
EQUIPMENT CHART トヨタ MIRAI 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）　 ■販売店装着オプション
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充填装備
車
両
側

充
填
装
備

電磁ロック式充填リッド

外装

足
回
り

245/45ZR20タイヤ＆20×8 ½Jアルミホイール（ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付） 127,600円（消費税抜き116,000円）＊1＊2
235/55R19タイヤ＆19×8Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装）
235/55R19タイヤ＆19×8Jアルミホイール（シルバーメタリック塗装）

メ
カ
ニ
ズ
ム

アクティブサウンドコントロール
エアクリーナー（ケミカルフィルター付）
電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド

力空 フロアアンダーカバー
エ
ク
ス

テ
リ
ア

リヤバンパースポイラー（ブラック）
パノラマルーフ（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付） 132,000円（消費税抜き120,000円）＊3＊4＊5

全車標準装備　 ●タイヤパンク応急修理キット　●ECB（電子制御ブレーキシステム）　●ばね上制振制御　●スタビライザー（フロント）　●フードサイレンサー　●FUEL CELLエンブレム（サイド・リヤ）　●排水管　など

安全装備・ドライビングサポート

高
度

運
転
支
援

トヨタ チームメイト
アドバンスト ドライブ
アドバンスト パーク（パノラミックビューモニター付）

予
防
安
全

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・ 歩行者注意喚起・アクティブ操舵回避支援/ミリ波レーダー＋ステレオカメラ方式）

＊6

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］ ステアリングタッチセンサー機能付 　
レーンチェンジアシスト［LCA］
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・カーブ速度抑制機能付）
フロントクロストラフィックアラート［FCTA］
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［BSM］／後方車両への接近警報
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）］
リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊7
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）
ドライブスタートコントロール
プラスサポート（急アクセル時加速抑制）
VDIM
VSC（横風対応制御付）＆ACA
ヒルスタートアシストコントロール
緊急ブレーキシグナル
車両接近通報装置

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席） ＋SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）
＋SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）
ポップアップフード（予防連携機能付）
運転席・助手席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機構、テンションリデューサー付）　 予防連携機能付

駐
車

支
援

パノラミックビューモニター（シースルービュー機能付）
バックガイドモニター

視
界

Bi-Beam 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（デイタイムランニングランプ機能付）

1眼タイプ
＋アダプティブハイビームシステム［AHS］ ２眼タイプ

LEDフロントターンランプ
LEDハイマウントストップランプ
LEDリヤコンビネーションランプ
リヤフォグランプ 11,000円（消費税抜き10,000円）
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式
リモコンカラードドアミラー（ヒーター＋メモリー＆
リバース連動機能＋足元照明付）

 

＋パノラミックビューモニターカメラ・赤外線カメラ

インナーミラー
デジタル（カメラ洗浄機能付）
デジタル（ハイグレードタイプ/カメラ洗浄機能付） シフト照明付＊3
自動防眩

ウインドシールドガラス（高遮音性ガラス/グリーン合わせ、UVカット機能付）
スーパーUVカットフロントドアグリーンガラス（撥水機能付）
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・バックウインドゥガラス） ＊8
反転制御付フロントワイパー（ウォッシャー連動間欠〈雨滴感応式〉・ミスト機能付）
カメラ洗浄機能（パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー用カメラ）

全車標準装備　●トラクションコントロール［TRC］　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●タイヤ空気圧警報システム［TPWS］　●全方位コンパティビリティボディ構造　●歩行者傷害軽減ボディ　●チャイルドプロテクター(リヤドア)  　●後席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機構付）　●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席)    ●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（後席）＊9　●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+前席リマインダー(警告音）　●衝撃感知式フューエルカットシステム　
●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　●ウインドシールドデアイサー　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）  など

操作性

計
器
盤

12.3インチ高精細TFTワイドタッチセンターディスプレイ ＊10 ＊10
12.3インチTFTカラーメーター（メーター照度コントロール付）
8.0インチTFTカラーメーター（メーター照度コントロール付）
マルチインフォメーションディスプレイ
カラーヘッドアップディスプレイ
空気清浄メーター
ハザードウォーニングインジケーター 点滅式

