
トヨタ プリウス 主要諸元表
2.0L プラグインハイブリッド車 2.0L ハイブリッド車 1.8L ハイブリッド車

2WD 2WD/E-Four 2WD/E-Four
Z Z G U

■車両型式・重量・性能

車両型式
2WD（前輪駆動方式） 6LA-MXWH61-AHXHB 6AA-MXWH60-AHXHB 6AA-MXWH60-AHXGB 6AA-ZVW60-AHXKB

E-Four（電気式4輪駆動方式） − 6AA-MXWH65-AHXHB 6AA-MXWH65-AHXGB 6AA-ZVW65-AHXKB
車両重量 kg 1,570※1※2※3 1,420［1,480］※1※3 1,400［1,460］※1 1,360［1,420］
車両総重量 kg 1,845※1※2※3 1,695［1,755］※1※3 1,675［1,735］※1 1,635［1,695］
最小回転半径 m 5.4※4 5.3

燃料消費率 （国土交通省
審査値）

km/L 26.0※5 28.6［26.7］※6 32.6［30.7］
市街地モード km/L 23.7※5 26.0［23.4］※6 29.9［27.6］
郊外モード km/L 28.7※5 31.1［29.3］※6 37.3［34.9］
高速道路モード km/L 25.5※5 28.2［26.8］※6 31.2［29.8］

主要燃費改善対策
共通：アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、

電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機
プラグインハイブリッド車：プラグインハイブリッドシステム　ハイブリッド車：ハイブリッドシステム

ハイブリッドシステム、
アイドリングストップ装置、

可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、充電制御、

電気式無段変速機
充電電力使用時走行距離※7（プラグインレンジ、国土交通省審査値） km 87※10 − −
EV走行換算距離※7（等価EVレンジ、国土交通省審査値） km 87※10 − −

交流電力量消費率※8
(国土交通省審査値)

Wh/km 134※10 − −
市街地モード/郊外モード/高速道路モード Wh/km 113/123/151※10 − −

電力消費率※8※9
（参考値）

km/kWh 7.46※10 − −
市街地モード/郊外モード/高速道路モード km/kWh 8.85/8.13/6.62※10 − −

一充電消費電力量(国土交通省審査値)※8 kWh/回 11.63 − −
■寸法・定員
全長 mm 4,600
全幅 mm 1,780
全高 mm 1,430※11 1,420
ホイールベース mm 2,750
トレッド フロント/リヤ mm 1,560/1,570
最低地上高 ※12 mm 150※13 145
室内 長/幅/高 ※12 mm 1,840/1,500/1,135 1,840/1,500/1,130 
乗車定員 名 5
■エンジン
型式 M20A-FXS 2ZR-FXE
総排気量 L 1.986 1.797
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
内径×行程 mm 80.5×97.6 80.5×88.3
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 111（151）/6,000 112（152）/6,000 72（98）/5,200
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 188（19.2）/4,400〜5,200 188（19.2）/4,400〜5,200 142（14.5）/3,600
燃料供給装置 筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S） 電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量 L 40 43
■走行装置

サスペンション
フロント マクファーソンストラット式コイルスプリング（スタビライザー付）

リヤ ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング（スタビライザー付） ダブルウィッシュボーン式コイルスプリン
グ

ブレーキ
フロント/リヤ ベンチレーテッドディスク/ディスク
作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式

■トランスミッション・減速比
トランスミッション 電気式無段変速機
減速比 3.605 3.389［フロント：3.389/リヤ：10.487］ 3.016［フロント：3.016/リヤ：10.487］
■フロントモーター
型式 1VM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 120（163） 83（113） 70（95）
最大トルク N・m（kgf・m） 208（21.2） 206（21.0） 185（18.9）
■リヤモーター
型式 − ［1WM］
種類 − ［交流同期電動機］
最高出力 kW（PS） − ［30（41）］
最大トルク N・m（kgf・m） − ［84（8.6）］
■動力用主電池
種類 リチウムイオン電池
容量 Ah 51.0 4.08

