
トヨタ ランドクルーザー 主要装備一覧表

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� ※リサイクル料金は'18年8月時点の金額。

リサイクル預託金
資金管理料金 合計

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 11,350円 1,930円 1,650円 130円 290円 15,350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。

＊1.� �マルチテレインモニターを装着した場合、ドアミラーは足元照明・カメラ（左右）付となります。
＊2.� �マルチテレインモニターを装着した場合、ドアミラーはヒーター・自動防眩・足元照明・カメラ（左右）付と

なります。
＊3.� �マルチテレインモニターを装着した場合、ドアミラーはヒーター・自動防眩・カメラ（左右）付となります。
＊4.� �寒冷地仕様を装着した場合、ドアミラーはヒーター付となります。マルチテレインモニターと寒冷

地仕様を同時装着または北海道地区でマルチテレインモニターを装着した場合は価格から5,400円
（消費税抜き5,000円）が減額されます。

＊5.� �寒冷地仕様を装着した場合、ドアミラーはヒーター付電動格納式リモコンカラードドアミラー
（オート格納機能付＋リバース連動下向き）となります。

＊6.� �リヤクロストラフィックアラートとT-Connect�SDナビゲーションシステムはセットでメーカーオプションとなります。
＊7.� �マルチテレインモニター装着時に選択できます。
＊8.� �マルチテレインモニターを装着した場合、補助確認装置（2面鏡式）は装着されません。
＊9.� �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。
＊10.��パワーバックドアを装着した場合、バックドア（下側）はロータリーダンパー付となります。
＊11.��パワーバックドアを装着した場合、スマートキーにバックドア開閉スイッチが付きます。
＊12.��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およぼす

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。

＊13.��T-Connect�SDナビゲーションシステムを装着した場合、ステアリングスイッチにトークスイッチが追加されます。
＊14.��T-Connect�SDナビゲーションシステムを装着した場合、フロント＆リヤパーソナルランプとドアカーテシランプは

LEDとなります。ドアスカッフプレートはフロント照明付・ステンレスとなり、イルミネーテッドエントリーシステム
の点灯部位にドアトリム・フロント&セカンド足元・ドアスカッフプレートが追加となります。

＊15.��クールボックスを装着した場合、2段式コンソールボックスは非装着となります。
＊16.��トノカバーを装着した場合、ラゲージルームのカップホルダーは2個となります。
＊17.��T-Connect�SDナビゲーションシステムを装着した場合、ポケットのみとなります。
＊18.��AC100Vは、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ので、詳しくは販売店におたずねください。
＊19.��プレミアムナッパ本革シート、本革シートのシートサイドとシートバックとヘッドレストの一部に

人工皮革を使用しています。
＊20.��ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されて

います。
＊21.���T-Connect�SDナビゲーションシステムとリモートセキュリティシステム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のご利用には�T-Connectの契約が必要となります。
＊22.��別途SDカードが必要となります。
＊23.��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。
＊24.��T-Connect�SDナビゲーションシステム装着時に選択できます。
＊25.��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。
＊26.��寒冷地での使用を考慮して、主にワイパーなどの信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道

地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
＊27.��ヒッチメンバーを選択した場合、リヤバンパー形状が異なり、カバー付となります。
＊28.��字光式ナンバープレートは同時装着できません。

■�「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。　■�“Gセレクション”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）'18年8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®”は株式会社ジェイテクトの商標です。　■�“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。
■�「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。　■ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。

■�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 ZX AX GX
（2列シート・5人乗り）“Gセレクション”

シート

シ
ー
ト

シート表皮 プレミアムナッパ本革＊19 本革＊19 モケット トリコット

フロントシート

パワー（運転席8ウェイ・助手席8ウェイ） クッション長電動可変機構・
メモリー付（運転席）

マニュアル（運転席8ウェイ・助手席4ウェイ）
アクティブヘッドレスト
シートバックポケット 表皮巻き メッシュ
シートベンチレーション（送風タイプ）

セカンドシート

シートバック4：2：4分割・リクライニング機能付/
スライド･タンブル6：4分割 パワースライド機構付

シートバック6：4分割・リクライニング機構付/
スライド・タンブル6：4分割
アームレスト

サードシート シートバック5：5分割/スペースアップシート・
跳ね上げ機能付 セミパワー マニュアル

シートヒーター（フロントシート・セカンドシート左右席）
パワーイージーアクセスシステム（運転席）

エンターテイメント

ナ
ビ
＆
オ
ー
デ
ィ
オ

T-Connect�＊20＊21
SDナビゲーションシステム
DCMパッケージ

【ナビ】
高精細9型ワイドVGA
ディスプレイ（タッチ式）、
3メディアVICS
（VICS�WIDE対応）

【オーディオ】
Blu-ray、DVD、CD、SD、
ワイドFM対応AM/FM�、
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＊22、
ガラスアンテナ

