
［その他の全車標準装備］●タイヤパンク応急修理キット＊1　●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）］＊7　●全席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［フロント・リヤ
左右席］）＊24　●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（リヤ左右席）＊25　●SRSエアバッグ（運転席・助手席エアバッグ＋運転席・助手席サイドエアバッグ＋前後席カーテンシールドエアバッグ）　●合成皮
革巻き3本スポークステアリングホイール（昇温・降温抑制機能付）　●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・TRIP・車間距離切替・レーントレーシングアシスト・音声認識・ハンズフリー通話スイッチ）＊26　●スマートエントリー（運転席・助手席・
バックドア）＆スタートシステム＊27　●デッキアンダートレイ（2WD・小型/E-Four・大型）＊1　●カードホルダー＊18　●アクセサリーコンセント（2個・AC100V・1500W/非常時給電システム付）＊28　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊29　●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]　●タイヤ交換用工具　など

 特別装備　  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

特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両
A“ツーリングセレクション・

Black Edition” A S“ツーリングセレクション・
Black Edition” S“ツーリングセレクション” “ツーリングセレクション”

2WD/4WD（E-Four）

外
装

215/45R17タイヤ＆17×7Jアルミホイール（センターオーナメント付） ブラック塗装樹脂加飾パーツ ブラック塗装・チタン調塗装
樹脂加飾パーツ ブラック塗装樹脂加飾パーツ ブラック塗装・チタン調塗装

樹脂加飾パーツ

195/65R15タイヤ&15×6 1/2J アルミホイール
ダークグレーメタリック塗装＋
シルバー塗装 ツートーン・
加飾ホイールキャップ付

シルバー塗装
ホイールキャップ付

スペアタイヤ　応急用タイヤT125/70D17 ＊１ 2WDのみ 11,000円（消費税抜き10,000円）
グリルシャッター
センターピラーガーニッシュ ブラック塗装 ブラック塗装
リヤバンパー ブラック塗装★ ブラック塗装 ブラック塗装★ ブラック塗装

安
全
装
備

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付） ブラック加飾 ブラック加飾

LEDフロントフォグランプ ★ 22,000円 
（消費税抜き20,000円）

LEDアクセサリーランプ［薄暮灯］ ★ ★
サイドポンツーン（ブラック）
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（メッキ加飾） ヒーター付 ＊2
フロントドア
グリーンガラス

スーパーUVカット機能付・撥水機能付
UVカット・撥水機能付

オートワイパー（雨滴感応式） ＊3

インナーミラー 電子
防眩 自動

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〉 
・レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付） 
・オートマチックハイビーム〈AHB〉 
・ロードサインアシスト〈RSA〉
ITS Connect 27,500円（消費税抜き25,000円）
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〈RCTA〉 ＊4
シンプルインテリジェントパーキングアシスト（巻き込み警報機能付）
プラスサポート（急アクセル時加速抑制）

操
作
性

エレクトロシフトマチック ブラック加飾シフトノブ ブラック加飾シフトノブ
アルミペダル（アクセル・ブレーキ）
カラーヘッドアップディスプレイ

内
装

シート表皮 合成皮革★ 合成皮革 上級ファブリック 合成皮革★ 合成皮革 ファブリック（エンボス付）

フロント
シート

運転席8ウェイパワー（前後スライド・リクライニング・シート
上下・チルトアジャスター）&助手席4ウェイ
（前後スライド・リクライニング）
運転席6ウェイ（前後スライド・リクライニング・シート
上下）&助手席4ウェイ（前後スライド・リクライニング）
電動ランバーサポート（運転席）
快適温熱シート（運転席・助手席） ★ ★

センタークラスターパネル ダークアルマイト調塗装＋
ヘアライン加工

ダークアルマイト調塗装＋
ヘアライン加工

センタークラスター・インパネオーナメント ダークメッキ調モール 高輝度シルバー塗装モール ダークメッキ調モール 高輝度シルバー塗装モール

サイドレジスター ダークメッキ調ベゼル 高輝度シルバーベゼル＆アクセントカラー ダークメッキ調ベゼル 高輝度シルバーベゼル＆
アクセントカラー

レジスターノブ（センター・サイド） ダークメッキ調加飾 メッキ加飾 ダークメッキ調加飾 メッキ加飾
「ナノイー」
イルミネーテッド
エントリーシステム

フロント足元照明・室内照明
室内照明

フロントコンソールトレイ
（カップホルダー2個付）

ピアノブラック加飾 小物入れ付
ブラック 小物入れ付

大型コンソールボックス 合成皮革巻き・ステッチ付★ 合成皮革巻き・ステッチ付 ファブリック巻き・ステッチ付 合成皮革巻き・ステッチ付★ 合成皮革巻き・ステッチ付 ファブリック巻き・ステッチ付

