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特別仕様車

S“TYPE GOLD”
HYBRID S“TYPE GOLD”
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03Photo：特別仕様車 S“TYPE GOLD”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。 ボディカラーのラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク〈086〉はメーカーオプション。　■写真は合成です。

さりげないゴールドの輝きが、 

見える景色を一変させる。

随所に配された贅沢なこだわりとともに、

磨き上げられたスタイルは、

洗練を知る人にこそ、

ふさわしい。

華麗なるアルファード
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Special Exterior

■フロントグリル（スモークメッキ＋黒メタリック塗装）/ボンネットフードモール（スモークメッキ）/
フロントバンパーモール（スモークメッキ）　■LEDフロントフォグランプモール（スモークメッキ）

■18インチアルミホイール
（高輝度塗装） ※ガソリン車のみ

■専用フロントエンブレム
（ゴールド）※写真はガソリン車

■バックドアガーニッシュ（スモークメッキ）



05Photo：特別仕様車 S“TYPE GOLD”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。 ボディカラーのラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク〈086〉はメーカーオプション。　■写真は合成です。

大胆なアプローチを品よくまとめ上げた、

大人のたたずまい。

■3眼LEDヘッドランプ（スモークメッキ＋ブラックエクステンション）＋LEDクリアランスランプ
（イルミネーション［デイライト］機能付）　■LEDコーナリングランプ

■スーパーUVカット＋IRカット機能
 ＋撥水機能付フロントドアグリーンガラス ※ハイブリッド車は標準装備

■サイドマッドガード（メッキモール付）■LEDシーケンシャルターンランプ（フロント・リヤ）

LEDヘッドランプ（ハイビーム/
アダプティブハイビームシステム）

LEDクリアランスランプ 
（イルミネーション［デイライト］機能付）

LEDコーナリングランプ

LEDヘッドランプ（ロービーム）

LEDシーケンシャル
ターンランプ

フロント リヤ

強く、視線を惹きつける、

大胆な顔つき。



Photo：特別仕様車 S“TYPE GOLD”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。 内装色はブラック。　■写真は販売店装着オプションのフロアマット装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。　
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。
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輝く個性がちりばめられた、

至福の空間。
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■専用シート表皮（ウルトラスエード® [パーフォレーション]＋合成皮革）
■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

■本革巻き4本スポークステアリングホイール＋メタルウッド

Special Interior



Accessories & Customize  1年間2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（株）トヨタカスタマイジング＆

ディベロップメントの取り扱い商品です。

0.0H

価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜（消費税10%込み）’20年4月現在のもの＞で
参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

94,600円 （消費税抜き86,000円）

フロントスポイラー（スモークメッキ）
0.7H〈WA45〉

　

85,800円 （消費税抜き78,000円） 1.5H〈WA47〉

　色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（PPE）＋スモークメッキ
地上高：オリジナルより約30mmダウン

アドバンスドフェイススタイル for“TYPE GOLD”

サイドスカート（スモークメッキ）

色：全ボディカラー対応 
材質：樹脂（ポリプロピレン）＋スモークメッキ
地上高：オリジナルより約30mmダウン 
設定 除く電動サイドステップ（販売店装着オプション）付車

リヤスタイリングキットA（スモークメッキ）　115,500円 （消費税抜き105,000円）1.8H〈WA49〉

　

1.7H〈WA51〉

　

色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ポリプロピレン）＋スモークメッキ　地上高：オリジナルより約25ｍｍダウン
サイズ：【スポーツマフラー】95×75mmスクエアデュアル
※装着の際、バンパー加工が必要となります。　※塗り分け部分はブラック〈202〉となります。
　

93,500円 （消費税抜き 85,000円）

177,100円 

シグネチャーイルミブレード（スモークメッキ）

2.6H〈WB55〉

　

3.7H〈WB52〉

　

材質：樹脂（ABS、アクリル）+スモークメッキ
※ON/OFFスイッチはございません。
　LEDイルミネーションはイグニッション連動で点灯します。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

（消費税抜き 161,000円）

T-Connect SDナビゲーションシステム（メーカーオプション）無車

T-Connect SDナビゲーションシステム（メーカーオプション）付車

T-Connect SDナビゲーションシステム（メーカーオプション）無車 4.1H〈WB53〉

　