【その他】
ETC2.0ユニット（VICS
機能付）＊23、
Bluetooth®対応（ハンズ
フリー・オーディオ）、
T-Connect専用DCM、
音声認識、ルーフアンテナ
（シャークフィン）

トヨタプレミアム
サウンドシステム
【オーディオ】
12ch・DSPアンプ、
18スピーカー

＋

マルチテレイン
モニター＊28
＜フロントカメラ＋
サイドカメラ（左右）＋
バックカメラ付＞
� ＊8

773,280円
（消費税抜き716,000円）

＊1＊6

＋
音声ガイダンス機能付
カラーバックガイド
モニター＊28

687,960円
（消費税抜き637,000円）

＊6

ランドクルーザー・
スーパーライブ
サウンドシステム
【オーディオ】
9スピーカー

＋

マルチテレイン
モニター＊28
＜フロントカメラ＋
サイドカメラ（左右）＋
バックカメラ付＞
� ＊8

677,160円
（消費税抜き627,000円）

＊2＊4＊14

640,440円
（消費税抜き593,000円）

＊3＊4

＋
音声ガイダンス機能付
カラーバックガイド
モニター＊28

575,640円
（消費税抜き533,000円）

＊14
543,240円

（消費税抜き503,000円）

リヤシートエンターテイメントシステム
（後席11.6型ワイドVGAディスプレイ×2＋リモコン＋HDMI端子付）� ＊24

147,960円
（消費税抜き137,000円）

オーディオレス（6スピーカー）＋オーディオレスカバー
トヨタ純正ナビ・オーディオ� ＊25

その他
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

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］ オートアラーム＋侵入センサー＋傾斜センサー オートアラーム
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）� ＊21

そ
の
他

寒冷地仕様（リヤフォグランプ、ウインドシールドデアイサー、
PTC［補助］ヒーターなど）� ＊26

17,280円
（消費税抜き16,000円）

22,680円
（消費税抜き21,000円）＊4

47,520円
（消費税抜き44,000円）＊5

ヒッチメンバー� ＊27 75,600円
（消費税抜き70,000円）

全車標準装備　●コートフック　●ルーフヘッドライニング（ファブリック）　●グローブボックス（ランプ付）　●ドアポケット（ボトルホルダー付）　●テールゲート収納スペース　●ルームランプ　●サンバイザー
（照明付バニティミラー［フロントシート］/チケットホルダー付［運転席］）　●ニーパッド　●全席ヘッドレスト　●電動ランバーサポート（運転席）　●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、プライヤー、スパナ、
ハブナットレンチ、ドライバー、プラグレンチ等）

■�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 ZX AX GX
（2列シート・5人乗り）“Gセレクション”

タイヤ＆ホイール・メカニズム

タ
イ
ヤ
＆

ホ
イ
ー
ル

285/50R20タイヤ＋20×8½Jアルミホイール

285/60R18タイヤ＋18×8Jアルミホイール −86,400円
（消費税抜き−80,000円）

125,280円
（消費税抜き116,000円）

275/65R17タイヤ＋17×8Jスチールホイール
タイヤ空気圧警報システム（TPWS） 21,600円（消費税抜き20,000円）

メ
カ
ニ
ズ
ム

4-Wheel�AHC＆AVS（4輪アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション
＆アダプティブ・バリアブル・サスペンション・システム）
KDSS（キネティックダイナミックサスペンションシステム）
VGRS（バリアブル・ギヤ・レシオ・ステアリング）
マルチテレインセレクト
クロールコントロール（ターンアシスト機能付）＋アクティブトラクション
コントロール＋ヒルスタートアシストコントロール
ドライブモードセレクト

全車標準装備　●スペアタイヤ（車両装着タイヤ・床下付）　●フルタイム4WD　●トルセン®LSD付トランスファー　●ダイヤル式トランスファー切替スイッチ　●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ
安全装備

視
界

ヘッドランプ（オートレベリング機能付） LED（ハイビーム・ロービーム） ハロゲン（ハイビーム）、LED（ロービーム）
LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）
ヘッドランプクリーナー 10,800円（消費税抜き10,000円）

LEDフロントフォグランプ 10,800円
（消費税抜き10,000円）

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�
（オート格納機能付＋リバース連動下向き）

ヒーター＋メモリー＋
自動防眩機能付�＊1 ＊2＊4 ＊3＊4 30,240円

（消費税抜き28,000円）＊5
サイドターンランプ付手動格納式リモコンカラードドアミラー ＊5
ドアミラー足元照明（車名表示）� ＊1 ＊2
雨滴感知式フロントオートワイパー
ウォッシャー連動間欠リヤワイパー リバース連動機能付

予
防
安
全

Toyota�Safety�
Sense�

・プリクラッシュセーフティ
（歩行者［昼］検知機能付/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
・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）