●［  ］はE-Fourです。
※1. 195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイールを装着した場合、20kg減少します。　※2. ソー
ラー充電システムを装着した場合、20kg増加します。　※3. パノラマルーフを装着した場合、20kg
増加します。　※4. 195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイールを装着した場合、5.3mとな
ります。　※5. 195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイールを装着した場合、各モード燃費は
WLTC：30.1km/L 、市街地：27.4km/L 、郊外：34.4km/L 、高速道路：28.9km/L となります。　※6. 
195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC：31.5［29.2］
km/L 、市街地：28.3［25.2］km/L 、郊外：35.5［32.3］km/L 、高速道路：30.7［29.3］km/L となります。　
※7. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法（所定の車速を超
える）などによっては、バッテリー残量に関わらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。　※8. 
AC200V/16A充電時の値。　※9. 電力消費率(参考値)は交流電力量消費率(国土交通省審査値)を
もとに計算した数値です。　※10. 195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイールを装着した場合、
充電電力使用時走行距離は105km、EV走行換算距離は105km、交流電力量消費率の各モード値
はWLTC：111Wh/km 、市街地：94Wh/km 、郊外：100Wh/km 、高速道路：126Wh/km、電力消費率
の各モード値はWLTC：9.01km/kWh 、市街地：10.64km/kWh 、郊外：10.00km/kWh 、高速道路：
7.94km/kWhとなります。　※11. 195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイールを装着した場合、
1,420mmとなります。　※12. 社内測定値。　※13. 195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイール
を装着した場合、145mmとなります。
■燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた
試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使
用等）に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン
使用による影響を大きく受けます。　■本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。
■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国
際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定
し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道
路等での走行を想定しています。
■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであ
り、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定
した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。　

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹
介ページ(https://toyota.jp/ecocar/about1/)をご確認、または販売店におたずねください。

■“PRIUS”“Toyota Teammate”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”“TNGA”“E-Four”
“VSC”“TRC”“マイカーサーチ”“コンライト”“TOYOTA D-4S”“EFI”はトヨタ自動車（株）の商標です。　
■PHEVとPHV、HEVとHVはそれぞれ同じものを指しています。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　
■製造事業者：トヨタ自動車株式会社
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グレード別主な標準装備比較表

