トヨタ プリウスP H V 主 要 装 備 一 覧 表

標準装備

“ナビパッケージ”

電源プラグコード
（AC100V 用）

車両側充電装備

スマートリッド＆コネクターロックシステム
普通充電＋急速充電（外部給電機能［V2H］付）＊1 ＊2
充電インレット
＊1
普通充電のみ

充電ケーブル ＊1

A プレミアム

“ナビパッケージ”

A

S

“ナビパッケージ” “セーフティパッケージ”

“ナビパッケージ”

■内装

付属充電装備

■充電装備

AC200V 用 7.5m

シート表皮

8,250 円
（消費税抜き 7,500 円） AC200V 用 7．5m 充電ケーブルは非装着

AC200V 用 15m

シート

充電ポート
（充電インレット照明＆充電インジケーター付）

■外装

77,000 円
（消費税抜き 70,000 円）

＊3

快適温熱シート
（運転席・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）

高輝度シルバー塗装モール
（センタークラスター・インパネオーナメント）

空力

イン テ リ ア

足 回 り ＆ メカニ ズム

６：４分割可倒式リヤシート

73,700 円
（消費税抜き 67,000 円）

ECB
［電子制御ブレーキシステム］
＊4

ピラーガーニッシュ
（艶ありブラック）

照明

4 灯式 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

リヤコンビネーションランプ
（LED テール＆ストップランプ）
視界

LED ライセンスプレートランプ

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

＊5

撥水機能付・遮音性ガラス

収納

22,000 円
（消費税抜き 20,000 円）

LED フロントフォグランプ
（アクセサリーランプ
［薄暮灯］
付）

UV カット機能付バックドアソフトプライバシーガラス
（ダブルバブルウインドゥ）

防眩インナーミラー

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〉

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〉

レーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付）
ロードサインアシスト
〈RSA〉

27,500 円（消費税抜き 25,000 円）

予防安全

ブラインドスポットモニター
〈BSM〉

フロント大型コンソールボックス

その 他

S-VSC
（ステアリング協調車両安定性制御システム）
TRC
（トラクションコントロール）

【その他】音声ガイダンス機能付カラーバック
ガイドモニター＊6、
Bluetooth® 対応（ハンズ
フリー・オーディオ）、Wi-Fi 接続対応、音声認識

緊急ブレーキシグナル

74,800 円
（消費税抜き 68,000 円）

パノラミックビューモニター

＊6

ナビレディセット
（バックカメラ）

＊14

パノラミックビューモニター付ナビレディセット

＊14

トヨタ純正ナビ・オーディオ

＊15

ETC2.0 ユニット

＊16

16,500 円
（消費税抜き 15,000 円）

16,500 円
（消費税抜き 15,000 円）

6 スピーカー

6 スピーカー

16,500 円
22,000 円
（消費税抜き 15,000 円）（消費税抜き 20,000 円）＊5
6 スピーカー

4 スピーカー

アクセサリーソケット
（DC12V・120W）
おくだけ充電

＊18
＊19

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］

＊20

13,200 円（消費税抜き 12,000 円）
18,700 円（消費税抜き 17,000 円）

24,200 円
（消費税抜き 22,000 円）＊5

排気熱回収器

衝突安全

ヒルスタートアシストコントロール

タイヤ交換用工具

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）

●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） ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス
（リヤドア） ●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）
●拡散式ウォッシャーノズル ●全席上下調整式ヘッドレスト ●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席） ●チャイルドプロテクター（リヤドア）
全車標準装備
（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］
＊7 ●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）
＊8
●全席ELR付3点式シートベルト
●衝撃感知式フューエルカットシステム ●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）

操作系

エレクトロシフトマチック

74,800 円
（消費税抜き 68,000 円）

【オーディオ】
6 スピーカー

寒冷地仕様
（ウインドシールドデアイサー・LED リヤフォグランプなど）

車両接近通報装置

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・
音声認識・ハンズフリー通話・車間距離切替・レーントレーシングアシスト）

