トヨタ ハリアー 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） ■販売店装着オプション ■設定あり ★ “Metal and Leather Package”標準装備

ターボ車

ハイブリッド車

2WD／4WD
PROGRESS
PREMIUM
/ PROGRESS “Metal / PREMIUM “Metal
and Leather Package” and Leather Package”
タイヤ
ホイール

■外装
235/55R18タイヤ×7½Jアルミホイール
（センターオーナメント付）
225/65R17タイヤ×7Jアルミホイール
（センターオーナメント付）
& スペアタイヤ
（応急用タイヤ T165/80D17ST）
＊1
アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）
電動パーキングブレーキ
ブレーキホールド
ECB
（電子制御ブレーキシステム）
& ダイナミックトルクコントロール4WD
ばね上制振制御
6 Super ECT
Super CVT-i
パフォーマンスダンパー（フロント・リヤ）
マフラーカッター
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付）
ウインドシールドグリーンガラス（高遮音性ガラス＆UVカット機能・トップシェード付）
スーパーUVカット＆IR＜赤外線＞カット機能・撥水機能付
フロントドアグリーンガラス
UVカット機能・撥水機能付
リヤドア・リヤクォーター・バックドアプライバシーガラス
（UVカット機能付）
フロントグリル（アッパー・ロア）
リヤコンビネーションランプ（LEDテールランプ&ストップランプ）
ハイブリッドシンボルマーク（サイド・リヤ）
■安全装備

ガソリン車

E-Four

ELEGANCE

切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装

PROGRESS
PREMIUM
/ PROGRESS “Metal / PREMIUM “Metal
and Leather Package” and Leather Package”

2WD／4WD
ELEGANCE

スーパークロムメタリック塗装

PROGRESS
PREMIUM
/ PROGRESS “Metal / PREMIUM “Metal
and Leather Package” and Leather Package”

ELEGANCE

スーパークロムメタリック塗装

11,000円
（消費税抜き10,000円）

＊1. スペアタイヤを選択した場合、
タイヤパンク応急修理
キットは非装着となり、
デッキボード下収納はタイヤ上に
薄型ボックスが設定されます。

【全車標準装備】

11,000円
（消費税抜き10,000円）

●タイヤパンク応急修理キット＊1

＊2. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。

足まわり メカニズム

●エンジンアンダーカバー＆プロテクター

＊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。

●ドアメッキモール
4WD

●ステンレスウインドゥモール

4WD

●リヤルーフスポイラー
●アウトサイドドアハンドル
（メッキモール付）
●スタビライザー（フロント・リヤ）

110,000円
（消費税抜き100,000円）

110,000円
（消費税抜き100,000円）

＊5. 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。

●ブレーキオーバーライドシステム

エクステリア

＊6. ステアリングスイッチには、
レーダークルーズコント
ロールの車間距離切替スイッチとレーンディパーチャー
アラートの操作スイッチ、
オーディオ・4方向スイッチ・TRIP
の各操作スイッチ、音声認識・ハンズフリー通話スイッチ
が装着されます。オーディオ操作スイッチは、標準装備
またはメーカーオプションのナビ・オーディオ、
販売店装着
オプションのナビゲーション・オーディオを選択した場合
に操作可能となります。
また、音声認識・ハンズフリー通話
スイッチは、標準装備またはメーカーオプションのナビ・
オーディオ、
販売店装着オプションのナビゲーション
（対応
機種、設定条件は限られます。詳しくは販売店におたずね
ください）
を選択した場合に操作可能となります。

●フロントディスクブレーキ
（17インチ）
●リヤディスクブレーキ
（16インチ）
●シャークフィンアンテナ

専用
カーボン調エアロスタビライジングフィン

レッドエアロスタビライジングフィン

レッドエアロスタビライジングフィン

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）

【全車標準装備】

予防安全

レーンディパーチャーアラート
（ステアリング制御付）
Toyota Safety Sense
アダプティブハイビームシステム
（AHS）
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（全車速追従機能付）
インテリジェントクリアランスソナー（ICS）[パーキングサポートブレーキ（静止物）］＊2
ドライブスタートコントロール
車両接近通報装置

●S-VSC
●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト
28,600円（消費税抜き26,000円）

28,600円（消費税抜き26,000円）

28,600円（消費税抜き26,000円）

●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

衝突
安全

●むち打ち傷害軽減フロントシート
（WILコンセプトシート）

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）

●衝突安全ボディ“GOA”

駐車
支援

汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（リヤ左右席）＋トップテザーアンカー（リヤ左右席）＊3

●全席上下調整式へッドレスト

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） ＊2

●ELR付3点式フロントシートベルト
（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）
＊5

ヘッドランプ

LEDハイビーム・LEDロービーム・
オートレベリング機能付&LEDクリアランスランプ

メッキ加飾

メッキ加飾

ハロゲンハイビーム・LEDロービーム・
オートレベリング機能付&LEDクリアランスランプ

視界

LEDシーケンシャルターンランプ
LEDコーナリングランプ
LEDフロントフォグランプ
LEDデイライト
LEDリヤフォグランプ
LEDハイマウントストップランプ
ウォッシャー連動間欠フロントワイパー
（ミスト機能付）
防眩インナーミラー

