
トヨタ ランドクルーザー 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）　
■ オプションサービス　■ 販売店装着オプション

ZX GR SPORT VX AX GX
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.5L

ガソリン
5人乗り 7人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

タイヤ＆ホイール・メカニズム
タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル

265/55R20タイヤ＆20×8Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装）
265/65R18タイヤ＆18×7 ½Jアルミホイール（マットグレー塗装）
265/65R18タイヤ＆18×7 ½Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装）
265/65R18タイヤ＆18×7 ½Jアルミホイール（シルバー塗装）
タイヤ空気圧警報システム（TPWS） 22,000円（消費税抜き20,000円）

メ
カ
ニ
ズ
ム

ダブルウィッシュボーン式独立懸架フロントサスペンション＆トレーリングリンク車軸式リヤサスペンション GR専用チューニング

E-KDSS（エレクトロニック キネティック ダイナミック サスペンション システム）
AVS ＊1
フルタイム4WD（トルセンⓇLSD［センターデフ］付トランスファー）
トルセンⓇLSD（リヤ） ＊2

電動デフロック リヤ 22,000円
（消費税抜き20,000円）＊2 フロント・リヤ リヤ 55,000円（消費税抜き50,000円）

マルチテレインセレクト
ドライブモードセレクト ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S＋＊3 ECO/NORMAL/SPORT

全車標準装備　●スペアタイヤ（車両装着タイヤ・床下付）　●フードサイレンサー　●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）　●電動センターデフロック　●クロールコントロール＋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　●ダウンヒルアシストコントロール　●電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド　●ばね上制振制御　●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ　●トレーラースウェイコントロール　●トランスファー切替スイッチ

安全装備

視
界

プロジェクター式LEDヘッドランプ
（オートレベリング機能付）＋
LEDクリアランスランプ＋
LEDデイタイムランニングランプ

＋LEDシーケンシャルターンランプ LEDクリアランスランプ
（おむかえ照明機能付）

＋LEDターンランプ LEDクリアランスランプ
（おむかえ照明機能付）

LEDコーナリングランプ メッキベゼル

LEDフロントフォグランプ メッキベゼル 22,000円
（消費税抜き20,000円）

LEDリヤコンビネーションランプ
テール・ストップ・ターン・バックアップランプ シーケンシャルターンランプ

テール・ストップ・バックアップランプ ＊4
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー

（ヒーター＋カメラ［左右］＋自動防眩機能＋リバース連動機能＋足元照明付） メッキ ブラック塗装 メッキ カラード

ウォッシャー連動間欠フロントワイパー 雨滴感知式 時間調整式

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
・
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト

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）

レーントレーシングアシスト［LTA］ ＊5
レーンディパーチャーアラート（ヨーアシスト機能付）［LDA］ ＊6
ドライバー異常時対応システム
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）
ロードサインアシスト［RSA］
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［AHB］

先行車発進告知機能［TMN］
ブラインドスポットモニター（後方車両への接近警報・停車時警報機能付）［BSM］
パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）
パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）
パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）
ITS Connect 27,500円（消費税抜き25,000円）

プラスサポート（急アクセル時加速抑制）
VDIM
パノラミックビューモニター
マルチテレインモニター ＊7

全車標準装備　●自動防眩インナーミラー　●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（ハザードランプ点滅）　●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ライセンスプレートランプ　●リ
ヤウインドゥデフォッガー　●VSC＋EBD付マルチテレインABS&ブレーキアシスト　●ドライブスタートコントロール　●全席ELR付3点式シートベルト　●テンションリデューサー付シートベルト（フロントシート）　●フォースリミッター機構・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）　●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロントシート）　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●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）＊8　●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）＋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※5人乗りはフロント・セカンドのみ）

外装

ウ
イ
ン
ド
ゥ
ま
わ
り
・
エ
ク
ス
テ
リ
ア

UVカットフロントドアグリーンガラス 高遮音（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＆挟み込み防止機能付） ＊9 リモコン機能付 リモコン機能付