Z G U

IN
TERIO

R

●12.3インチディスプレイオーディオ ●8インチディスプレイオーディオ

●自動防眩インナーミラー ●防眩インナーミラー

●合成皮革巻き3本スポークステアリングホイール（タッチセンサー付）　
●ステアリングヒーター ●合成皮革巻き3本スポークステアリングホイール

PHEV　●ステアリングホイールステッチ（レッド）
●ステアリングホイールステッチ（ブラック）

●インストルメントパネル（イルミネーション・フィルム加飾付） ●インストルメントパネル（シルバー塗装）

設定あり＊1
PHEV　●シフトノブ（アナダイズドレッド加飾）

●シフトノブ（サテンメッキ加飾）
■写真はZ（2WD）。

●シフトノブ（艶ありブラック加飾）

●ワイヤレス充電器

ー

●インサイドドアハンドル（サテンメッキ加飾）
●フロントドアトリムアッパー（ソフトタイプ）　●パワーウインドゥスイッチ（サテンメッキ加飾）

●ドアアームレスト表皮（合成皮革巻き［フロント/リヤ］）
■写真はZ（2WD）。

●インサイドドアハンドル（ブラック）
●フロントドアトリムアッパー

●パワーウインドゥスイッチ（ブラック）
●ドアアームレスト表皮（合成皮革巻き［フロント］）

●ナノイーX ー

●運転席8ウェイパワースポーティシート＆合成皮革シート表皮
●運転席シートポジションメモリー（2メモリー付）

●運転席オートスライドアウェイ
●前席シートヒーター（3段階温度設定）

●前席シートベンチレーション

●運転席6ウェイマニュアル
スポーティシート＆

上級ファブリックシート表皮
●前席シートヒーター

（3段階温度設定）

●運転席6ウェイ
マニュアルエントリーシート＆

ファブリックシート表皮

設定あり＊1

Z G U

EXTERIO
R

●LEDアクセサリーランプ

ー

PHEV　●フロントロアグリル
（艶ありブラック・金属調シルバー塗装）

HEV　●フロントロアグリル
（艶ありブラック・グレーメタリック塗装） ●フロントロアグリル（ブラック・グレーメタリック塗装）

PHEV　●リヤコンビネーション
ランプ（グレースモーク）

●リヤコンビネーションランプ（レッド）
■写真はZ（ハイブリッド・2WD）。

●リヤバンパーロア（艶ありブラック） ●リヤバンパーロア（ブラック）

●パワーバックドア ー

●センターピラーガーニッシュ
（艶ありブラック）

●ホイールアーチモールディング（艶ありブラック） ●センターピラーガーニッシュ
（ブラック）

●ホイールアーチモールディング（ブラック）

PHEV
●195/50R19タイヤ＆19×6½J

アルミホイール（切削光輝＋ブラック/
センターオーナメント付）

HEV
●195/50R19タイヤ＆19×6½J

アルミホイール（切削光輝＋ダークグレー
メタリック/センターオーナメント付）

メーカーオプション

●195/60R17タイヤ＆17×6½Jス
チールホイール（樹脂フルキャップ

［ダークグレーメタリック塗装］付）

●195/60R17タイヤ＆17×6½J
アルミホイール（樹脂フルキャップ

［ダークグレーメタリック＋
マットブラック塗装］付）

■写真はG（2WD）。

■写真はハイブリッド車。

■写真はハイブリッド車。

＊1. 内装色のマチュアレッドを選択した場合、ステアリングホイールステッチ（レッド）、シフトノブ（アナダイズドレッド加飾）となります［ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はグラディエントブラックとなり、ステアリングホイールステッチ（ブラック）、シフトノブ（サテンメッキ加飾）となります］。　■nanoe、
ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。　■PHEV：プラグインハイブリッド車　HEV：ハイブリッド車

■写真はハイブリッド車。

SPECIFICATIONS



トヨタ プリウス 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
Z G U

※KINTOでのご提供となります。

プラグインハイブリッド車（2WD） ハイブリッド車（2WD/E-Four）

充電装備

付
属
充
電
装
備

充電ケーブル
＊1

AC200V用 7.5m

AC200V用 15m 8,250円
（消費税抜き7,500円）

電源プラグコード（AC100V用）
充電ケーブルホルダー（7.5m充電ケーブル用）

車
両
側
充
電
装
備

充電ポート（充電インレット照明＆充電インジケーター付）
ドアロック連動リッド＆コネクターロックシステム
普通充電インレット ＊1

ソーラー充電システム ＊34
286,000円

（消費税抜き260,000円）
＊2

外装

足
ま
わ
り

195/50R19タイヤ＆19×6½Jアルミホイール
（切削光輝/センターオーナメント付） ＊3 ホイール色：ブラック ホイール色：ダークグレーメタリック

195/60R17タイヤ＆17×6½Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ［ダークグレーメタリック塗装］付） ー112,200円（消費税抜きー102,000円）

195/60R17タイヤ＆17×6½Jアルミホイール
（樹脂フルキャップ［ダークグレーメタリック＋マットブラック塗装］付）
スペアタイヤ（応急用T145/90D16） 14,300円（消費税抜き13,000円）＊4＊5＊6
スタビライザー フロント/リヤ フロントのみ

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントパフォーマンスロッド
グリルシャッター ＊7 2WD＊7 E-Four 2WD＊7 E-Four 2WD＊7 E-Four
フードサイレンサー
ダッシュサイレンサー（室内） 上級
リヤバンパーロア 艶ありブラック ブラック