スモーク調メッキ加飾

雨滴感応式

時間調整式

雨滴感応式

時間調整式

雨滴感応式

■
「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。

●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー
時間調整式

●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー

＋自動防眩

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（ミラーヒーター・オート
格納機能・足元照明付）

操作系

＋カメラ
（左右）
付
補助確認装置
■操作性
本革巻き3本スポークステアリングホイール
ステアリングスイッチ
＊6
電動（オートチルトアウェイ＆リターン機能付）
チルト＆テレスコピックステアリング
マニュアル
シーケンシャルシフトマチック
スポーツモード
走行制御モードスイッチ
パワーモード
エコドライブモード・ノーマルモード
EVドライブモード
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付）＆スタートシステム［スマートキー×2］＊7
パワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能・予約ロック機能付）
ドア・ セキュ
計器盤
キー リティ

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］
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）

空調

左右独立温度コントロール
フルオートエアコン（湿度センサー付） ＋前席集中モード付

静電式ヒーターコントロールパネル
「ナノイー」

エンブレムマーク付
足元照明

エンブレムマーク付
足元照明

レッドステッチ×ディンプル加工

エンブレムマーク付
足元照明

黒木目×幾何学柄

ディンプル加工

黒木目×幾何学柄

ディンプル加工

【全車標準装備】
●ゲート式シフトレバー＆本革巻きシフトノブ

6速

6速

7速

●オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
●電動パワーステアリング

カードキー付

カードキー付

カードキー付

■“Metal and Leather Package”はグレード名称では
ありません。

●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（点滅式）
＋リマインダー（警告音）

●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）

＊4

■
「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＜
（消費税込み）'19年
10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。

●チャイルドプロテクター（リヤドア）
＊4

＊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おたずねください。

●ELR付3点式リヤシートベルト
（左右席プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）
＊5
●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席）

＊4

＊4. 寒冷地仕様選択時にはLEDリヤフォグランプが同時
装着されます。

●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ
（巻き込み防止機能・挟み込み防止機能付）
●車速感応式オートドアロック
（キー閉じ込み防止機能＋衝撃感知ドアロック解除システム付）
●電気式フューエルリッドオープナー
●フューエル残量警告灯

●キー忘れ防止ブザー

●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

●プレミアムホーン

●クリーンエアフィルター（花粉除去付） ●リヤヒーターダクト

トヨタ ハリアー 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） ■販売店装着オプション ■設定あり ★ “Metal and Leather Package”標準装備

ターボ車

ハイブリッド車

2WD／4WD
PROGRESS
PREMIUM
/ PROGRESS “Metal / PREMIUM “Metal
and Leather Package” and Leather Package”
■シート
シート表皮

プレミアムナッパ本革＊8
ウルトラスエード®＋合成皮革

★

ELEGANCE

インテリア

＋イルミネーション付

シフトパネル
フロントコンソール
（カップホルダー・小物入れ付）

ELEGANCE

★

ダーク
ダーク
ダーク
ブラック
ブラック
サドルタン
サドルタン
サドルタン
★
★

ブラック

ダーク
ダーク
ダーク
ブラック
ブラック
サドルタン
サドルタン
サドルタン
★
★

★

★

★

★
★

★
★

★
★

＊8. 本革シートの一部に人工皮革を使用しています。

【全車標準装備】

＊9. 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。

●6：4分割可倒式リヤシート
（リクライニング機構付）
●リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）

＊10. 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。
＊11. 合計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. E T C 車 載 器を装 着した場 合 、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。詳しくは販売店におたずねください。

メタルカーボン
ピアノブラック加飾★
メタルカーボン
アルミヘアライン加飾★

黒木目×幾何学柄
ピアノブラック加飾★
黒木目×幾何学柄
アルミヘアライン加飾★

黒木目×幾何学柄
ピアノブラック加飾★
黒木目×幾何学柄
アルミヘアライン加飾★

アルミヘアライン加飾★

アルミヘアライン加飾★

アルミヘアライン加飾★

●メッキインサイドドアハンドル

＊13. ディスク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専用
リーフレット、T-Connectサイト
（https://toyota.jp/
tconnectservice/）
にてご確認ください。

●カードホルダー＊12
●グローブボックス
●シートバックポケット
（運転席・助手席）

収納

＊14. SDカードが別途必要となります。

●LEDラゲージルームランプ
●サンバイザー（バニティミラー・天井照明・チケットホルダー［運転席］付）

＊1

●アシストグリップ
（フロント2・リヤ
〈コートフック付〉2）

照明

エンブレムマーク付
ドアミラー足元照明

快適
装備
ナビゲーション オーディオ

T-Connect SDナビゲーションシステム＊13
【ナビ】
高精細9.2型TFTワイドタッチディスプレイ、
JBL
T-Connect
プレミアムサウンドシステム
【オーディオ】
【オーディオ】
Blu-ray、
DVD、
CD、
SD
（音楽・動画）
、
AM/FM
（ワイドFM対応）
、
地上デジタルTV、 8chオーディオアンプ、
11スピーカー
USB/AUX
（音声・映像）
入力端子、
サウンドライブラリー＊14
【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＊2＊15、
【オーディオ】
Bluetooth®対応
（ハンズフリー・オーディオ）
、
4chオーディオアンプ
Wi-Fi接続対応、
音声認識、
（ナビ内蔵）、6スピーカー
FM多重VICS