＊10＊11
リモコン機能付

＊10
リモコン機能付110,000円

（消費税抜き100,000円）
110,000円

（消費税抜き100,000円）

アウトサイドドアハンドル メッキ+カラード ブラック塗装 カラード

ラジエーターグリル シルバー塗装（メッキ加飾付） GR専用 シルバー塗装（メッキ加飾付）

バンパー（フロント・リヤ＊12） エアロタイプ（メッキモール付） GR専用

バックドア下端デカール

サイドステップ エアロ一体タイプ
（LED照明付） アルマイト アルミ 33,000円

（消費税抜き30,000円）

マッドガード（フロント・リヤ） フロント（エアロ一体タイプ）・
リヤ（エアロタイプ） リヤ（GR専用）

ホイールアーチモール（フロント･リヤ） カラード GR専用（ブラック） カラード

ロッカーモール ステップ一体タイプ GR専用（ブラック） カラード

ドアベルトモール ステンレス ブラック ステンレス ブラック

GR専用エンブレム（フロント・サイド・リヤ）＆リヤトヨタエンブレム（アクリル+ブラック）＆車名ロゴ（ブラック塗装）
ルーフレール（ブラック） 33,000円（消費税抜き30,000円）

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）　●リヤスポイラー　●バックドアガーニッシュ　●エンジンアンダーカバー＆プロテクター　●フェンダーライナー（フロント［吸音タイプ］・リヤ）

操作性

ド
ア
・
キ
ー

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・
停止位置メモリー機能・クローズ&ロック［ウォークアウェイ］機能付） ハンズフリー ハンズフリー 77,000円

（消費税抜き 70,000円）＊13

スマートエントリー（全ドア／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個） ＊14 スマートキー

（車名ロゴ付）
スマートキー

（GRエンブレム付）
スマートキー

（車名ロゴ付）＊13

計
器
盤

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） 2眼 4眼

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ 7インチ 4.2インチ

カラーヘッドアップディスプレイ

操
作
系
・
空
調

可変流量パワーステアリング 操舵アクチュエーター付

本革巻き3本スポークステアリングホイール ウォールナット杢目調 切削カーボン調
（GRエンブレム付） ゼブラウッド杢目調

ステアリングヒーター
チルト＆テレスコピックステアリング 電動

本革巻きシフトノブ＆シフトレバーブーツ サテンメッキ加飾（シフトノブ+シフトノブベゼル） サテンメッキ加飾（シフトノブ）

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） リモコン機能+サテンメッキ加飾スイッチ

独立温度コントロールフルオートエアコン（S-FLOW） 前後左右 前席左右

後席エアコン吹出し口 センターコンソール ・ ルーフ センターコンソール

後席ヒーター吹出し口 フロントシート下 ・ リヤフロア ・ リヤデッキサイドトリム フロントシート下
全車標準装備　●車速感応パワードアロック（全ドアキー連動、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）　●フューエルリッドオープナー　●エコドライブインジケーター（ランプ＋ゾーン表示）　●デジタルクロック　●全席シートベ
ルト非着用警告灯（点滅式）＆リマインダー（警告音）　●半ドアウォーニング　●ランプ消し忘れウォーニング　●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング　●ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・レーダーク
ルーズコントロール・レーントレーシングアシスト＊6・ハンズフリー・音声認識）　●シーケンシャルシフトマチック　●キックダウンスイッチ（ガソリン車のみ）　●「ナノイー X」　●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ）

ZX GR SPORT VX AX GX
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.3L

ディーゼル
3.5L

ガソリン
3.5L

ガソリン
5人乗り 7人乗り 5人乗り 7人乗り 7人乗り 5人乗り

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 サテンメッキ シルバー塗装

フロントヒーターコントロールパネル サテンメッキ＊15 シルバー塗装

インストルメントパネル 合成皮革巻き

リヤヒーターコントロールパネル サテンメッキ

ドアアームレスト・フロントコンソールアッパーパネル ウォールナット杢目調 切削カーボン調 ゼブラウッド杢目調 ブラックメタリック調

フロントドアスイッチベース ピアノブラック+サテンメッキ加飾 艶消しブラック

レジスター メッキノブ＋シルバーフィン

カップホルダーリング サテンメッキ 艶消しブラック

フロント&センターピラーガーニッシュ ファブリック

インサイドドアハンドル サテンメッキ ブラック

ドアスカッフプレート（フロント・リヤ） ステンレス（フロント/車名ロゴ入り） ステンレス

樹脂製フロアカーペット　 27,500円
（消費税抜き25,000円）

収
納

サンバイザー（照明付バニティミラー/チケットホルダー付［運転席］） LED

2段式センターコンソールボックス（脱着トレイ付） ＊16 合成皮革巻き+サテンメッキ加飾ノブ

クールボックス ＊16 71,500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、セカンドシート×2、ラゲージルーム×4
フロントシート×2、ラゲージルーム×4