ブラック

ファブリック巻き

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W、コンセント 2/ヴィークルパワーコネクター付）＊17

プラスサポート
（急アクセル時加速抑制）
EBD
（電子制動力配分制御）
付 ABS＆ブレーキアシスト

3 本スポークステアリングホイール

静電式

ピアノブラック加飾

合成皮革巻き・ステッチ付

デッキアンダーボックス & デッキサイドボックス

ルーフアンテナ
（シャークフィンタイプ）

ドライブスタートコントロール

本革巻き

ステアリングヒーター ステアリングヒーター ステアリングヒーター ステアリングヒーター
スイッチ付
スイッチ付 ＊9
スイッチ付
スイッチ付 ＊9

合成皮革巻き（昇温・降温抑制機能付）

ウレタン

＊9

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 ＊10
ドライブモードスイッチ
（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］/ ノーマルモード / パワーモード / エコドライブモード）
先読みエコドライブ
［先読み減速支援］

マルチインフォメーションディスプレイ（4.2 インチ TFT カラー / メーター照度コントロール付）

グラフィックメーター（4.2 インチ TFT カラー / メーター照度コントロール付）

カラーヘッドアップディスプレイ

フロントコンソールトレイ
（カップホルダー 2 個付）

オーディオレスカバー

＊6

ステアリングヒーター

静電式

イルミネーテッド フロント足元ランプ・インテリアランプ（フロント・マップランプ / リヤ）
エントリーシステム インテリアランプ
（フロント・マップランプ / リヤ）

DCM（専用通信機）

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）

■操作性

静電式

「ナノイー」

オーディオレス
（カバーレス）

リヤクロストラフィックアラート
〈RCTA〉

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）］

ガスインジェクション機能付ヒートポンプオートエアコン（湿度センサー付・S-FLOW）

ヒーターコントロールパネル

T-Connect SD ナビゲーションシステム ＊13 JBLプレミアム
【ナビ】11.6 インチフル HD 静電式タッチディスプレイ、 サウンドシステム
T-Connect DCM パッケージ、VICS WIDE 対応 【オーディオ】
8ch オーディオアンプ、
【オーディオ】
AM/FM（ワイド FM 対応）、地上デジタル
10 スピーカー
TV、USB（音声・映像）/AUX（音声）入力端子

自動防眩付

先行車発進告知機能〈TMN〉
ITS Connect

ソフトパッド

11,000 円
（消費税抜き 10,000 円）
●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付） ●ヒーターリヤダクト ●運転席・助手席バニティミラー&天井照明付サンバイザー（運転席カードホルダー付）
全車標準装備 ●回転式アシストグリップ（フロント2・リヤ2） ●コートフック
（リヤ 2） ●ラゲージフック ●シフトイルミネーション ●ラゲージルームランプ ●ドアカーテシランプ（フロント）
●オーバーヘッドコンソール ●ドアポケット＆ボトルホルダー（フロントドア） ●ボトルホルダー（リヤドア） ●助手席グローブボックス
（照明付） ●カードホルダー＊16
■エンターテインメント

ナ ビ ・ オ ー ディ オ

Toyota

＊12

トノカバー

オートワイパー
（雨滴感応式）

ウォッシャー連動時間調整式フロント間欠ワイパー

サイドレジスター

エコ空調モードスイッチ

●フェンダーライナー
（フロント・リヤ） ●エアスパッツ
（フロント・リヤ） ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー
（室内・エンジンルーム）
●ウインドシールドモールディング ●ルーフドリップモールディング ●ドアベルトモールディング
（ブラック） ●リヤバンパー