フロントロアグリル 艶ありブラック・
金属調シルバー塗装

艶ありブラック・
グレーメタリック塗装 ブラック・グレーメタリック塗装

センターピラーガーニッシュ 艶ありブラック ブラック
ホイールアーチモールディング 艶ありブラック ブラック

パノラマルーフ（手動サンシェード付）
132,000円

（消費税抜き120,000円）
＊2

132,000円
（消費税抜き120,000円）

パワーバックドア
全車標準装備　●タイヤパンク応急修理キット＊6　●マクファーソンストラット式フロントサスペンション　●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション　●ばね上制振制御　●電動
パーキングブレーキ　●ブレーキホールド　●エアスパッツ（フロント /リヤ）　●リヤスポイラー　●ドアオープンスイッチ（リヤドアハンドル）　　など

安全装備

視
界

Bi-Beam LEDヘッドランプ＋LEDターンランプ＋
LEDクリアランスランプ＋LEDデイライト

ヘッドランプレベリング オート マニュアル
LEDアクセサリーランプ
リヤコンビネーションランプ グレースモーク レッド
リヤフォグランプ ＊7 2WD＊7 E-Four 2WD＊7 E-Four 2WD＊7 E-Four

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

（ピアノブラック
塗装）

ヒーター・ブラインドスポットモニター・パノラミック
ビューモニター・運転席アスフェリカルミラー付 ＊8 ＊9

ヒーター・ブラインドスポットモニター付 ＊10
ヒーター付 2WD＊11＊12 E-Four

2WD
フロントドアクォーターガラス（UVカット機能付） 撥水機能付

フロントドア
ガラス

スーパーUVカット＆IRカット機能
・撥水機能付・遮音性（合わせガラス）
UVカット機能・撥水機能付グリーン 2WD＊13 E-Four 2WD＊13 E-Four
UVカット機能付グリーン 2WD 2WD

フロントオートワイパー（雨滴感応式）
ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式）

インナーミラー
デジタル 89,100円

（消費税抜き81,000円）＊14
自動防眩
防眩

カメラ洗浄機能
バックカメラ ＊15＊16
デジタルインナーミラー用カメラ ＊14

Z G U
※KINTOでのご提供となります。

プラグインハイブリッド車（2WD） ハイブリッド車（2WD/E-Four）

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
［昼夜］・自動二輪車［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）

緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）＋
フロントクロストラフィックアラート［FCTA］＋
レーンチェンジアシスト［LCA］❶

2WD
115,500円

（消費税抜き
105,000円）

＊10＊15

E-Four
110,000円

（消費税抜き
100,000円）

＊10＊15
レーントレーシングアシスト［LTA］＋
レーンディパーチャーアラート［LDA］
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）
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］
ロードサインアシスト［RSA］
ドライバー異常時対応システム
プロアクティブドライビングアシスト［PDA］
発進遅れ告知機能［TMN］

ブラインドスポットモニター ［BSM］＋安心降車アシス
ト［SEA］＋後方車両接近告知＋周辺車両接近時サ
ポート（通報提案機能）＋後方車両への接近警報＋
セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）

＋周辺車両
接近時サポート

（録画機能）
＊14

＊15＊16
ドライブレコーダー（前後方） ＊14
プラスサポート（急アクセル時加速抑制）
ITS Connect 27,500円（消費税抜き25,000円）
パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） ＊17
パーキングサポートブレーキ（後方接近車両） ＊17 ＊15＊16

駐
車
・
走
行
支
援

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者） ＊17 ＊15＊16

パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）❷ ＊17
88,000円

（消費税抜き80,000円）
＊8＊18

2WD
124,300円

（消費税抜き
113,000円）

＊9＊16

E-Four
118,800円

（消費税抜き
108,000円）

＊9＊16
バックガイドモニター ＊8 ＊9
トヨタ チームメイト［アドバンスト パーク］（リモート機能付）＋
パーキングサポートブレーキ（周囲静止物） ＊17

全車標準装備　●ハイマウントストップランプ　●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー　●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ライセンスラ
ンプ　●LEDバックアップランプ　●ウインドシールドグリーンガラス（IRカット機能付・高遮音性ガラス）　●ソフト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）　●EBD（電
子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●S-VSC＆ACA＆TRC　●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　●ドライブスタートコント
ロール　●SRSエアバッグシステム（運転席・助手席エアバッグ＋運転席ニーエアバッグ＋前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）　●ELR付3点式フロントシートベルト

