トヨタ ランドクルーザープラド 主要装備一覧表
■標準装備

TZ-G

■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

TX

“Lパッケージ”

7人乗り

7人乗り

2.8Lディーゼル

5人乗り

7人乗り

2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

TZ-G
5人乗り

2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

■標準装備

タイヤ＆ホイール・メカニズム
タイヤ＆
ホイール

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）
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）

収納

メカニズム

AVS（パワーステアリング連動）
＆リヤ電子制御エアサスペンション
＊1

KDSS（キネティックダイナミックサスペンションシステム）
ばね上制振制御

2.8Lディーゼル車

55,000円（消費税抜き50,000円）
［2.8Lディーゼル車］

走行支援

オンロード

照明・快適装備

オフロード
走行支援

22,000円
（消費税抜き20,000円）＊4
＊4

傾斜角モニター＋タイヤ切れ角＋4輪トラクション作動＋デフロック作動表示機能
ドライブモードセレクト
（COMFORT/ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S＋）
クリアランスソナー &バックソナー

15,400円（消費税抜き14,000円）
＊5

15,400円（消費税抜き14,000円）

安全装備

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）
・デッキ１
フロント２・セカンド１・デッキ１
（ルーフ）

イルミネーテッド
エントリーシステム

ルームランプ・エンジンスイッチ

サイドステップ

足元照明（運転席・助手席）
・
ドアトリム
ドアミラー足元照明

＊8

DC12V（フロント・リヤ）
＋AC100V（ラゲージ） ＊17
DC12V（フロント・リヤ・ラゲージ）

予防安全

フロントシート

マルチテレインABS
［2.8Lディーゼル車のみ］

アクティブヘッドレスト
（運転席・助手席）

セカンドシート

視界

＊7

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（ヒーター付）

リバース連動機能付オート電動格納式 ＊8

補助確認装置（2面鏡式）

サードシート

＊9

全車標準装備

防眩インナーミラー

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

ウインドシールドグリーンガラス（高遮音性ガラス・
トップシェード付）
スーパー UVカット機能付・撥水機能付フロントドアガラス
2.8Lディーゼル車
照明付

ルーフレール（ブラック）

27,500円（消費税抜き25,000円）

操作性
操作系

電動・オートアウェイ＆
リターン ＊11

計器盤

ステアリングスイッチ（オーディオ、電話、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）

＊12

センタークラスターモジュールスイッチ

＊13

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

空調

左右独立温度コントロールフルオートエアコン
クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）

全車標準装備 ●スマートエントリー
（運転席・助手席・バックドア・ガラスハッチ）
＆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）＊14 ●エコドライブインジケーター
●シフトポジションインジケーター ●デジタルクロック ●可変流量パワーステアリング ●車速感応式オートドアロック
（衝撃感知ドアロック解除システム付） ●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）
内装
木目調・本革巻き

本革巻き

本革巻きシフトノブ＆パーキングブレーキレバー
インテリア

木目調＋金属調加飾

ブラック

シルバー塗装

ブラック

センタークラスターパネル＆インサイドドアハンドルグリップ（金属調ヘアライン）
センタークラスターサイドニーパッド
（本革＋ステッチ付）
レジスター金属調加飾
サードシート乗降用ステップ付

【ナビ】高精細8型ワイドVGAディスプレイ
（タッチ式）、
3メディアVICS

電動

＋

マルチテレインモニター
＊6
〈フロントカメラ＋サイド
＊8
カメラ（左右）＋バック
＊9
カメラ付〉

＋

音声ガイダンス機能付
カラーバックガイドモニター

【オーディオ】
Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FM
（ワイドFM
対応）
、地上デジタルTV、14スピーカー
（10chアンプ）
、
USB/AUX
（音声）
入力端子、
ガラスアンテナ、
サウンドライブラリー ＊20
【その他】
ETC2.0ユニット
（VICS機能付）＊21、
Bluetooth®対応
（ハンズフリー・オーディオ）
、音声認識、
T-Connect専用DCM、
ルーフアンテナ
（シャークフィン）

手動

サードシート乗降用ステップ付

674,300円
（消費税抜き
613,000円）
＊1 ＊2

623,700円（消費税抜き567,000円）
＊5 ＊22

531,300円（消費税抜き483,000円）

534,600円（消費税抜き486,000円）

＊23

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］
寒冷地仕様

全車標準装備

全車標準装備 ●ラジエーターグリル（クローム＆シルバー塗装） ●バックドアガラスハッチ ●マッドガード
（フロント・リヤ） ●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー ●バックドアガーニッシュ
●リヤコンビネーションランプ（LEDテール＆ストップランプ） ●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） ●カラードアウトサイドドアハンドル ●エアロスタビライジングフィン

チルト＆テレスコピックステアリング

5：5分割フロア格納シート

●全席ヘッドレスト ●リヤセンターアームレスト
（セカンドシート）

オーディオレス（6スピーカー）+オーディオレスカバー

110,000円（消費税抜き100,000円）

その他

ウインドゥ エクステリア
まわり

外装

カバー付サイドステップ

シートバック4：2：4分割・リクライニング機構付/
6：4分割ダブルフォールディング機構付

T-Connect SDナビゲーションシステム
DCMパッケージ＆プラド・スーパーライブ
サウンドシステム ＊12 ＊16 ＊19
ナビ＆オーディオ

衝突安全

ドライブスタートコントロール
全車標準装備 ●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フロントフォグランプ ●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー（リヤスポイラー格納式）
＊10 ●フロントシートELR付3点式シートベルト
（プリテンショナー＆フォースリミッター付）
●後席確認ミラー ●ブレーキアシスト ●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）
●セカンドシートELR付3点式シートベルト ●サードシートELR付3点式シートベルト
［7人乗り］ ●アジャスタブルシートベルトアンカー（フロントシート・セカンドシート左右席） ●チャイルドプロテクター（リヤドア）
●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） ●キー置き忘れ防止ウォーニング

