トヨタ ハリアー 特別仕様車 PREMIUM“Style NOIR”主要装備一覧表
■ 特別装備

■ 標準装備

（ご注文時に申し受けます）
■ メーカーオプション
■ 販売店装着オプション
（ご注文時にご指定ください）
■ 設定あり
235/55R18タイヤ×7½J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
外装

アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）
ダイナミックトルクコントロール4WD

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）
フードモール
サイドプロテクションモール

安全装備

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）
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）
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（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［パーキングサポートブレーキ（静止物）］＊2
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）+LEDシーケンシャルターンランプ+LEDコーナリングランプ

特別仕様車

ガソリン車 2WD/4WD
ベース車両

PREMIUM
“Style NOIR”

PREMIUM

切削光輝
＋ブラック塗装

スーパークロム
メタリック塗装

10,800円（消費税抜き10,000円）
4WD
108,000円（消費税抜き100,000円）
漆黒メッキ
漆黒メッキ

メッキ
メッキ

Toyota
Safety
Sense

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＊3

本革巻き3本スポークステアリングホイール
操作性

ステアリングスイッチ ＊4

スモーク調
メッキ加飾

黒木目×幾何学柄×
ブラックステッチ

ステアリングスイッチベゼル
（ダークシルバー塗装）

ステアリングスイッチベゼル
（シルバー塗装）

ブラック
（シルバーステッチ）

ブラック
（アイボリーステッチ）
ダークサドルタン
（アイボリーステッチ）

ダークシルバー塗装ガーニッシュ
+シルバーステッチ

シルバー塗装ガーニッシュ
＋アイボリーステッチ

サイド部：ダークシルバー塗装

サイド部：シルバー塗装

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）
電動ランバーサポート
（運転席/2ウェイ）
インストルメントパネル
内装

センタークラスターパネルガーニッシュ
サイドレジスターベゼル/後席エアコン吹き出し口 /
フロントドアスピーカーリング

ドアトリム
ドアスイッチベース/シフトパネル
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）/
ニーパッド
アクセサリーコンセント
（AC100V・100W）
［ラゲージ内］＊5

エンターテイメント

T-Connect SDナビゲーションシステム＊6
【ナビ】高精細9.2型TFTワイドタッチディスプレ
イ、T-Connect
【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、USB/AUX（音声・映像）入力端子、サウンド
ライブラリー ＊7
【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、Bluetooth ®対応（ハンズフ
リー・オーディオ）、Wi-Fi接続対応、音声認識、
FM多重VICS

メッキ加飾

ディンプル加工×シルバーステッチ

本革巻きシフトノブ
ディンプル加工×シルバーステッチ
パワーモード
走行制御
モードスイッチ
エコドライブモード・ノーマルモード
オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
ピアノブラック加飾
エコドライブインジケーター（ランプ・ゾーン表示機能付）
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）
シート表皮（ファブリック＋合成皮革）

28,080円（消費税抜き26,000円）

ダークシルバー塗装

シルバー塗装

ダークシルバー塗装ガーニッシュ
＋シルバーステッチ

シルバー塗装ガーニッシュ
＋アイボリーステッチ

ピアノブラック加飾

黒木目×幾何学柄

シルバーステッチ

アイボリーステッチ

8,640円（消費税抜き8,000円）

JBLプレミアムサウンドシステム
【オーディオ】
8chオーディオアンプ、
11スピーカー

432,000円（消費税抜き400,000円）

【オーディオ】
4chオーディオアンプ（ナビ内蔵）、
6スピーカー

351,000円（消費税抜き325,000円）

その他

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 ＊8
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど）＊9
補助ヒーター
（PTCヒーター ＊10）

28,080円（消費税抜き26,000円）＊3

【全車標準装備】
●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●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 ●ドライブスタートコントロール ●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） ●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）
＊11 ●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）＊12 ●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）
＊12 ●LEDハイマウントストップランプ ●自動防眩インナーミラー ●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） ●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） ●7速シーケンシャルシフトマチック ●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＋カードキー］＊13 ●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） ●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］ ●静電式ヒーターコントロールパネル ●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/イルミネーション付） ●室内イルミネーション
（クリアブルー） ●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］
＊14 など
＊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。
＊2. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。＊3. 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。＊4. 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、
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、
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。 ＊5.100W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.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。
＊7. SDカードが別途必要となります。＊8.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。
＊9. 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。＊10.PTC［自己温度制御システム］
：Positive Temperature Coefficient ＊11. 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。 ＊12. 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。 ＊13. 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。 ＊14. 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。
■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。 ■「メーカーオプション」
「設定あり」
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。 ■ “Style NOIR”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）’19年7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。 ■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■“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。 ■ Wi-Fi ® は、
Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■“JBL”はHarman International Industries, Inc.の商標です。