ブラインドスポットモニター 64,800円
（消費税抜き60,000円）＊7リヤクロストラフィックアラート ＊6

クリアランスソナー＆バックソナー　　　　　　　　　　　　　　　　＊28
衝
突
安
全

デュアルステージSRSエアバッグ（フロントシート）＋SRSニーエアバッグ（フロント
シート）＋SRSサイドエアバッグ（フロントシート・セカンドシート左右席
※GXはフロントのみ）＋SRSカーテンシールドエアバッグ（フロントシート・
セカンドシート・サードシート※GXはフロント・セカンドのみ）

全車標準装備　●自動防眩インナーミラー　●補助確認装置（2面鏡式）＊8　●ウォッシャー連動時間調整式フロント間欠ワイパー　●リヤウインドゥデフォッガー　●LEDテール＆ストップランプ　●LED
ハイマウントストップランプ　●緊急ブレーキシグナル　●コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）　●VSC＋EBD付マルチテレインABS&ブレーキアシスト　●全席ELR付3点式シートベルト　●フォー
スリミッター機構付シートベルト（フロントシート）　●プリテンショナー機構付シートベルト（フロントシート、セカンドシート左右席）　●アジャスタブルショルダーベルトアンカー（フロントシート、セカンド
シート左右席）　●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯＆リマインダー（警告音）　●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー付（セカンドシート左右席）＊9
外装
ウ
イ
ン
ド
ゥ

ま
わ
り

UVカットフロントドアグリーンガラス 撥水機能付
チルト＆スライド電動ムーンルーフ（UVカット機能付プライバシーガラス） 108,000円（消費税抜き100,000円）

エ
ク
ス
テ
リ
ア

アウトサイドドアハンドル メッキ カラード
ドアベルトモール ステンレス ブラック
サイドプロテクションモール（メッキモール付）

サイドステップ エアロタイプ・照明付 アルマイト アルミ　32,400円
（消費税抜き30,000円）

リヤスポイラー
ルーフレール（ブラック） 32,400円（消費税抜き30,000円）

操作性

ド
ア
・
キ
ー

上下開きバックドア ＊10

パワーバックドア（イージークローザー＋挟み込み防止機能付）〈上側のみ〉 108,000円＊10＊11
（消費税抜き100,000円）

スマートエントリー（全ドア）＆スタートシステム
（ワイヤレスドアロックリモートコントロール/アンサーバック機能付＋スマートキー2本）�＊12 ＊11

計
器
盤
・
操
作
系
・
空
調

4本スポークステアリングホイール 木目調＋本革巻き 本革巻き ウレタン
ステアリングヒーター
ステアリングスイッチ（オーディオ、電話、ディスプレイ、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） ＊13

チルト＆テレスコピックステアリング 電動＋メモリー付 電動
シルバー加飾＋本革巻きシフトノブ
パーキングブレーキレバー 本革巻き ビニールレザー巻き
フルオートエアコン 前後左右独立温度コントロール 前席左右独立温度コントロール

全車標準装備　●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（高遮音/トップシェード付）　●UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）　●LEDライセンスランプ　●マッドガード（フロント・リヤ）　
●パワードアロック（車速感応オートロック機能付）　●エンジン回転数感応型パワーステアリング　●オプティトロンメーター（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・メーター照度コントロール付）　●エコドライブインジ
ケーター（ランプ＋ゾーン表示）　●タコメーター　●電圧計　●油圧計　●水温計　●燃料計　●外気温度計　●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ（挟み込み防止機能付）　●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）
内装

イ
ン
テ
リ
ア

インテリア
オーナメント

センタークラスター/フロントヒーターコントロールパネル ピアノブラック/高輝度シルバー
ドアグリップ 高輝度シルバー ブラック
インストルメントパネル、ドアトリム 木目調 ブラック
リヤヒーターコントロールパネル 木目調

フロント&センターピラーガーニッシュ ファブリック 樹脂
アシストグリップ（フロントシート・セカンドシート・サードシート） フロントシート・セカンドシートのみ
ドアスカッフプレート フロント照明付・ステンレス 樹脂＊14 樹脂

収
納

2段式コンソールボックス� ＊15 脱着トレイ付
クールボックス� ＊15 70,200円（消費税抜き65,000円）

カップホルダー フロントシート×2、セカンドシート×2、サードシート×4 フロントシート×2、
ラゲージルーム×4＊16

オーバーヘッドコンソール
クォータートリムラゲージ&ポケット ＊17

トノカバー（脱着・巻き取り式） 24,840円
（消費税抜き23,000円）＊16

照
明

フロント＆リヤパーソナルランプ LED ＊14
インサイドドアハンドルイルミネーション（フロント・リヤ）

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）
ドアトリム・フロント&セカンド
足元・センタースポット・
ドアスカッフプレート

＊14

ドアカーテシランプ（フロント・リヤ） LED ＊14 リフレクター
快
適
装
備

アクセサリー電源（フロントDC12V、リヤDC12V） ラゲージAC100V＊18 ラゲージDC12V
おくだけ充電 19,440円（消費税抜き18,000円）