T-Connect SDナビゲーションシステム（メーカーオプション）付車

材質：樹脂（ABS）+スモークメッキ
※塗り分け部分はガンメタリック〈11BK12〉となります。3.0H〈WB56〉

　

347 349348+ + のセット

60,500円 （消費税抜き 55,000円）

フロントグリルカバー（スモークメッキ）
0.6H〈WB54〉

　

は標準取付時間です。 作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
■

342

342 343 344 345

343 344

リヤスタイリングキットB（スモークメッキ）　85,800円 （消費税抜き78,000円）
色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ポリプロピレン）＋スモークメッキ　地上高：オリジナルより約25ｍｍダウン
サイズ：【マフラーカッター】95×75ｍｍスクエアデュアル
※装着の際、バンパー加工が必要となります。　※塗り分け部分はブラック〈202〉となります。
※マフラーカッターの排気は片側のみです。もう一方はダミーとなります。

345

346

MODELLISTAエアロキット Ⅳ for“TYPE GOLD” 247,500円 ［お得なセット価格］ （消費税抜き 225,000円）　　　　〈WA43〉　  設定 　除く電動サイドステップ（販売店装着オプション）付車 342 345343+ + のセット341

MODELLISTAエアロキット Ⅲ for“TYPE GOLD” 276,100円 ［お得なセット価格］ 

［お得なセット価格］ 

（消費税抜き 251,000円）　　　　〈WA41〉　  設定 　除く電動サイドステップ（販売店装着オプション）付車
　

342 344343+ + のセット340

348

MODELLISTA WingDancerⅨ〈ブラック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ
BluEarth RV-02　サイズ：20×8.5J＆245/40R20
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブ、ロックナット、専用パターンキーも含まれます。

1台分 412,500円 （消費税抜き 375,000円）
20インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）

0.5H〈WB01〉

　

322

347
36,300円 （消費税抜き 33,000円）

ヘッドライトガーニッシュ（スモークメッキ）
0.5H〈WB57〉

　材質：樹脂（ABS）+スモークメッキ

349

348347 349

設定■　　　のない商品は、全車型に適用です。

Photo：特別仕様車 S“TYPE GOLD”（7人乗り・2WD）[ベース車両はS（7人乗り・2WD）]。ボディカラーのラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク〈086〉はメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキットⅢ for“TYPE GOLD”、アドバンスドフェイススタイル for“TYPE GOLD”、20インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）[MODELLISTA WingDancerⅨ〈ブラック×ポリッシュ〉]を装着しています。
※写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。　
  

点灯時 消灯時

架装部位

4.0H

3.9H

349

344
345 343 322347

349

322 342

348
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Special Equipment

■ブラックインテリア（ルーフ・ピラー）

■ナノイー（フロント・リヤ）
※ハイブリッド車は標準装備
※ガソリン車のフロントは標準装備

■メッキインサイドドアハンドル（フロント・リヤ）
※フロントは標準装備

パワーバックドアスイッチ
（オーバーヘッドコンソール部）

パワーバックドアスイッチ
（バックドア下端部）

■アクセサリーコンセント
　（AC100V・100W）
　 ※ガソリン車は1個、ハイブリッド車は2個

■スマートキー（ゴールドメッキ加飾）

■コンソールボックス
　（ハイグレード[金属調加飾+メタルウッド]）
　 ※ガソリン車のみ

スマートキーやオーバーヘッドコンソールなどの
スイッチ操作ひとつで、バックドアを自動開閉。
■パワーバックドア（挟み込み防止機能付）

■挟み込み防止機能は、挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。
開閉時は十分にご注意ください。　
■パワーバックドアスイッチ（バックドア下端部）は、バックドア開状態で使用できます。

注意：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。

クルマに近づくと、スライドドアが自動で解錠&オープン。
■スマートエントリー（ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能付）
　＋プッシュスタートシステム
■スマートキーによる予約の有効時間は20分以内です。　
■室外検知エリア（ドアの解錠・オープン･施錠）は、左右フロントドアのドアハンドルから半径約0.7〜1.5m以内となります。　
■オープン機能を使用する場合には、ドアから2m以上離れた位置で周囲の安全を確かめた上で車両に近づいてください。　
■パワースライドドアは開閉警告音や音量を3種類から選択可能です。　