（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　●ELR付3点式リヤシートベルト（左右席プリテンショナー＆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）　●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）　●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（後左右席）＊19　など

操作性

操
作
系

ドライブモード 
セレクトスイッチ

トグル式（ECO/NORMAL/SPORT/CUSTOM）
プッシュ式（ECO/NORMAL/POWER）

リジェネレーションブースト（回生ブースト）
EV/HVモード切替スイッチ（バッテリーチャージモード機能付）
AUTO EV/HVモードスイッチ
EVモードスイッチ

シフトノブ サテンメッキ加飾＊20 サテンメッキ加飾 艶ありブラック加飾

合成皮革巻き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・タッチセンサー付 ＊15

ステアリングホイールステッチ ブラック＊20 ブラック
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・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・オーディオ・音声認識・ハンズフリー）

ピアノブラック加飾 ＊12

ド
ア デジタルキー 33,000円（消費税抜き30,000円）＊21

全車標準装備　●ハザードウォーニングインジケーター　●7インチTFTカラーメーター＋マルチインフォメーションディスプレイ（メーター照度コントロール付）　●エコノメーター　●シフト
ポジションインジケーター　●ランプ消し忘れウォーニング　●キー置き忘れ防止ウォーニング　●エレクトロシフトマチック　●オルガンペダル（アクセル）　●チルト＆テレスコピックステ
アリング　●スマートエントリー＆スタートシステム（スマートキー×2）＊22　●パワードアロック　●パワーウインドゥ（フロント・リヤドアワンタッチ式/キーOFF後作動機能・挟み込み防止
機能付）　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●ラゲージ&バックドアオープナー（電気式）　●フューエルリッドオープナー（電気式）　など

内装

シ
ー
ト

シート表皮

合成皮革

上級ファブリック❸
2WD

72,600円
（消費税抜き

66,000円）＊12

E-Four
67,100円

（消費税抜き
61,000円）＊12

ファブリック
除電スタビライジングプラスシート（運転席） ＊12
前席シートヒーター（3段階温度設定） ＊12
前席シートベンチレーション

SPECIFICATIONS



Z G U
※KINTOでのご提供となります。

プラグインハイブリッド車（2WD） ハイブリッド車（2WD/E-Four）

シ
ー
ト

フロント
シート

運転席8ウェイパワースポーティ（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ウェイマ
ニュアルスポーティ（前後スライド・リクライニング）
運転席6ウェイマニュアル（前後スラ
イド・リクライニング・シート上下）＆
助手席4ウェイマニュアル（前後スラ
イド・リクライニング）

スポーティ ＊12

エントリー

リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付） ＊12
運転席シートポジションメモリー（2メモリー付）
運転席オートスライドアウェイ
電動ランバーサポート（運転席）

イ
ン
テ
リ
ア・
空
調
・
照
明
・
電
源

合成皮革巻き
ドアアームレスト

フロント
リヤ ＊12

パワーウインドゥスイッチ（サテンメッキ加飾） ＊12

インストルメント
パネル

フィルム加飾/クラウドプリント（助手席アッパー部） ＊12
シルバー塗装/ブラック（助手席アッパー部）

フロントドア
トリムアッパー

ソフトタイプ ＊12

インサイド
ドアハンドル

サテンメッキ ＊12
ブラック

オートエアコン ヒートポンプシステム付
ナノイーX

イルミネーテッド
エントリー
システム

LEDフロントパーソナルランプ
フロント足元照明・インストルメントパネル
イルミネーション（イルミネーション通知システム付） ＊12

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後部1個・ラゲージルーム左側1個） ＊23 ヴィークルパワー