エンブレムマーク付
ドアミラー足元照明

AC100V・100W 8,800円（消費税抜き8,000円）
＊9

エンブレムマーク付
ドアミラー足元照明

AC100V・1500W 66,000円（消費税抜き60,000円）＊10

●デジタルクロック一体型ハザードランプスイッチ

＊17. 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。
：Positive Temperature
＊18. PTC［自己温度制御システム］
Coefficient

AC100V・100W 8,800円（消費税抜き8,000円）
＊9

■
「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。
440,000円
（消費税抜き
400,000円）

440,000円
（消費税抜き
400,000円）

357,500円
（消費税抜き325,000円）

■“Metal and Leather Package”はグレード名称では
ありません。

440,000円
（消費税抜き
400,000円）

357,500円
（消費税抜き325,000円）

■価格はメーカー希望小売価格＜
（消費税込み）'19年
10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。
■
「Ultrasuede®」、
「ウルトラスエード®」
は東レ株式会社
の登録商標です。
■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.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。
■Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

357,500円
（消費税抜き325,000円）

＊12
＊16

その他

ウインドシールドデアイサーなど

25,300円（消費税抜き23,000円）
＊4

17,600円（消費税抜き16,000円）
＊4

【全車標準装備】

28,600円（消費税抜き26,000円）
＊4

●工具（ジャッキ、
ジャッキハンドル、
ハブナットレンチ）

補助ヒーター（PTCヒーター＊18）

“Metal and Leather Package” 装備一覧表
PROGRESS “Metal and Leather Package”
/ PREMIUM “Metal and Leather Package”

PROGRESS “Metal and Leather Package”
/ PREMIUM “Metal and Leather Package”

ターボ車

ハイブリッド車/ガソリン車

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表

シート表皮 プレミアムナッパ本革＊8
快適温熱シート＋シートベンチレーション
（運転席・助手席）
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
電動ランバーサポート
（運転席） 4ウェイ
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）
運転席オートスライドアウェイ
ドアスイッチベース
（ピアノブラック加飾）
シフトパネル
（アルミヘアライン加飾）
フロントコンソール
（アルミヘアライン加飾＋カップホルダー・小物入れ付）

＊15. PROGRESS “Metal and Leather Package”、
PROGRESSでは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）
となります。
＊16. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数
ご用意しています。詳しくは販売店におたずねください。
また、
ディスクによっては再生できない場合があります。

●デッキフック

＋フロントドアスカッフイルミネーション
室内イルミネーション
（クリアブルー）
アクセサリーコンセント
［ラゲージ内］
アクセサリーソケット
（DC12V・120W）
［フロントコンソール・センターコンソールボックス内］ ＊11
■エンターテイメント

寒冷地仕様＊17

PROGRESS
PREMIUM
/ PROGRESS “Metal / PREMIUM “Metal
and Leather Package” and Leather Package”

●ドアカーテシランプ
（フロント）

イルミネーテッドエントリーシステム
［エンジン（パワー）スイッチ照明・LEDマップランプ・
LEDドームランプ・インパネロアイルミ（間接照明）・フロント足元照明・
フロントインサイドドアハンドル照明・ドアミラー足元照明］

ETC車載器
オーディオレス
（6スピーカー／カバーレス）
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー
■その他

ELEGANCE

【全車標準装備】

ドアスイッチベース

フロントコンソールサイドポケット
センターコンソールボックス
（スライド式コンソールアームレスト付）
ドアポケット
（フロント・リヤ）
デッキボード
（金属調加飾レール付）
＆フィニッシュプレート
（SUS）
デッキボード下収納
トノカバー

★
★

2WD／4WD

★
ブラック

シート

ステンレスオーナメント付ドアスカッフプレート
（フロント／車名ロゴ入り）

PROGRESS
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ブラック×レッド

ファブリック＋合成皮革

快適温熱シート＋シートベンチレーション
（運転席・助手席）
運転席8ウェイパワー＆助手席4ウェイパワー
フロントシート
運転席8ウェイパワー＆助手席4ウェイマニュアル
4ウェイ
電動ランバーサポート
（運転席）
2ウェイ
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）
運転席オートスライドアウェイ
■内装

ガソリン車

E-Four

ブラック×レッド

ブラック

ダークサドルタン

■リサイクル料金は’19年10月時点の金額。
リサイクル預託金

型式

シュレッダー
ダスト料金

エアバッグ類
料金

フロン類
料金

情報管理
料金

全車

8,840円

1,930円

1,650円

130円

資金管理
料金

合計

290円

12,840円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者
（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金
相当額の合計額を新所有者
（譲受人）
からお受け取りになることにより、
リサイクル預託金の返金を受けることができます。
詳しくは、
取扱い販売店におたずねください。