スマートキーを携帯していれば、
ワンタッチでパワースライドドアを解錠＆ドアオープン。
■ワンタッチスイッチ付デュアル［両側］パワースライドドア
　（デュアルイージークローザー＋バックドアイージークローザー、挟み込み防止機能付）
　 ※ハイブリッド車は標準装備

■挟み込み防止機能は、挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は
十分にご注意ください。

フロント リヤ
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■アクセサリーコンセント
　（AC100V・100W）
　 ※ガソリン車は1個、ハイブリッド車は2個
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ぶつからないをサポート。

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＊1］
高速道路のクルージングをサポート。

 

［車線維持支援機能］　

［車線逸脱警報機能 / 車線逸脱抑制機能］　

［ふらつき警報機能］　

前方の車両や歩行者（昼夜）、自転車運転者（昼）をミリ波レーダーと単眼カメラで
検出。警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示で衝突の可能性を
知らせ、ブレーキを踏めた場合はプリクラッシュブレーキアシスト。ブレーキを踏め
なかった場 合はプリクラッシュブレーキを作 動させ、衝 突回避または被害軽 減
をサポートします。

LEDの点灯・消灯を細やかに制御することで、先行車や対向車に
光が当たる部分だけを自動的に遮光できるシステムです。

＊3. AHS：Adaptive High-beam System ■自車速度約15km/h以上で作動します。 ■道路状
況、車両状態および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

幅広いシーンで安全安心をサポートする、
次世代の予防安全パッケージ。

Toyota Safety Sense

■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっ
ては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。
■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能
を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。　

■車間距離制御は状況により限界があります。システムを過信せず、安全
運転をお願いします。　■システムの設定上限速度は撤廃されています。
設定速度は、制限速度、交通の流れ、路面環境、天候などを考慮して適切
に設定してください。設定速度の確認は運転者が行う必要があります。　
■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれな
い場合があります。　■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。
詳しくは取扱書をご覧ください。

ブザー音

ブレーキ！

ブザー音

ブレーキ！

夜間歩行者認識

自転車運転者認識

レーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付）

ついていくをサポート。

アダプティブハイビームシステム［AHS＊3］
夜間の見やすさをサポート。

＊4. RSA：Road Sign Assist

ロードサインアシスト［RSA＊4］
標識の見逃し防止をサポート。

標準装備

ぶつからないをサポート。

高速道路のクルージングをサポート。

ついていくをサポート。 夜間の見やすさをサポート。

標識の見逃し防止をサポート。

標準装備

標準装備

標準装備

レーントレーシングアシストのスイッチをONにすると、車線から逸脱する可能性があることを警告したり、車線からの逸脱を避けるためのステアリング操作支援を行いま
す。さらに高速道路や自動車専用道路を走行中、レーダークルーズコントロール(全車速追従機能)の作動時＊2に、車線維持に必要なステアリング操作支援を行います。 

［車線維持支援機能］　
車線中央を走行するために必要なステアリング操作の一部を支援。白（黄）線が検出困難な場合でも先行車両に追従する支援を行います。

［車線逸脱警報機能 / 車線逸脱抑制機能］　
車線から逸脱する可能性をマルチインフォメーションディスプレイに表示、および警報ブザーにより警告するとともに、車線からの逸脱を避けるのに必要なステアリング操作の一部を支援。さらに、車線の判
断については、白線だけでなくアスファルトや縁石などの境界から逸脱すると判定した場合も支援します。