操
作
系

本革巻き3本スポークステアリングホイール（ステアリングヒーター［全周囲ヒーター付］） ドライバーモニターカメラ付＊11
ステアリングスイッチ（オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー・
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） アドバンスト ドライブスイッチ付

ドライブモードセレクト（ノーマルモード/エコモード/ スポーツモード）
エレクトロシフトマチック（Brモード付）
ウォーターリリーススイッチ (H2Oスイッチ)

ド
ア

スマートエントリー（運転席・助手席・後席左右席/
アンサーバック機能付）&スタートシステム ＊12

スマートキー2個＆カードキー付
 スマートキー2個

イージークローザー
リヤドア・ラゲージドア
ラゲージドア

電動式リヤサンシェード＆手動式リヤドアサンシェード
全車標準装備　●デジタルクロック　●水温計　●外気温計　●電動パワーステアリング　●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）　●シフトポジションインジケーター　●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ（巻き込み防止機能・挟み込み防止機能付）　●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）　●電気式ラゲージ&バックドアオープナー（キャンセルスイッチ付）　●フューエルリッドオープナー（電気式）　●フューエル残量警告灯　●水素漏れ警告灯（ブザー）　●半ドアウォーニング　●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー)　●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー)　など

Z G“Executive Package 
Advanced Drive” 

“Advanced 
Drive” 

“Executive 
Package”

“Executive 
Package”

“A Package”

内装

シ
ー
ト

シート表皮
本革 ＊13
合成皮革

快適温熱シート
運転席・助手席
後席左右席

シートベンチレーション
運転席・助手席
 後席左右席

助手席肩口パワーシートスイッチ（シートスライド＆リクライニング）
運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート
電動ランバーサポート（運転席2ウェイ） 
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2メモリー付）
パワーイージーアクセスシステム（運転席） チルト・テレスコピック・シート・ドアミラー チルト
可倒式ヘッドレスト（助手席）
リヤセンターアームレスト

（カップホルダー2個付） ＋タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス

イ
ン
テ
リ
ア

インテリア加飾（インストルメントパネル、
センタークラスター、ドアトリム）

サテンクローム ＊1 ＊1
カッパー ＊2 ＊2

合成皮革巻き（インストルメントパネル、フロント・リヤドアトリム、ドアアームレスト）
吸音ファブリック（リヤドアトリム、ルーフサイドインナーガーニッシュ、ルームパーティション＆バックパネルトリム）
シートバックアシストグリップ（運転席・助手席）

空
調

フルオートエアコン
（オールオート機能付・S-FLOW）

3席独立温度コントロール ＋1席/前席集中モード 湿度センサー付
左右独立温度コントロール/前席集中モード

ヒーターコントロールパネル
エコ空調モードスイッチ

「ナノイー X」

電
源・照
明

おくだけ充電 ＊14
アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付/センターコンソールボックス後部1個、ラゲージルーム右側1個）＊15
アクセサリーコンセント（AC100V・100W/センターコンソールボックス後部1個、ラゲージルーム右側1個） ＊16
アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソールボックス内側1個） ＊17
充電用USB端子（センターコンソールボックス内側1個 、センターコンソール後部2個） ＊18

イルミネーテッドエントリーシステム（クリアブルー照明）
[シフト＋運転席・助手席足元＋カップホルダー] ＋助手席オーナメント下＋インサイドドアハンドル＋ドアスイッチベース 

＋後席足元（左右席）
マルチカラーイルミネーション（8色切替）
[助手席オーナメント下・カップホルダー・インサイドドアハンドル・ドアスイッチベース］

給
電 外部給電アウトレット ＊19

＊20

収
納

センターコンソールボックス（コンソールアームレスト）
オーバーヘッドコンソール（ボックス付） ＊4 ＊4
ラゲージルームトリム（吸音フェルト/フロント・サイド） ＋アッパー