UV カット機能付ウインドシールドガラス（IR〈赤外線〉カット機能付グリーン・高遮音性ガラス）

メッキ加飾レジスターノブ
（センター・サイド）

リモートエアコンシステム

CFRP製バックドア

スーパー UV カット機能付フロントドアグリーンガラス

メッキインサイドドアハンドル

ドアトリムオーナメント表皮（合成皮革）

リヤ

フロント・センター・リヤ

リヤスポイラー
（LED ハイマウントストップランプ付）

サテンメッキ加飾クラスターモール

ドアトリムアッパー（フロント）

空調

エクステリア

エンジンアンダーカバー
（サイレンサー付）
＆プロテクター

全車標準装備

＊11

ファブリック
（ステッチ付）

シートベンチレーション
（運転席・助手席）

スタビライザー
（フロント・リヤ）

■安全装備

S

電動ランバーサポート
（運転席）

タイヤパンク応急修理キット

フロアアンダーカバー
（フロント・センター・リヤ）

“ナビパッケージ” “セーフティパッケージ”

シートバックポケット
（運転席・助手席）
＋ファスナー付ポケット
（助手席）

215/45R17 タイヤ＆17 7J アルミホイール
＊3 ＊4
（ブラック塗装・チタン調塗装樹脂加飾パーツ＋センターオーナメント付）

グリルシャッター

A

“ナビパッケージ”

（前後スライド・リクライニング・シート上下）&
フロントシート 運転席 6 ウェイ
助手席 4 ウェイ
（前後スライド・リクライニング）

286,000 円
（消費税抜き 260,000 円）

195/65R15 タイヤ＆15 6 1/2J アルミホイール（ブラック塗装＋ホイールキャップ付）

ばね上制振制御

A プレミアム

販売店装着オプション

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）

充電ケーブルホルダー
（7.5m 充電ケーブル用）

ソーラー充電システム

本革

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

●デジタルクロック ●電動パワーステアリング（車速感応型） ●チルト＆テレスコピックステアリング ●ハイブリッドシステムインジケーター ●シフトポジションインジケーター
全車標準装備 ●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） ●足踏み式パーキングブレーキ ●キー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）
●ランプ消し忘れウォーニング ●半ドアウォーニング ●ラゲージオープナー（電気式） ●フューエルリッドオープナー（電気式） ●フューエル残量ウォーニング ●パーキングブレーキ戻し忘れウォーニング（ブザー）

＊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. 急速充電インレット（外部給電機能［V2H］付）から取り出した DC（直流）電力を住宅へ供給するに
は別売りの「V2H 機器」が必要です。詳しくは販売店におたずねください。 ＊3. 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）とソーラー充電システムは同時装着できません。
＊4. 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）
を選択した場合、グリルシャッターは非装着となります。 ＊5. 寒冷地仕様、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。 ＊6. 字光
式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊7. 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。 ＊8. 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。 ＊9. オーディオスイッチ、音声認識スイッチ、ハンズフリー通話スイッチは販売店装着オプ
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。 ＊10. 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。 ＊11. 本革シートの一部に人工
皮革を使用しています。 ＊12. 設定色については内外配色一覧表をご覧ください。 ＊13. DVD/CD デッキは搭載されていません。 ＊14. 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。距離目安線、車幅延長線およびステアリング操作に連動する予想進路線をナビ画面に表示します。
また、字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊15. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディ
また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC2.0 ユニットは新しいセキュ
オをご用意しています。詳しくは販売店におたずねください。 ＊16. ETC2.0 ユニット装着車はカードホルダーが非装着となります。
リティ規格に対応しています。
なお、ETC2.0 ユニットは、販売店装着オプションにも設定があります。詳しくは販売店におたずねください。 ＊17. 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。 ＊18. 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。 ＊19. 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ので詳しくは販売店におたずねください。 ＊20. 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。
■「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。 ■ “ ナビパッケージ ”“ セーフティパッケージ ” 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 10％込み）ʼ20 年 7 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」及び
「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。 ■“Wi-Fi®” は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 ■ JBL は Harman International Industries,
Inc. 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。

