
 　トヨタ グランエース 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）■ オプションサービス　■ 販売店装着オプション Premium G

 外装・メカニズム

タイヤ＆ホイール  235 / 60R17 109/107T LT タイヤ＆ 17 ×7 J アルミホイール（センターオーナメント）
スペアタイヤ（車両装着タイヤ）

メカニズム アイドリングストップ機能（Stop & Start System）
ばね上制振制御

外装

グレードエンブレム
エアスパッツ（フロント/リヤ ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ＊1
ウインドシールドグリーンガラス（高遮音性ガラス・U V カット機能・I Rカット機能付）
フロントドアガラス（U Vカット機能・I Rカット機能・撥水機能付）
スライドドアプライバシーガラス（U Vカット機能付） 合わせガラス
リヤクォータープライバシーガラス（U Vカット機能付）
バックドアプライバシーガラス（U Vカット機能付）

【その他の標準装備】●ハンドレバー式パーキングブレーキ　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●ウォッシャー連動間欠フロン
トワイパー　●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー（ミスト機能付）　●アウトサイドドアハンドル（メッキ）  ●カラードバンパー（フロント / リヤ）　●リヤスポイラー　など

  安全装備

予防安全

Toyota 
Safety 
Sense

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）
レーンディパーチャーアラート［LDA］（ヨーアシスト機能付）
レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
オートマチックハイビーム［AHB］
ロードサインアシスト［ RSA ］

先行車発進告知機能［TMN］
パノラミックビューモニター
ブラインドスポットモニター［BSM］
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）］
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）］　　　　　　　      　  ＊2
VSC / EBD（電子制動力配分制御）付 ABS ＆ブレーキアシスト
ドライブスタートコントロール
タイヤ空気圧警報システム（TPWS）

衝突安全

SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席）＋SRS サイドエアバッグ（運転席・助手席）＋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（運転席・助手席・リヤ席 1 列目左右プリテンショナー＋フォースリミッター機構付）
汎用 ISOFIX 対応チャイルドシート固定装置用バー＋トップテザーアンカー（リヤ席 1 列目・2 列目シート左右）　 ＊3
リヤ席シートベルト非着用警告灯

視界

2 眼 LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム / オートレベリング機能付）
 L EDクリアランスランプ（デイライト機能付）
 L EDリヤフォグランプ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　＊4 11,000 円（消費税抜き10,000 円）
デジタルインナーミラー（カメラ洗浄機能付）
オート電動格納式リモコンメッキドアミラー（ヒーター・LED サイドターンランプ付 ）

【その他の標準装備】●チャイルドプロテクター（スライドドア）　●ヒルスタートアシストコントロール　●コンライト（ライト自動点灯＋消灯システム）　●サイドドアビーム（フロントドア・スライドドア） ● LED
ハイマウントストップランプ　●ヘッドランプクリーナー　●緊急ブレーキシグナル　●歩行者傷害軽減ボディ　● 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（ターンランプのみバルブ）　など

  操作性

インストルメントパネル 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（4.2インチTFTカラー）

操作系
スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/ アンサーバック機能、
ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能付）＆スタートシステム＋スマートキー2個 　　　        　 ＊5
両側パワースライドドア（予約ロック機能＋イージークローザー＋挟み込み防止機能付）

ステアリング
4 本スポークステアリングホイール（本革＋木目調）
ステアリングスイッチ（オーディオ＊6・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） 

シフトレバー  6 速シーケンシャルシフトマチック
【その他の標準装備】●可変流量パワーステアリング　●チルト＆テレスコピックステアリング　●タコメーター　●デジタルクロック（メーター・リヤヒーターコントロー

ルパネル）　●フットレスト（運転席）　●牽引フック（フロント2 個・リヤ 1 個）　●フューエル残量ウォーニング　●ランプ消し忘れウォーニング　●半ドアウォーニング　
●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　●車速感応パワードアロック　●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）　など

  内装・快適性

シート

運転席8ウェイパワーシート（快適温熱シート）＆助手席 4 ウェイパワーシート（快適温熱シート）
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）
エグゼクティブパワーシート　〈機能〉●パワーリクライニング　〈装備〉●パワーオットマン　●角度調整
式大型ヘッドレスト　●大型アームレスト（カップホルダー＆ポケット各席 1 個）　●快適温熱シート

リヤ席 1列目・
2列目 リヤ席 1 列目

リラックスキャプテンシート　〈機能〉●リクライニング　〈装備〉●上下調整式ヘッドレスト　●回転式アームレスト リヤ席 2 列目
6 : 4分割チップアップシート　〈機能〉●チップアップ機構　●リクライニング　〈装備〉●上下調整式ヘッド
レスト（左右席）　●回転式アームレスト　●クッショントレイ リヤ席 3 列目