全車標準装備　●アジャスタブルヘッドレスト (運転席・助手席)　●リヤヘッドレスト　●メッキインサイドドアハンドル（ショルダーノブタイプ）　●ドアスカッフプレート（フロント＜車名ロゴ入り＞）　●遮熱天井　●回転式アシストグリップ（フロント2個・リヤ＜コートフック付＞2個）　
●サンバイザー（運転席チケットホルダー 、運転席・助手席バニティミラー＆LED天井照明付）　 ●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）　●リヤヒーターダクト　●LEDドアカーテシランプ（フロントドア・リヤドア）　●マップランプ　●LEDパーソナルランプ（フロント

［タッチセンサー式］・リヤ）　●LEDラゲージルームランプ　●フロントカップホルダー（2個）　●フロントドアポケット(ボトルホルダー付)　●キー付グローブボックス　●カードホルダー（運転席・助手席）　●シートバックポケット（運転席・助手席／バックボード付）　 など

エンターテイメント

ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

T-Connect ナビゲーションシステム＊21
【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 ＊22、

AM/FM（ワイドFM対応）、USB入力端子、地上デジタルTV＊21、
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）＊5

【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）＊23、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専用アンプ）

10スピーカー/オーディオアンプ

CD/DVD/BDデッキ
DCM（専用通信機）
オーディオ入力端子（USB端子・コンソールボックス内１個）

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+侵入センサー付）［国土交通省認可品］
補助ヒーター（PTC＊24ヒーター）
寒冷地仕様 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ジャッキ＆レンチ（ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチ） 　　　　　　

＊1.  245/45ZR20タイヤ＆20×8 ½Jアルミホイール（ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付）を装着した場合、内装色のホワイ
ト＆ダークブラウンとサテンクローム加飾の組み合わせは選択できません。

＊2.  245/45ZR20タイヤ＆20×8 ½Jアルミホイール（ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付）とカッパー加飾（インストル
メントパネル、センタークラスター、ドアトリム）はセットでメーカーオプション。

＊3.  パノラマルーフ（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付）とデジタルインナーミラー（ハイグレードタイプ［カメラ洗浄機能付］/
シフト照明付）はセットでメーカーオプション。

＊4.  パノラマルーフ（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付）を装着した場合、オーバーヘッドコンソールのボックスは非装着となります。
＊5.パノラマルーフ（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付）のルーフ後部はブラックフィルム貼りとなります。また、ルーフアンテナ
　　（シャークフィンタイプ）はブラック〈202〉となります。
＊6.シートベルトアクティブアシスト（前席）付となります。
＊7.  リヤクロストラフィックオートブレーキ［パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）］のレーダーは真後ろの車両を検知で

きないため、必ずパノラミックビューモニター（シースルービュー機能付）またはバックガイドモニターと合わせてご使用ください。
＊8.  バックウインドゥガラスの色は、リヤクォーターガラスより薄い色（クールグリーン）となります。
＊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.  ウォッシャー液レベルウォーニング付となります。
＊1 1. ステアリングコラムに装着されます。
＊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。 　

＊13.  本革シートの一部に合成皮革を使用しています。
＊14.  植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談

ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできます。　
＊15.    合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。 工場出荷時の

電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる
場合は、販売店にご相談ください(MIRAIの場合、50Hzに設定されています）。

＊16.    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。
＊17.  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。 

＊18.  DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。
＊19.  外部給電アウトレットをご利用になるには、MIRAIから取り出したDC（直流）電力をAC（交流）に変換する別売りの「外部給電器」

が必要です。車両側の定格出力はDC9kWです。詳しくは販売店におたずねください。
＊20.   ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー／植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ）装着のお客様は、給電の操作は

ご自身ではなさらず、ほかの方にお願いしてください。  ●給電時は、外部給電器、給電ケーブルに近付かないでください。給電に
より、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 ●給電中は車内にとどまらないでください。給電により、ペースメーカー
の動作に影響を与えるおそれがあります。 ●ものを取るときなどに、トランクルームなど含めた車内に入り込まないでください。
給電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

＊21.  B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。　
＊22.  メディアによっては再生できない場合があります。
＊23.  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。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。
＊24. PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient

■「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4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。　
■“Executive Package Advanced Drive”“Advanced Drive”“Executive Package”“A Package”はグレード名称ではありません。 
■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。
■「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。
■“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。
■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。