コネクター付
ワイヤレス充電器 ＊24

収
納

ラゲージトレイ
高床タイプ ＊6
低床タイプ

フロントコンソール2段トレイ マット付（上段トレイ）
サイドスリットトレイ ワイヤレス充電器付 マット付

全車標準装備　●フロントヘッドレスト　●6:4分割可倒式リヤシート　●リヤヘッドレスト　●回転式アシストグリップ（フロント2・リヤ2）　●サンバイザー（バニティミラー・LED天井照明・チケットホ
ルダー付）　●フロントカップホルダー（2個）　●センターコンソールボックス　●ドアスカッフプレート　●ヒーターコントロールパネル　●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ）　●LEDラゲージ
ルームランプ　●LEDリヤパーソナルランプ　●アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソール前部1個）＊25　●充電用USB端子（Type-C/センターコンソール前部1個・コンソールボックス内
側2個）＊26　●助手席シートバックポケット　●ドアポケット（ボトルホルダー付［フロント1本・リヤ1本］）　●グローブボックス（照明付）　●バックドアトリム 　●外部給電アタッチメント　など　

エンターテインメント

ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ・
コ
ネ
ク
テ
ィ
ッ
ド

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus＊27
【ナビ】コネクティッドナビ対応（車載ナビ有）、FM多重VICS 
【オーディオ・ビジュアル】12.3インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー
（ワイドFM対応）、TV（フルセグ）、USB入力（動画・音楽再生/給電［Type-C］）＊28
【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android AutoTM対応、Miracast®対応 
【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど＊29
【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）

61,600円
（消費税抜き56,000円）

＊30

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）＊27
【ナビ】コネクティッドナビ対応　 
【オーディオ・ビジュアル】HDディスプレイ、AM/FMチューナー（ワイド

FM対応）、TV（フルセグ）、USB入力（動画・音楽再生/給電［Type-C］）＊28 
【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android AutoTM対応、Miracast®対応 
【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど＊29
【その他】Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）

12.3インチディスプレイ 8インチディスプレイ

HDMI入力端子

ETC2.0ユニット（VICS機能付） ＊31 光ビーコンユニット付 ＊30 27,500円
（消費税抜き25,000円）＊18

先読み
エコドライブ

先読み減速支援
先読みSOC制御（目的地予測＊29、下り坂/渋滞）
先読みEV/HVモード切りかえ制御

全車標準装備　●DCM（専用通信機）　 ●6スピーカー　●気象情報連動エアコン制御＊29　など

その他

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
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）［国土交通省認可品］

工具
ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ ＊4
ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ ＊5

寒冷地仕様❹
＊32

PTCヒーター ＊33
2WD

30,800円
（消費税抜き

28,000円）
＊7＊11＊13

E-Four
リヤヒーターダクト 2WD

25,300円
（消費税抜き

23,000円）
＊7＊13

E-Four
ウインドシールドデアイサーなど

20,900円
（消費税抜き19,000円）

＊7

2WD
20,900円

（消費税抜き
19,000円）＊7

E-Four

＊1.  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、充電の操作はご
自身でなさらず、ほかの方にお願いしてください。充電時は、充電器、
充電ケーブルに近づかないでください。充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。

＊2.  ソーラー充電システムとパノラマルーフ（手動サンシェード付）は同
時装着できません。

＊3.  タイヤとボディの隙間が狭くチェーンを装着することができません
のであらかじめご了承ください。

＊4.  スペアタイヤとジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチはセッ
トでメーカーオプション。

＊5.  スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ、ジャッキハンドル、
ハブナットレンチは同時装着できません。

＊6.  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、ラゲージトレイ（低床タイプ）がラゲージトレイ（高床タイプ）に
変更となります。

＊7.  寒冷地仕様とグリルシャッター、リヤフォグランプはセットでメー
カーオプション。

＊8.  パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備のバックガイ
ドモニターはパノラミックビューモニターに変更となり、ドアミラー
はカメラ・運転席アスフェリカルミラー付となります。