グローブボックス（ランプ・キー付）　 合成皮革巻き

トノカバー（脱着・巻き取り式）
11,000円

（消費税抜き
10,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）

照
明
・
電
源

ルームランプ LED LED（フロントシートのみ）

フロント＆リヤパーソナルランプ LED LED（フロントシートのみ）

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） インサイドドアハンドル・フロント＆セカンドシート足元

ドアカーテシランプ（フロント・リヤ） LED リフレクター

ラゲージルームランプ LED

充電用USB Type-C端子＊17
インストルメントパネル下部1個
センターコンソールボックス後部2個
サードシートアームレスト左右各1個

シ
ー
ト

シート表皮 本革＊18 スエード調ファブリック ファブリック

フロントシート＊19

パワー（運転席8ウェイ・助手席8ウェイ）＆シートバックポケット GRエンブレム付

パワー（運転席8ウェイ）・マニュアル（助手席4ウェイ）
マニュアル（運転席6ウェイ・助手席4ウェイ）
電動ランバーサポート（運転席2ウェイ）

セカンドシート
（リクライニング機能付/タンブル6：4分割）

シートバック4：2：4分割（センターアームレスト付）
シートバック6：4分割

サードシート（リクライニング機能付） 5：5分割フロア格納シート 電動 電動 電動 手動

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・ドアミラー/運転席3メモリー付）&
パワーイージーアクセスシステム（運転席）
快適温熱シート＋シートベンチレーション フロントシート・セカンドシート左右席 フロントシート

全車標準装備　●アシストグリップ　●コートフック（2個）　●ルーフヘッドライニング（ファブリック）　●ドアポケット（ボトルホルダー付）　●センタークラスターボックス＊20　●フロントコンソールオープントレイ　●オーバーヘッドコンソール＊9　
●アクセサリーコンセント（AC100V・100W＊21［ラゲージ左側1個］）＆ソケット（DC12V・120W＊22［インストルメントパネル下部・センターコンソールボックス後部各1個］）　●ニーパッド　●全席ヘッドレスト（フロントシート・セカンドシート上下調整式）＊19

その他

ナ
ビ
・
オ
ー
デ
ィ
オ

T-Connectナビゲーションシステム
＊7＊15＊20＊23

【ナビ】12.3インチディスプレイ（トヨタマルチオペレーション
タッチ）、FM多重VICS（VICS WIDE対応）【オーディオ】 
Blu-ray、DVD、CD、microSD＊24、AM/FM（ワイドFM対応）、
サウンドライブラリー＊24、USB入力端子、地上デジタルTV

【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLink™）、
Apple CarPlay、Android Auto™対応【T-Connect】
ヘルプネット 、eケア、マイカーサーチ【その他】 ETC2.0ユニット

（VICS機能）＊25＊26、Bluetooth®対応（ハンズフリー・
オーディオ）、音声認識、Miracast®対応、Wi-Fi®接続対応

JBLプレミアムサウンドシステム
（14スピーカー/JBL専用12chアンプ） ＊1 ＊3 ＊27 457,600円

（消費税抜き416,000円）

GR専用
オープニング画面

457,600円
（消費税抜き416,000円）

10スピーカー/8chアンプ 375,100円（消費税抜き341,000円）

ディスプレイオーディオ＊28　【オーディオ・ビジュアル機能】9インチディスプレイ、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）＊29、Miracast®対応、6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

リヤシートエンターテイメントシステム
（後席11.6インチFHDディスプレイ＊30×2＋HDMI端子） ＊19＊27 174,900円

（消費税抜き159,000円）

174,900円
（消費税抜き

159,000円）
＊11

174,900円
（消費税抜き

159,000円）

DCM（専用通信機）
TV（フルセグ） ＊31 ＊23

TV･オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキット/エントリーナビキット ＊32  ＊23

CD・DVDデッキ ＊20 ＊23

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） ＊25＊26＊33 ＊23

ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊25＊33 ＊23

アクティブノイズコントロール

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＋侵入センサー＋
傾斜センサー）［国土交通省認可品］ ＋指紋認証スタートスイッチ 22,000円

