皮革を使用しています。　＊6.助手席シートの右側シートバッ
ク肩口にパワーシートスイッチ（シートスライド&リクライニング）が付きます。　＊7.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気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。　＊8.クリアランスソナー＆バックソナーを選択した場合のみ装着できます。その場合、音声ガイダンス機能付カラー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音声ガイダンス機能は付きません。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。　＊9.字光式
ナンバープレートは装着できません。なお、販売店装着オプションを装着した場合にも、字光式ナンバープレートを装着できないことがあります。詳しくは販売店におたずねください。　＊10.パノラミックビューモニターとインテリジェントパーキングアシストは同時装着できません。　＊11.クリアランスソナー＆バックソナーを選択した場
合のみ装着できます。その場合、カラーバックガイドモニターの音声ガイダンス機能は付きません。　＊12.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。なお、T-Connectについて詳しくは、T-Connectサイト（https://tconnect.jp/）に
てご確認ください。　＊13.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。　＊14.micro SDカードが別途必要となります。　＊15.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。　＊16.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。　＊17.T-Connect専用DCM＋ルーフアンテナとリモートセキュリティシステム（リモートイモビライザー）はセットでメーカーオプション。なお、リモートセキュリティシステム（リモートイモビライザー）のご利用にはT-Connectの契約が必要となります。　＊18.DSSS運転支援機能は、ETC2.0 ユニッ
ト（VICS機能付）を装着した場合に機能します。　＊19.ETC2.0ユニット（VICS機能付）は、T-Connect専用DCMを選択した場合のみ装着できます。　＊20.ルーフアンテナ付の価格となります。T-Connect専用DCM＋ルーフアンテナと同時装着した場合、価格は27,000円（消費税抜き25,000円）となります。　＊21.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。　＊22.PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient　＊23.すべてのSRSエアバッグは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。　
＊24.プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。　＊25.オーディオ操作および音声認識、ハンズフリー機能はT-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合に使用可能となります。販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合につきましては、対応機種、設定条件に
より設定が異なりますので、詳しくは販売店におたずねください。　＊26.120W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。

【その他の主な標準装備】　●パンク修理キット＊1 ●アウトサイドドアハンドル（メッキ＋カラード） ●足踏み式パーキングブレーキ（作動/解除） ●AVS ●ドライブスタートコントロール 
●VDIM（EBD付ABS＆VSC＆TRC＆EPS） ●ヒルスタートアシストコントロール ●NAVI・AI-AVS ●ウインドシールドグリーンガラス（遮音・UVカット機能付）＋トップシェード ●フロント
ドアグリーンガラス（スーパー UVカット＆撥水機能付） ●リヤドア・バックウインドゥガラス（UVカット機能付ソフトプライバシーグリーンガラス） ●LEDデイライト&LEDクリアランスランプ＆
LEDフロントフォグランプ ●LEDドアカーテシランプ（フロントドア・リヤドア） ●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） ●LED天井照明（フロントパーソナル
ランプ×2・ルームランプ×1・リヤ読書灯×2） ●LEDハイマウントストップランプ（6灯） ●リヤウインドゥデフォッガー ●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） ●ウォッシャー連動時間調整式フロント間欠ワイパー（雨滴感応式・車速感応・ミスト機能付） ●「ナノイー」 ●スイングレジスター ●電動ランバーサポート（運転席） ●全ドアワン
タッチ式パワーウインドゥ（挟み込み防止機能＋エンジン/パワー OFF後作動機能付） ●イージークローザー（ラゲージドア） ●緊急ブレーキシグナル ●防眩インナーミラー（自動） ●デジタルク
ロック（GPS補正機能付） ●SRSエアバッグ（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）＊23 ●全席ELR付3点式シート
ベルト（前席・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付）＊24 ●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ●ステアリングスイッチ（オーディオ・
DISP・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・レーンディパーチャーアラート）＊25 ●アクセサリーソケット（DC12V・120W）［フロント］＊26 ●リヤセンターアームレスト（カッ
プホルダー付） ●センターコンソールボックス（左右両開きタイプ） ●メッキインサイドドアハンドル ●アシストグリップ（フロント2・リヤ2 ／回転式）＊3 ●ステンレス製ドアスカッフプレート

（フロント車名ロゴ入り） ●イルミネーテッドエントリーシステム（フロント足元照明＋ルームランプ） ●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ） ●リヤヒーターダクト ●オーバーヘッドコン
ソールボックス＊3 ●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］＋侵入センサー付オートアラーム）　など

◆主要装備一覧表につきましては、ベース車両カタログを合わせてご参照ください。　■「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。　
■“J-FRONTIER 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8％込み）'17年9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。　
■“トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。　■「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。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■「ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

トヨタ クラウン特別仕様車　主要装備一覧表
Hybrid アスリートS“J-FRONTIER Limited”／Hybrid アスリートS Four“J-FRONTIER Limited”／ 
アスリートS-T“J-FRONTIER Limited”／Hybrid アスリートS“J-FRONTIER Limited・レザーシートパッケージ”／
Hybrid アスリートS Four“J-FRONTIER Limited・レザーシートパッケージ”／アスリートS-T“J-FRONTIER Limited・レザーシートパッケージ”
■特別装備　
■標準装備　
■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■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）　

 特別仕様車 ベース車両
ハイブリッド車（2WD／4WD） 2.0Lターボガソリン車 ハイブリッド車（2WD／4WD） 2.0Lターボガソリン車
■アスリートS
“J-FRONTIER Limited” 
■アスリートS Four
“J-FRONTIER Limited”
■アスリートS
“J-FRONTIER Limited・
 レザーシートパッケージ” 
■アスリートS Four
“J-FRONTIER Limited・
 レザーシートパッケージ”