助手席可倒式ヘッドレスト
折りたたみ式サイドテーブル（カップホルダー4個）
セカンドシートマニュアルウォークイン機構

インテリア

フロントドアトリム（合成皮革巻き＋サテンメッキ加飾＋木目調加飾・ボトルホルダー左右 1 個 ）
スライドドアトリム（サテンメッキ加飾＋木目調加飾・ボトルホルダー左右 1 個） シルフィー表皮（ステッチ付）
リヤクォータートリム（サテンメッキ加飾＋木目調加飾・ボトルホルダー左 2 個 ）

乗降用アシストグリップ フロントドア左右
スライドドア左右 本革

チャイルドグリップ（左右スライドドア）
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）
回転格納式アシストグリップ（6 個）
サンバイザー（バニティミラー［運転席・助手席］＋照明［運転席・助手席］＋チケットホルダー［運転席］）
リヤ席バニティミラー（ LEDランプ照明付）

照明・電源

イルミネーテッドエントリーシステム（エンジンスイッチ＋ルームランプ）
L EDサイドカラーイルミネーション（色替え＋調光機能付）
スライドドアスカッフイルミネーション＆ステップランプ（スライドドア付）
読書灯（リヤ席 1 列目2 個・2 列目2 個 /LED 調光機能付）
ドアリフレクター（フロントドア・スライドドア）
アクセサリーソケット（DC12V・120W /インストルメントパネルセンター部 1 個・センター下部 1 個）　　 　　＊7
 USB端子（充電用〈TYPE-C〉：センターコンソールボックス後部 2 個・リヤクォータートリム 2 個× 2、通信用〈TYPE-A〉：インストルメントパネル下部 1 個）

Premium G

空調
フロントオートエアコン（前後独立温度コントロール）
  「ナノイー」（フロント・リヤ）
リヤオートエアコン

収納

センターコンソールボックス（カップホルダー2 個）
グローブボックス
シートバックポケット（運転席・助手席）
リヤクォータートリムトレイ（ボトルホルダー左 1 個・右 2 個）＆ボックス（左側のみ） 木目調加飾

ナビゲーション

 8インチディスプレイオーディオ＊8
【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FM チューナー（ワイド FM 対応）、Bluetooth® 対応
（ハンズフリー / オーディオ）、USB 入力（動画・音楽再生 / 給電）＊9、Miracast® 対応、1 2スピーカー
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLinkTM）、Apple CarPlay、Android AutoTM 対応
【T-Connect】ヘルプネット、e ケア、マイカーサーチ

D CM（専用通信機）
TV（フルセグ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊10
TV・オペレーター付 T-Connect ナビキット /T-Connect ナビキット　　　　　　　　　　　　　　＊11
ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビキット連動タイプ（光ビーコン機能付）　　　　　　　　　            ＊12

【その他の標準装備】　●フロントドアアームレスト（合成皮革巻き）　●インサイドドアハンドル（メッキ）　●ドアスカッフプレート（運転席・助手席・スライドドア）　
●ラゲージルームランプ　●コートフック（アシストグリップ 4 個・ルーフ 2 個 ）　など

  その他

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＋オートアラーム）［国土交通省認可品］
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど）  　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　＊13 7,700 円（消費税抜き7,000 円）
工具（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチ）

＊1. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。 ＊2. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊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. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。＊5. 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。 ＊6. オーディオ操作スイッチは、音量、モード選択、選曲・選局となります。 ＊7. 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。 ＊8. DVD・CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションの TV・オペレーター付 T-Connect ナビキットまたは T-Connect ナビ
キットの装着が必要です。 ＊9. スマートフォンやタブレットなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル（または市販のケーブル）が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 ＊10. ご利用には
T-Connect 契約が必要です。ご利用開始後は T-Connect 継続有無に関係なく引き続きご利用いただけます。TV・オペレーター付 T-Connect ナビキットは標準サービスです。ただし、TV・オペレーター付 T-Connect ナビキット
を最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両では TV（フルセグ）の視聴はできなくなります。 ＊11. TV・オペレーター付 T-Connect ナビキットと T-Connect ナビキットは同時装着できません。また、
サービスのご利用には、T-Connect エントリープランまたは T-Connect スタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。 ＊12. TV・オペレーター付 T-Connect ナビキットまたは T-Connect ナビキット
を選択した場合にのみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC2.0 ユニットおよび ETC 車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。 ＊13. 寒冷地仕様では、
寒冷地での使用を考慮して装備の充実を図っています。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。  ■「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10%込み）’21 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。　■「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。　■ SmartDeviceLink™ は、SmartDeviceLink Consortium の商標、または登録商標です。　■ Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc. の商標です。　
■ Wi-Fi®、Miracast® は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　■ 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。