（消費税抜き20,000円）

寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ、カメラ洗浄機能、
ウインドシールドデアイサー、PTC［補助］ヒーター＊34など） ＊35

31,900 円
（消費税抜き

29,000 円）

25,300 円
（消費税抜き

23,000 円）

31,900 円
（消費税抜き

29,000 円）

25,300 円
（消費税抜き23,000 円）

ヒッチメンバー ＊12 77,000円（消費税抜き70,000円）

全車標準装備　●ガラスアンテナ　●シャークフィンアンテナ　●マイセッティング　●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※プラグレンチはガソリン車のみ）

＊1. T-Connectナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合、AVSはNAVI･AI-AVSとなります。　＊2. 電動リヤデフロックを装着した場合、トルセン®LSD（リヤ）は非装着となります。　＊3. T-Connectナビゲーションシステム＋JBL
プレミアムサウンドシステムを選択した場合、ドライブモードセレクトにCUSTOMモードが追加されます。　＊4. ターンランプはバルブタイプとなります。　＊5. レーントレーシングアシストには、レーンディパーチャーアラート（ヨーアシスト機能付）が含まれます。　
＊6. レーントレーシングアシストスイッチはレーンディパーチャーアラートスイッチになります。　＊7. マルチテレインモニターはT-Connectナビゲーションシステムとセットでメーカーオプション。　＊8. 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。　＊9. 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の形状が異なります。　＊10. チルト＆ス
ライド電動ムーンルーフは非装着も選択できます。その場合は、＜ー110,000円（消費税抜きー100,000 円）＞となります。　＊11. リヤシートエンターテイメントシステムを選択した場合、チルト＆スライド電動ムーンルーフは非装着となります。　＊12. 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。　＊13. 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。　＊14. 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。　＊15. T-Connectナビゲーションシステ
ムを選択した場合、フロントヒーターコントロールパネルの形状が異なります。　＊16. クールボックスを選択した場合、2段式センターコンソールボックスは非装着となります。　＊17. DC5V/3A（消費電力15.75W）の電源としてご使用ください。　＊18. 本革シー
トのシートクッションとシートバックの一部、ヘッドレストに合成皮革を使用しています。　＊19. リヤシートエンターテイメントシステムを選択した場合、フロントシートのシートバックがバックボード付となり、上下調整式ヘッドレストに前後調整機能が追加されま
す。　＊20. T-Connectナビゲーションシステムまたは販売店装着オプションのCD・DVDデッキを選択した場合、センタークラスターボックスは非装着となります。　＊21. 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。　＊22. 合計120W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。　＊23. T-Connectナビゲーションシステムを
選択した場合、オプションサービスのTV、販売店装着オプションの各ナビキット、CD・DVDデッキ、ETC2.0ユニットおよびETC車載器は選択できません。　＊24. メディアによっては再生できない場合があります。　＊25. ETC2.0ユニットまたはETC車載器を選択
した場合、カードホルダーは非装着となります。なお、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。　＊26. ETC2.0ユニットは今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応
できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。　＊27. リヤシートエンターテイメントシステムはT-Connectナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステム装着時に選択できます。　＊28. CD・DVD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各ナビキットの装着が必要です。　＊29. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSB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。　＊30. 入力ソース、メディアによって画質は異なります。[FHD：Full High Definition]　＊31. 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ナビキットに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。　＊32. TV･オペレーター付
T-Connectナビキット、T-Connectナビキット、エントリーナビキットは同時選択できません。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。　＊33. 販売店
装着オプションの各ナビキットを選択した場合に装着できます。　＊34. PTC［自己温度制御システム］:Positive Temperature Coefficient　＊35. 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。　■字光式ナンバープレートは装着できません。　■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。　■“トルセン®”は株式会社JTEKTの登録商
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。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■“JBL”はHarman International Industries, inc.の商標です。　■SmartDeviceLink™は
SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■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。 40