＊9.  パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備のバックガイ
ドモニターはパノラミックビューモニターに変更となり、ドアミラー
はヒーター・ブラインドスポットモニター・カメラ ・運転席アスフェリ
カルミラー付となります。

＊10.  緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）＋フロントクロストラフィッ
クアラート［FCTA］＋レーンチェンジアシスト［LCA］を選択した場合、
ドアミラーはヒーター・ブラインドスポットモニター付となります。

＊11.  寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。
＊12.  上級ファブリックシート表皮、フロントスポーティシート、除電スタビ

ライジングプラスシート（運転席）、前席シートヒーター（3段階温度
設定）、ステアリングスイッチ（ピアノブラック加飾）、リヤセンター
アームレスト（カップホルダー2個付）、合成皮革巻きリヤドアアーム
レスト、パワーウインドゥスイッチ（サテンメッキ加飾）、インストルメ
ントパネル（フィルム加飾/クラウドプリント［助手席アッパー部］）、フ
ロントドアトリムアッパー（ソフトタイプ）、サテンメッキインサイドド
アハンドル、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・インストルメントパネルイルミネーション［イルミネーション通知
システム付］）はセットでメーカーオプション。2WD車のドアミラーは
ヒーター付となります。

＊13.  寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスはUVカット機能・
撥水機能付となります。

＊14. デジタルインナーミラー、デジタルインナーミラー用カメラ洗浄機
能、周辺車両接近時サポート（録画機能）、ドライブレコーダー（前後
方）はセットでメーカーオプション。

＊15.  緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）＋フロントクロストラ
フィックアラート［FCTA］＋レーンチェンジアシスト［LCA］とブライン
ドスポットモニター［BSM］＋安心降車アシスト［SEA］＋後方車両
接近告知＋周辺車両接近時サポート（通報提案機能）＋後方車両
への接近警報＋セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対
応）、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両＋後方歩行者）は
セットでメーカーオプション。また、合成皮革巻き3本スポークステア
リングホイールはステアリングヒーター・タッチセンサー付、バック
カメラは洗浄機能付となります。

＊16.  パノラミックビューモニターとブラインドスポットモニター［BSM］＋
安心降車アシスト［SEA］＋後方車両接近告知＋周辺車両接近時サ
ポート（通報提案機能）＋後方車両への接近警報＋セカンダリーコ
リジョンブレーキ（停車中後突対応）、パーキングサポートブレーキ

（後方接近車両＋後方歩行者）はセットでメーカーオプション。また、
バックカメラは洗浄機能付となります。

＊17. 字光式ナンバープレートは装着できません。
＊18.  パノラミックビューモニターとETC2.0ユニットはセットでメーカーオ

プション。また、ETC2.0ユニットは単独で選択することも可能です。
＊19.  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。

＊20.  内装色のマチュアレッドを選択した場合、ステアリングホイールス
テッチ（レッド）、シフトノブ（アナダイズドレッド加飾）となります［ご
注文時に指定が必要です。指定がない場合はグラディエントブラッ
クとなり、ステアリングホイールステッチ（ブラック）、シフトノブ（サテ
ンメッキ加飾）となります］。

＊21.  デジタルキーはT-Connect基本サービスとデジタルキーオプション
サービスへの加入で3年間無料。その後は550円/月（税込）の有料
オプションサービスとなります。ご利用には別途専用アプリ「デジタ
ルキー」のインストールが必要です。

＊22.  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、販売店にご相談ください。

＊23.   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。

＊24.  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、ワイヤレス充電器のご使用にあたっては医師とよくご相談くだ
さい。充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

＊25.  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。　

＊26.  DC5V/3.0A（消費電力15W）の電源としてご使用ください。
＊27.  CD・DVDデッキは搭載されていません。
＊28.  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。
＊29.  ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録

日から5年間無料、6年目以降は330円（消費税抜き300円）/月が必
要です［KINTOご契約の場合、T-Connectスタンダード（22）を付帯
しております。ご契約期間中は無料で基本サービスをご利用いただ
けます］。