［ふらつき警報機能］　
車両のふらつきを検知したときに、マルチインフォメーションディスプレイ表示で休憩を促す注意喚起を行います。

＊1. LTA：Lane Tracing Assist  ＊2. レーダークルーズコントロールを使用していない場合でも、車線維持支援機能以外の車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能、ふらつき警報機能は作動します。 ■高速道路や自動車専用道路でご使用く
ださい。 ■レーントレーシングアシストは自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ステアリング操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。 ■車線逸脱警報
機能（車線維持支援機能中は除く）、車線逸脱抑制機能、ふらつき警報機能は約50km/h以上で作動します。 ■例えば次のような条件下では、車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能が正常に作動しない場合があるため、使
用しないでください。　●車線と見間違えるような路側構造物がある時（ガードレール、反射ポールなど）　●分合流付近を走行中　●急カーブを走行中　●雨・雪・霧などで車線が見えにくい時 など ■例えば次のような条件下ではシステムの
作動条件が満たされず車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能の作動をキャンセルする場合があります。　●車線を見失った時　●ドライバーの追加運転操作を検知した時（ステアリング、ブレーキ、アクセルの操作など） など　
■車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は走路の境界がはっきり見えない場合、または直線的ではない場合には正常に作動しない場合があります。 ■故意に車線から逸脱して走行するなど、システムの作動を確認する行為はたいへん危険です。
絶対におやめください。 ■車線維持支援機能が先行車に追従する支援を行う場合、先行車が車線を右、または左に片寄って走行、または車線変更した時は、先行車の位置に合わせて自車も片寄って走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。先
行車がふらついた時は、自車もふらついて走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。



ブザー音

ブザー音

ブレーキ！

ブザー音

ブレーキ！

後方から接近する車両を検知して、衝突被害の軽減に寄与。
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）］

駐車場から後退する際に、自車の左右後方から接近してくる車両をレー
ダーで検知。ドアミラー内のインジケーター点滅とブザーによりドライバー
に注意を喚起します。衝突の可能性がある場合は自動的にブレーキ制御を
行うことで接近車両との衝突被害軽減を支援します。
■リヤクロストラフィックオートブレーキは自動（被害軽減）ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まる
ことを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があり
ます。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■リヤ
クロストラフィックオートブレーキのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックガイドモニターと
合わせてご使用ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に
努めてください。 ■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転
してください。 ■リヤクロストラフィックオートブレーキの自動（被害軽減）ブレーキが作動した場合でもブレー
キ制御は2秒で解除されるため、そのまま後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除さ
れるため、再度アクセルペダルを踏むことで後退できます。

ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。
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）］

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に
寄与するシステム。車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーで
知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加。
前後進行方向にある壁などの静止物を検知している場合、発進時にエンジ
ン出力/ハイブリッドシステム出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動（被
害軽減）ブレーキが作動します。
■インテリジェントクリアランスソナーは自動（被害軽減）ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まること
を約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、
衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■安全運転を行う責
任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。 ■ソナーの検知範囲、作動速度には
限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■運転者自身でインテリジェントクリアラ
ンスソナーの自動（被害軽減）ブレーキ制御を試すことはおやめください。 ■インテリジェントクリアランスソナーの
自動（被害軽減）ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。ま
た、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。

駐車場や交差点で、周囲の安全確認をサポート。
パノラミックビューモニター（シースルービュー機能付）

ステアリング操作を自動でアシストし、駐車や出庫を簡単に。
インテリジェントパーキングアシスト2（巻き込み警報機能付）

車両を上から見たような映像をナビ画面に表示するパノラミックビュー
モニター。運転席からの目視だけでは見にくい、車両周辺の状況をリアル
タイムでしっかり確認できます。さらにクルマを透かして外を見るような
映像で周辺を確認できるシースルービューを採用しています。

■カメラが映し出す範囲は限られており、実際より遠く見える場合があります。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を
直接確認しながら運転してください。

超音波センサーとカメラを使って駐車スペースを検知し、目標駐車位置
を自動設定。スイッチを押すだけで、適切な後退開始位置への誘導と後
退駐車のためのステアリング操作のみ自動でアシストします。さらには、
切返しを伴う駐車、縦列駐車、縦列出庫などもアシスト。また、パノラミッ
クビューモニターと機能が統合され、ステアリング操作アシスト中に、車
両周辺の安全確認をサポート。駐車スペースの選択は、ディスプレイに表
示される駐車枠候補の中から希望する位置を直接タッチするだけ。直感
的に操作できます。

■インテリジェントパーキングアシスト2は状況に応じて使用でき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。なお、安全確認およびブレーキ操作は運転する方が十分に行ってください。　

■P10-11の写真は当該車両とは異なります。　■写真は作動イメージです。　■写真のカメラ、レーダーの検知範囲はイメージです。　

標準装備

シースルービュー

11

特別仕様車“TYPE GOLD”は「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」です。 特別仕様車“TYPE GOLD”の先進安全機能
Toyota Safety Sense［レーントレーシングアシスト/プリクラッ
シュセーフティ/レーダークルーズコントロール/アダプティブハイ
ビームシステム/ロードサインアシスト］かつ、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）］装着車