ドアベルトモールディング（クローム）

シートバック4：2：4分割・リクライニング機構付/
6：4分割スライド・ウォークイン機構（左席）付

エンターテインメント
時間調整式

SRSエアバッグ（運転席デュアルステージ・助手席シングル）
＋
SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）
＋SRSニーエアバッグ（運転席）
＋
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
［7人乗り］）

チルト＆スライド電動ムーンルーフ（挟み込み防止機能付）

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）
電動ランバーサポート
（運転席）

シート

55,000円（消費税抜き50,000円）
マルチテレインABS

ファブリック

＊11

マニュアル（運転席6ウェイ・助手席4ウェイ）

2.8Lディーゼル車

＊6

本革 ＊18
パワー（運転席8ウェイ・助手席4ウェイ）

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

オーナメントパネル

フロント２・セカンド２
（読書灯）
・サード２
（読書灯）

センターコンソールイルミネーション

緊急ブレーキシグナル（ハザードランプ点滅）

4本スポークステアリングホイール＋ステアリングホイールオーナメント
（金属調加飾）

＊16

シート表皮

2.7Lガソリン車
＊3

EBD（電子制動力配分制御）付ABS

リヤフォグランプ（左右）

サードシート
ボトルホルダー 2

シート

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）＋ハイドロブレーキブースター＋電動センターデフロック

ドアスカッフプレート

サードシート
ボトルホルダー 2

全車標準装備 ●センターコンソールトレイ ●グローブボックス（キーロック＆照明付）
＆カードホルダー ●ドアポケット＆ボトルホルダー（フロント・リヤ） ●ドアカーテシリフレクター（フロント・リヤ）
●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・助手席］） ●アシストグリップ

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

インサイドドアハンドル

60,500円
（消費税抜き55,000円）

センターロア小物入れ（プッシュオープン式）

アクセサリーソケット＆
コンセント

Toyota Safety Sense
・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
・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〈BSM〉

5人乗り

2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

運転席・助手席シートバックポケット

＊2 ＊3 ＊13

トルセン®LSD（リヤ）

2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

7人乗り

トノカバー（巻き取り式）		

運転支援

電動リヤデフロック

5人乗り

センターアッパー小物入れ（プッシュオープン式）

オーバーヘッドコンソール

●スペアタイヤ（車両装着タイヤ・床下付） ●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ ●ダイヤル式トランスファー切替スイッチ

マルチテレインセレクト＋クロールコントロール

＊15

カップホルダー（フロントシート2・セカンドシート2）

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）

全車標準装備

2.8Lディーゼル

クールボックス

22,000円（消費税抜き20,000円）

NAVI・AI-AVS（パワーステアリング連動）
＆リヤ電子制御エアサスペンション

7人乗り

スライド機能付大型フロントアームレスト＆
大型センターコンソールボックス（エアコン送風機能付）

66,000円（消費税抜き60,000円）

タイヤ空気圧警報システム〈TPWS〉

■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

TX

“Lパッケージ”

7人乗り

＊7 ＊24

2.8Lディーゼル車：28,600円（消費税抜き26,000円）/
2.7Lガソリン車：22,000円（消費税抜き20,000円）

●工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、
ドライバー） ●セルフパワーサイレン

＊1. NAVI・AI-AVS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。
＊2. マルチテレインセレクト＋クロールコントロールと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。
＊3. マルチテレインセレクト＋クロールコントロールを選択した場合、ダウンヒルアシストコントロール
（DAC）制御スイッチは非装着となります。
＊4. 電動リヤデフロックはマルチテレインセレクト＋クロールコントロールを選択した場合の
み、装着できます。その場合トルセン Ⓡ LSD（リヤ）は非装着となります。
＊5. クリアランスソナー＆バックソナーとT-Connect SDナビゲーションシステム、マルチテレ
インモニターはセットでメーカーオプション。または、クリアランスソナー＆バックソナー単独
での装着も可能です。なお、バックカメラはバックガイドモニターカメラと共通になります。
＊6. ブラインドスポットモニターはマルチテレインモニターを選択した場合のみ、装着できます。
＊7. リヤフォグランプと寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。
＊8. マルチテレインモニターを選択した場合、ドアミラーは足元照明・カメラ（左右）付となります。
＊9. マル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。
＊10. 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。
＊11. 運転席シートとステアリングを任意の位置でメモリーすることができます。
＊12. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、ステアリングに音声認識スイッチが
装着されます。また、オーディオスイッチは、メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーション
システム、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。
＊13. マルチテレインセレクト＋クロールコントロール選択時はダイヤル式スイッチが2個になります。
＊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ご相談ください。
＊15. クールボックスは大型センターコンソールボックス内に設置されるため、大型センターコンソール
ボックス（エアコン送風機能付）との同時装着はできません。

＊16. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、オーバーヘッドコンソールはマイク付
となります。
＊17. AC100Vコンセントは、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。
＊18. 本革シートの一部に人工皮革を使用しています。
＊19. ディスク、メディア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、字光式ナンバープレートは装着できません。
＊20. SDカードが別途必要となります。
＊21. 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。
＊22. 価格はクリアランスソナー＆バックソナーの価格を含みます。
＊23. 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。
＊24. 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。また、熱
線式ウインドシールドデアイサーが装着され、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”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。
■“トルセン®”は株式会社JTEKTの登録商標です。
■“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。
■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。