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

8インチディスプレイオーディオ＊5
【オーディオ・ビジュアル機能】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）＊6、Miracast®対応
【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

6スピーカー（フロント4/リヤ2）

パノラミックビューモニター ＊7 ＊8 27,500円（消費税抜き25,000円） 33,000円（消費税抜き30,000円）＊2
バックガイドモニター ＊7 ＊9
パノラミックビューモニター付ナビレディセット
［バックカメラ、フロントビューカメラ、サイドビューカメラ
＆ステアリングスイッチ（音声認識・ハンズフリー通話）］

＊7 ＊10
＊11 ＊30 －11,000円（消費税抜き－10,000円） －5,500円（消費税抜き－5,000円）＊2

DCM（専用通信機） ＊12
ディスプレイオーディオレス
［カバーレス・6スピーカー（フロント4/リヤ2）］

＊8 ＊9 ＊11 ＊12 
＊13 ＊14 ＊15 －66,000円（消費税抜き－60,000円）＊4 －55,000円（消費税抜き－50,000円）

TV（フルセグ） ＊13 ＊16
T-Connectナビキット/エントリーナビキット ＊14 ＊17
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） ＊18 ＊19 ＊20
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊21
オーディオレスカバー
寒冷地仕様［ウインドシールドデアイサー・LEDリヤフォグランプ（右側）など］ ＊22 18,700円（消費税抜き17,000円） 35,200円（消費税抜き32,000円）＊2＊3
車高アップ対応 ＊23

トヨタ プリウス 特別仕様車 A“ツーリングセレクション・Black Edition” / S“ツーリングセレクション・Black Edition” 主要装備一覧表

＊1.スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。また、2WDはデッキアンダートレイがなくなり収納スペースもなくなります。　＊2. 寒冷地仕様またはパノラミックビューモニターまたはパノラミックビューモニター付ナビレディセットを選択した場合、ドアミラーは
ヒーター付となります。また、寒冷地仕様とパノラミックビューモニター付ナビレディセットを同時装着した場合、合計価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額されます。　＊3. オートワイパー（雨滴感応式）は寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。　＊4. ディスプレイオーディオレスを選択
した場合、リヤクロストラフィックアラートは非装着となります。　＊5. 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。車載ナビ機能をご利用の際は、販売店装着オプションのT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。　
＊6. 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。　＊7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊8. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、パノラミックビューモニターは選択でき
ません。　＊9. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、バックガイドモニターは非装着となります。　＊10. 販売店装着オプションのナビゲーションを装着した場合に操作可能となります。　＊11. パノラミックビューモニター付ナビレディセットはディスプレイオーディオレスを選択した場合、装着
できます。　＊12. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、DCMは非装着となります。　＊13. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、オプションサービスのTVは選択できません。　＊14. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットは
選択できません。　＊15.ディスプレイオーディオレスを選択した場合、T-Connectサービスはご利用いただけません。　＊16. 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。　＊17.T-Connectナビキットとエントリー
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。　＊18. ETC2.0ユニット（ビルトイン）またはETC車載器（ビルトイン）を選択した場合、カード
ホルダーは非装着となります。　＊19.T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合のみ装着できます。また、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。　＊20.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。　＊21. 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。　＊22. 寒冷地仕様は、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。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。　＊23. 車高アップ対応は寒冷地仕様を選択した場合に装着可能となります。　＊24. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合がありま
す。　＊25.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。　＊26. オーディオスイッチは、ディスプレイオーディオ装着車、または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。　＊27. 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。　＊28.合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W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。　＊29.120W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。　＊30.価格にはディスプレイオーディオレスの金額を含みます。

■「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。　■“ツーリングセレクション”、“ツーリングセレクション・Black Edition”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。　■「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。　■“Bluetooth®”は Bluetooth SIG,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。

★印の装備は“ツーリングセレクション”にも装着されています。　■主要装備一覧につきましてはベース車両ページをあわせてご参照ください。
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