■アスリートS-T
“J-FRONTIER Limited”
■アスリートS-T
“J-FRONTIER Limited・
 レザーシートパッケージ”

アスリートS 
アスリートS Four アスリートS-T

外
装
・メ
カ
ニ
ズ
ム

215/55Ｒ17 94Vタイヤ＋17×7½Ｊ
アルミホイール＆センターオーナメント
215/55Ｒ17 94Vタイヤ＋17×7½Ｊアルミホイール

（2.0Lターボ専用）＆センターオーナメント
225/45R18 91Wタイヤ＋18×8Ｊ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
136,080円

（消費税抜き126,000円）
225/45R18 91W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）＆センターオーナメント
136,080円

（消費税抜き126,000円）
136,080円

（消費税抜き126,000円）
スペアタイヤ（応急用タイヤ T155/70D17）         ＊1 10,800円（消費税抜き10,000円）
フロントグリル（フードモール・アッパーモール・
ロアモール・カバーモール） 漆黒メッキ仕様 メッキ ダークスモークメッキ

リヤライセンス・LEDリヤコンビネーションガーニッシュ ダークスモークメッキ ダークスモークメッキ メッキ ダークスモークメッキ
リヤバンパーロアスポイラー ブラック ブラック ブラック ボディ同色
王冠エンブレム（フロント） ダークスモークメッキ ダークスモークメッキ メッキ ダークスモークメッキ
ハイブリッドシンボルマーク（サイド・リヤ）
デュアルエキゾーストテールパイプ マフラーカッター付 マフラーカッター付
ECB（電子制御ブレーキシステム）
トルセン®LSD（センターデフ）付トランスファー ４WD ４WD
アイドリングストップ機能（Stop & Start System）                   
EVドライブモード
NAVI・AI-SHIFT
DRAMS［駆動力統合制御システム］
電動式リヤサンシェード 32,400円（消費税抜き30,000円）
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

（ヒーター付レインクリア
リングミラー・運転席
側ワイドビュー）

 ＋オート格納機能

 ＋リバース連動機能＆
　 足元照明 ＊2

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＋エンジン/パワーOFF後作動機能付） ＊3

108,000円
（消費税抜き100,000円）

Bi-BeamLEDヘッドランプ（オートレベリング機能付） ダークスモークメッキ ダークスモークメッキ メッキ ダークスモークメッキ
フロントフォグランプベゼル ブラック シルバー
LEDリヤコンビネーションランプ エクステンションサイド部（ブラック） エクステンションサイド部（ブラック） エクステンションサイド部（ブラック）
リヤフォグランプ（左右）　　　　　　　　　 ＊4 10,800円（消費税抜き10,000円）

内
装
・
快
適
性

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） 
本革巻き4本スポークステアリングホイール ブラックレイヤーウッド（本杢目）
ステアリングヒーター
シーケンシャルシフトマチック 6速 8速 6速 8速
シフトノブ（木目調＋メッキ加飾） ブラックレイヤーウッド調加飾 黒木目調
パドルシフト
アルミペダル アクセル・ブレーキ
左右独立温度コントロールフルオートエアコン（花粉除去モード付） 空調統合制御＋前席集中モード 空調統合制御＋前席集中モード

シート表皮
ウルトラスエード®×本革
ファブリック
本革　　　　　　　　 ＊5 237,600円

（消費税抜き220,000円） 253,800円
（消費税抜き235,000円）前席シートベンチレーション

前席シートヒーター

フロントシート 運転席8ウェイパワー
助手席4ウェイパワー 　＊6

木目調パネル（インストルメントパネル・
センターコンソール・ドアトリム） ブラックレイヤーウッド調加飾 メノウ加飾

ラゲージボックス ＊1 折りたたみ式ラゲージボード付
トランクマット+ラゲージトレイ付

スマートエントリー＆スタートシステム
（全ドア／スマートキー×2）  ＊7
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）    ＊8＊9 ＊10

120,960円
（消費税抜き112,000円）＊2

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） ＊9 ＊10 ＊11

32,400円
（消費税抜き30,000円）

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）　　　＊9

32,400円
（消費税抜き30,000円）

T-Connect SDナビゲーションシステム
＊12

【ナビ】高精細8型ワイドタッチディスプ
レイ、T-Connect、FM多重VICS（VICS 
WIDE対応）＊13

【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＊14、USB/AUX（音声・
映像＊15）入力端子、地上デジタルTV

【その他】音声ガイダンス機能付カラー
バックガイドモニター＊9、ETCユニット

（ビルトインタイプ）＊16、Bluetooth®
対応（ハンズフリー・オーディオ）、
音声認識、ESPO対応

トヨタプレミアム
サウンドシステム 

【オーディオ】 
15chオーディオアンプ、
16スピーカー

101,520円
（消費税抜き94,000円）

101,520円
（消費税抜き94,000円）

クラウン・スーパー
ライブサウンドシステム 

【オーディオ】 
7chオーディオアンプ、
10スピーカー

T-Connect専用DCM＋ルーフアンテナ 115,560円（消費税抜き107,000円）＊17
ETC2.0ユニット（VICS機能付） ＊13＊16＊18　　　　　　 16,200円（消費税抜き15,000円）＊19

安
全

Toyota Safety Sense P
・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）
・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）
・オートマチックハイビーム　・レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

ITS Connect ＊20 30,240円（消費税抜き28,000円）
ポップアップフード ＊9
車両接近通報装置

そ
の
他

リモートセキュリティシステム（リモートイモビライザー） ＊17
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど） ＊21 8,640円（消費税抜き8,000円） 17,280円

（消費税抜き16,000円）
8,640円（消費税抜き8,000円） 17,280円

（消費税抜き16,000円）補助ヒーター（PTCヒーター ） ＊22
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