トヨタ ランドクルーザープラド 特別仕様車 TX “Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED” 主要装備一覧表
特別仕様車

特別装備

ベース車両

TX“Lパッケージ・70th
ANNIVERSARY LIMITED”

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

TX

“Lパッケージ”

7人乗り / 5人乗り

オプションサービス

2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

■タイヤ＆ホイール

265/60R18タイヤ＆18×7½Jアルミホイール（ブラック塗装）
265/55R19タイヤ&19×7½Jアルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

66,000円
（消費税抜き60,000円）

265/65R17タイヤ&17×7½Jアルミホイール
（シルバーメタリック塗装）
■安全装備・視界

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）
・オートマチックハイビーム
［AHB］
・レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
・ロードサインアシスト
［RSA］
先行車発進告知機能［TMN］
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）］

＊1

VSC&TRC(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（HAC）
＋電動センターデフロック

2.7Lガソリン車

VSC＋アクティブトラクションコントロール &ダウンヒルアシスト
コントロール（DAC）制御 &ヒルスタートアシストコントロール（HAC）

2.8Lディーゼル車

＋ハイドロブレーキブースター＋電動センターデフロック
＋
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アラート

＊2

66,000円（消費税抜き60,000円）

EBD（電子制動力配分制御）付マルチテレインABS

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 ＋
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

ヘッドランプガーニッシュ
（漆黒メッキ）

LEDフロントフォグランプ

専用フォグランプベゼル
（ピアノブラック塗装）

リヤフォグランプ（左右）

＊3

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
（リバース連動機能・ヒーター付）

＊4

補助確認装置（2面鏡式）

11,000円（消費税抜き10,000円）
ブラック塗装

カラード

＊5

防眩インナーミラー

自動防眩付★

自動防眩付

ウォッシャー連動フロント間欠ワイパー

雨滴感知式★

雨滴感知式

時間調整式

■外装
チルト&スライド電動ムーンルーフ
（挟み込み防止機能付）

110,000円（消費税抜き100,000円）

ドアベルトモールディング

2.8Lディーゼル車：クローム、
2.7Lガソリン車：ブラック

ブラック
ブラック

ルーフレール

専用

＊6

ブラック

27,500円（消費税抜き25,000円）

ピアノブラック塗装＊6

ラジエーターグリル＆グリルインナーバー

ブラック塗装＆漆黒メッキ

バックドアガーニッシュ

シルバー塗装＆クローム

漆黒メッキ

エンブレム
（70周年）

■内装・収納・照明
内装色サドルタン（本革シート表皮、
スライド機能付大型フロントアームレスト、
ドアトリムオーナメント、
センタークラスターサイドニーパッド
［本革＋ステッチ付］
）
本革巻きステアリングホイール＆シフトノブ＆パーキングブレーキレバー
センタークラスターサイドニーパッド
（本革＋ステッチ付）

★
★

インサイドドアハンドル

シルバー塗装★

レジスター金属調加飾

★

オーナメントパネル

シルバー塗装

シルバー塗装

ブラック

木目調＋金属調加飾

ブラック

70周年

フロアマット
ルームランプ（ドームカットリレー機能付）

フロント2・セカンド2（読書灯）

7人乗り：サード2（読書灯）、 7人乗り：サード2（読書灯）、
5人乗り：デッキ1
5人乗り：デッキ1★

フロント2・セカンド1
イルミネーテッドエントリーシステム

デッキ1
（ルーフ）

足元照明（運転席・助手席）
・ドアトリム
ドアミラー足元照明

★

＊4

■シート
シート表皮

本革＊7★
パワー
（運転席8ウェイ・助手席4ウェイ）

フロントシート

本革＊7

ファブリック

電動

手動

★

マニュアル（運転席6ウェイ・助手席4ウェイ）
快適温熱シート＋シートベンチレーション機能（運転席・助手席）

＜7人乗りのみ＞
サードシート
（5：5分割フロア格納シート）

★
電動★

■ナビ＆オーディオ・その他
ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット&プラド・スーパーライブサウンド
システム＊1＊8＊9＋マルチテレインモニター〈フロントカメラ＋サイドカメラ
（左右）
＋
バックカメラ付〉
＊2＊4＊5
【ナビ】9型ワイドVGAディスプレイ（タッチ式）
【オーディオ】AM/FM（ワイドFM対応）、14スピーカー（10chアンプ）、
USB（動画・音声再生/給電）＊16入力端子、Miracast®対応、ガラスアンテナ
【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、マイカーサーチ
【その他】ETC2.0ユニット
（VICS機能付）
＊10、Bluetooth®対応（ハンズフリー・
オーディオ）、音声認識、DCM（専用通信機）、ルーフアンテナ（シャークフィン）

TV（フルセグ）

446,600円（消費税抜き406,000円）

＊11

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

＊12

寒冷地仕様

＊13

2.8Lディーゼル車：17,600円（消費税抜き16,000円）/
2.7Lガソリン車：11,000円（消費税抜き10,000円）

主な全車標準装備 ●汎用 ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー（セカンドシート/トップテザーアンカー付）
＊14 ●ステアリングスイッチ（オーディオ、電話、
音声認識、マルチインフォメーションディスプレイ、レーンディパーチャーアラート、レーダークルーズコントロール）
＊8 ●スマートエントリー
（運転席・助手席・バックドア・
（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）
＊15 ●オーバーヘッドコンソール＊9 など
ガラスハッチ）&スタートシステム

★印の装備はTX“Lパッケージ”にも装着されています。
■主要装備一覧表につきましては、
ベース車両のページをあわせてご覧ください。
＊1.字光式ナンバープレートは装着できません。＊2.ブラインドスポットモニター＋リヤクロストラフィックアラートはマルチテ
メーカーオプ
レインモニターを選択した場合のみ、装着できます。＊3.リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ、
ドアミラーは足元照明・カメラ
（左右）
付となります。＊5.マル
ション選択できます。＊4.マルチテレインモニターを選択した場合、
チテレインモニターを選択した場合、補助確認装置（2面鏡式）は装着されません。＊6.特別仕様車 TX “L パッケージ・70th
を選択することもできます。＊7.本革シートの一部に人工皮革を使用し
ANNIVERSARY LIMITED”はルーフレール（ブラック）
メーカーオプションのディスプレイオーディオ、
販売店装着オプションのナビ・オーディオを選
ています。＊8.オーディオスイッチは、
オーバーヘッドコンソールはマイク付となります。
択した場合に操作可能となります。＊9.ディスプレイオーディオを選択した場合、
＊10.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。＊11.ディスプレイオーディオ選択時にご利用
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
になれます。
ご利用にはT-Connect 契約が必要です。
詳しくは販売店におたずねくださ
いただけます。＊12.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。
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。
また、
熱線式ウインドシールドデア
い。＊13.寒冷地での使用を考慮して、
イサーが装着され、
2.8Lディーゼル車にはバッテリーが2個装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となり
（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
ます。＊14.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
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。＊15.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
また、
しくは販売店にご相談ください。＊16.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。
一部ケーブルには対応できないものがあります。
■「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。■“L パッケージ”、“L パッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”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。■SmartDeviceLinkTMは、SmartDeviceLink Consortium
の商標、
または登録商標です。■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 TM は、Google LLC の商標です。■“ Bluetooth ® ”は
Bluetooth SIG,Inc. の商標です。■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。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。