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）は、政府が交通事故防止対策
の一環として普及啓発しているものです。自動（被害軽減）ブレーキやペダル踏み間違い時
加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安
全をサポートします。
■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転
してください。　

Advanced Safety 駐車時も安心できる、先進のテクノロジーを搭載。



Smartphone & Car Navigation

オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。

Smartphone & Car Navigation
スマホ連携機能で、カーライフがますます楽しく。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。

ディスプレイオーディオ装着車で、TVをご利用いただくには、
別途オプションのお申し込みが必要です。【オプションサービス】＊13

メーカー希望小売価格33,000円（消費税抜き30,000円）

スマホアプリをクルマのディスプレイ上で利用できます。
スマホ連携機能

生活の一部となり、進化し続けるスマートフォンとの連携を強化。
スマートフォンでやりたいことがディスプレイ上で直接操作できます。
ナビ案内をはじめ電話、メッセージ、音楽など、運転中でもアプリをご利用いただけます。
■安全への考慮により、スマートフォンの機能やアプリをすべて使えるわけではありません。動画再生アプリはご利用いただけません。

 

SDL（SmartDeviceLink™）＊10＊14
対応スマートフォン：iPhone/Android™

Apple CarPlay＊6＊11
対応スマートフォン：iPhone

 Android Auto™＊6＊12

 対応スマートフォン：Android™

スマートフォンをBluetooth®で接続し、SmartDeviceLink™に対応するアプリをディスプレイ上で使用できます。

iPhoneまたはAndroid™をUSBケーブルで接続し、ディスプレイ上にアプリ画面を表示。
マップ、電話、メッセージ、音楽といった普段お使いのアプリが車両でご利用いただけます。

スマホ連携について
詳しくはこちら

＊1. DCM：Data Communication Module　＊2. 初度登録日から5年間無料になります。＜6年目以降3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月＞　＊3. ワイドFM（FM補完放送）は、AMラジオの放送対象地域に
おいて、難聴（都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴）対策や災害対策を目的に整備されたAMの補完放送です。ワイドFM対応局に限りFM周波数帯（90.1～95MHz）でAM番組の受信が可能です。　＊4. ご利用にはBluetooth®対応機器
（スマートフォン、携帯電話など）が必要です。対応する携帯電話は限られます。動作確認済み機種は販売店におたずねいただくか、（https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html）にてご確認ください。　＊5. 接続機器および記録された
データファイルの状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。　＊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. USBメモリーなどに記録した動画データ（MP4/WMV/AVC）が再生可能です。　＊8. スマートフォンやUSBメモリーなどに記録した音楽データ（MP3/WMA/AAC）が再生可能です。　＊9. Android™スマートフォン/タブレットが対象
です。対応する機種は限られます。動作確認済み機種は、(https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html)でご確認ください。ただし、本機での動作を保証しているわけではありません。　＊10. SmartDeviceLink™ご利用にはBluetooth®
対応のスマートフォンと対応アプリが必要となります。動作確認済み機種および対応アプリの情報は、（https://toyota.jp/dop/navi/function_smartphonelink/）でご確認ください。　＊11. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接
続方法につきましては、（https://www.apple.com/jp/ios/carplay/）でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。　＊12. AndroidAuto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、（https://www.an-
droid.com/auto/）でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。　＊13. 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。　＊14. SmartDeviceLink™
対応のナビアプリ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。　
■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。　■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　■SmartDeviceLink™は、
SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■Apple CarPlay、iPhoneは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。　■iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。　■Android 
Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。　■スマートフォンのアプリのダウンロードやご利用時にかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。　■価格は＜消費税10％込み（’20年4月現在のもの）＞の価格です。　■安全のため、
走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送などの映像、静止画は、安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。

■詳しくは、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。

Connected
「つながる」を合い言葉に、

さらに進化した

アルファードと

ドライバーの関係性。

カーライフをもっと、

安心・便利・快適に。

多彩な機能を一台に集約した10.5インチ大画面のナビゲーションシステム。多彩な機能を一台に集約した10.5インチ大画面のナビゲーションシステム。
T-Connect SDナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステム

SDナビゲーションシステム、オーディオ・ビジュアル機能に加え、スマホ連携機能、
ETC2.0ユニットなどを搭載。さらにトヨタのつながるサービスT-Connectも利用できる
多機能ナビです。また、ETC2.0ユニットは、ETC機能に加え、ナビゲーションと連動して
交通安全をサポートする交通情報を画像や音声などで提供します。

「つながる」ことで、カーライフをもっと安心・便利に。

アルファードはDCM＊1（専用通信機）を標準装備したコネクティッドカー。
クルマとトヨタスマートセンターが通信でつながることで
24時間365日カーライフをしっかりサポート。
充実したサービスを初度登録日から5年間無料＊2でご利用いただけます。
T-Connect SDナビゲーションシステム、およびディスプレイオーディオは、
それぞれスマートフォンとの連携により
ディスプレイ上でスマホアプリが使用可能。
コネクティッドカーの安心・便利をさらに広げます。

トヨタスマートセンター

DCM ＋T-Connect SDナビゲーションシステム
/ディスプレイオーディオ

スマートフォン

■写真は当該車両とは異なります。T-Connect SDナビゲーションシステム　

メーカーオプション

■T-Connect SDナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムの主な機能

SDナビゲーションシステム ETC2.0 Blu-ray・DVD・CD AM/FMチューナー
（ワイドFM対応＊3）

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話・
オーディオ再生）＊4＊5

USB入力
（動画・音楽再生/給電）

＊5＊6＊7＊8

Miracast®対応
＊9

SmartDeviceLink™対応
＊10＊14

Apple CarPlay /
Android Auto™対応
＊6＊11＊12

TV

■ ディスプレイオーディオでも、先進の車載ナビ機能を。

T-Connectナビキット
（販売店装着オプション）装着画面

T-Connectナビキット 
【販売店装着オプション】
従来のナビ機能に加え、
充実のT-Connectサービスをご利用いただけます。

エントリーナビキット 
【販売店装着オプション】
シンプル操作と、上位モデル同等のハイレスポンス性能。
使いやすさを極めたエントリーモデルのナビ機能が使用できます。

■写真は当該車両とは異なります。ディスプレイオーディオ

オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。
ディスプレイオーディオ

インパネ中央部の9インチディスプレイに、オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。
T-Connectナビキット、エントリーナビキットを装着することで、車載ナビとしてもご
利用いただけます。（CD・DVDデッキは販売店装着オプションとして別途ご用意して
います。）

スマートフォンがなくてもナビキットを装着することで、ディスプレイオーディオで車載ナビ機能が使用できます。
（CD・DVDデッキは販売店装着オプションとして別途ご用意しています。）

標準装備

■ ディスプレイオーディオの主な機能

AM/FMチューナー
（ワイドFM対応＊3）

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話・
オーディオ再生）

＊4＊5

USB入力
（動画・音楽再生/給電）

＊5＊6＊7＊8

Miracast®対応
＊9

バックガイドモニター Apple CarPlay /
Android Auto™対応
＊6＊11＊12

TV＊13
【オプションサービス】

「つながる」ことで、カーライフをもっと安心・便利に。

8

8スピーカー SmartDeviceLink™対応
＊10＊14

パノラミックビューモニター

JBLプレミアム
サウンドシステム
（17スピーカー）

サウンドライブラリー インテリジェント
パーキングアシスト2
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Smartphone & Car Navigation

オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。

Smartphone & Car Navigation
スマホ連携機能で、カーライフがますます楽しく。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。

ディスプレイオーディオ装着車で、TVをご利用いただくには、
別途オプションのお申し込みが必要です。【オプションサービス】＊13

メーカー希望小売価格33,000円（消費税抜き30,000円）

スマホアプリをクルマのディスプレイ上で利用できます。
スマホ連携機能

生活の一部となり、進化し続けるスマートフォンとの連携を強化。
スマートフォンでやりたいことがディスプレイ上で直接操作できます。
ナビ案内をはじめ電話、メッセージ、音楽など、運転中でもアプリをご利用いただけます。
■安全への考慮により、スマートフォンの機能やアプリをすべて使えるわけではありません。動画再生アプリはご利用いただけません。

 