＊30.   ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusを選択した
場合、ETC2.0ユニット（VICS機能付）はETC2.0ユニット（VICS機能
付）＋光ビーコンユニット付となります。光ビーコンは、光ビーコン
による道路交通情報の表示に対応しています。

＊31.   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。
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。また、
別途セットアップ費用が必要となります。

＊32.  寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っており
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。

＊33.  PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient
＊34.  ソーラー充電システムは、生産状況によりご注文いただけない場合

がございます。

■ 「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。　

■ Uの一部装備は、ハードウェアアップグレードとして後付けが可能とな
ります。詳細は2023年央（予定）にご案内いたします。

■ Z、Gの価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’23年3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。　

■ Uの価格はメーカー希望参考価格＜（消費税10％込み）’23年3月現在
のもの＞です。

■ KINTO月額利用料は契約内容によって変わります。 詳しくはお近くの
販売店またはKINTOホームページにてご確認ください。　

■ nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス
株式会社の商標です。　

■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。　
■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　
■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。　
■ヘルプネット®は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。　
■ HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録

商標です。

U（2WD）は❶＋❷を同時装着した場合、合計価格から63,800円（消費税抜き58,000円）減額されます。❶＋❸、❶＋❹、❷＋❸、❷＋❹、❸＋❹をそれぞれ同時装着した場
合、合計価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額されます。❶＋❷＋❸、❶＋❷＋❹をそれぞれ同時装着した場合、合計価格から69,300円（消費税抜き63,000円）減額
されます。❶＋❸＋❹、❷＋❸＋❹をそれぞれ同時装着した場合、合計価格から11,000円（消費税抜き10,000円）減額されます。❶＋❷＋❸＋❹を同時装着した場合、合計
価格から74,800円（消費税抜き68,000円）減額されます。　U（E-Four）は❶＋❷を同時装着した場合、合計価格から58,300円（消費税抜き53,000円）減額されます。

SPECIFICATIONS



内外配色一覧表   標準設定　  設定あり（ご注文時にご指定ください）  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

Z G U
シート表皮 合成皮革 上級ファブリック 上級ファブリック＊3 ファブリック

内装色 グラディエント
ブラック マチュアレッド グラディエント

ブラック
グラディエント

ブラック アクティブグレー

基調色 ブラック/ダークグレー ブラック ブラック/ダークグレー ブラック/ダークグレー ブラック/ダークグレー
インパネ・シート加飾 ニュアンススティール アナダイズドレッド ニュアンススティール ニュアンススティール シルバーメタリック
インパネイルミネーション ブルー レッド ブルー ブルー −
インパネ助手席アッパー部 クラウドプリント クラウドプリント クラウドプリント ブラック

シフトノブ加飾 サテンメッキ
PHEV：

アナダイズドレッド
HEV：サテンメッキ

サテンメッキ 艶ありブラック 艶ありブラック

ステアリングホイール
ステッチ ブラック PHEV：レッド

HEV：ブラック ブラック ブラック ブラック

ボ
デ
ィ
カ
ラ
ー

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 ＊2
アッシュ〈1M2〉
アティチュードブラックマイカ〈218〉
エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉 ＊1
マスタード〈5C5〉
ダークブルー〈8Q4〉

＊1. エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉はメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き50,000円）＞となります。　＊2. プラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞となります。　＊3. 上級ファブリックシート表皮はメーカーオプション＜2WD：72,600円 （消費税抜き
66,000円）／E-Four：67,100円 （消費税抜き61,000円）＞となります。セットになる装備の詳細につきましては主要装備一覧表をご覧ください。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）'23年3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。　■KINTO月額利用料は契約内容によって変わります。 詳しくはお近くの販売店またはKINTOホームページにてご確認ください。　■「設定あり」「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。　■PHEV：プラグ
インハイブリッド車　HEV：ハイブリッド車

WIDE SELECTION