SDL（SmartDeviceLink™）＊10＊14
対応スマートフォン：iPhone/Android™

Apple CarPlay＊6＊11
対応スマートフォン：iPhone

 Android Auto™＊6＊12

 対応スマートフォン：Android™

スマートフォンをBluetooth®で接続し、SmartDeviceLink™に対応するアプリをディスプレイ上で使用できます。

iPhoneまたはAndroid™をUSBケーブルで接続し、ディスプレイ上にアプリ画面を表示。
マップ、電話、メッセージ、音楽といった普段お使いのアプリが車両でご利用いただけます。

スマホ連携について
詳しくはこちら

＊1. DCM：Data Communication Module　＊2. 初度登録日から5年間無料になります。＜6年目以降3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月＞　＊3. ワイドFM（FM補完放送）は、AMラジオの放送対象地域に
おいて、難聴（都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴）対策や災害対策を目的に整備されたAMの補完放送です。ワイドFM対応局に限りFM周波数帯（90.1～95MHz）でAM番組の受信が可能です。　＊4. ご利用にはBluetooth®対応機器
（スマートフォン、携帯電話など）が必要です。対応する携帯電話は限られます。動作確認済み機種は販売店におたずねいただくか、（https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html）にてご確認ください。　＊5. 接続機器および記録された
データファイルの状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。　＊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. USBメモリーなどに記録した動画データ（MP4/WMV/AVC）が再生可能です。　＊8. スマートフォンやUSBメモリーなどに記録した音楽データ（MP3/WMA/AAC）が再生可能です。　＊9. Android™スマートフォン/タブレットが対象
です。対応する機種は限られます。動作確認済み機種は、(https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html)でご確認ください。ただし、本機での動作を保証しているわけではありません。　＊10. SmartDeviceLink™ご利用にはBluetooth®
対応のスマートフォンと対応アプリが必要となります。動作確認済み機種および対応アプリの情報は、（https://toyota.jp/dop/navi/function_smartphonelink/）でご確認ください。　＊11. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接
続方法につきましては、（https://www.apple.com/jp/ios/carplay/）でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。　＊12. AndroidAuto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、（https://www.an-
droid.com/auto/）でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。　＊13. 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。　＊14. SmartDeviceLink™
対応のナビアプリ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。　
■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。　■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　■SmartDeviceLink™は、
SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■Apple CarPlay、iPhoneは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。　■iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。　■Android 
Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。　■スマートフォンのアプリのダウンロードやご利用時にかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。　■価格は＜消費税10％込み（’20年4月現在のもの）＞の価格です。　■安全のため、
走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送などの映像、静止画は、安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。

■詳しくは、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。

Connected
「つながる」を合い言葉に、

さらに進化した

アルファードと

ドライバーの関係性。

カーライフをもっと、

安心・便利・快適に。

多彩な機能を一台に集約した10.5インチ大画面のナビゲーションシステム。多彩な機能を一台に集約した10.5インチ大画面のナビゲーションシステム。
T-Connect SDナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステム

SDナビゲーションシステム、オーディオ・ビジュアル機能に加え、スマホ連携機能、
ETC2.0ユニットなどを搭載。さらにトヨタのつながるサービスT-Connectも利用できる
多機能ナビです。また、ETC2.0ユニットは、ETC機能に加え、ナビゲーションと連動して
交通安全をサポートする交通情報を画像や音声などで提供します。

「つながる」ことで、カーライフをもっと安心・便利に。

アルファードはDCM＊1（専用通信機）を標準装備したコネクティッドカー。
クルマとトヨタスマートセンターが通信でつながることで
24時間365日カーライフをしっかりサポート。
充実したサービスを初度登録日から5年間無料＊2でご利用いただけます。
T-Connect SDナビゲーションシステム、およびディスプレイオーディオは、
それぞれスマートフォンとの連携により
ディスプレイ上でスマホアプリが使用可能。
コネクティッドカーの安心・便利をさらに広げます。

トヨタスマートセンター

DCM ＋T-Connect SDナビゲーションシステム
/ディスプレイオーディオ

スマートフォン

■写真は当該車両とは異なります。T-Connect SDナビゲーションシステム　

メーカーオプション

■T-Connect SDナビゲーションシステム＋JBLプレミアムサウンドシステムの主な機能

SDナビゲーションシステム ETC2.0 Blu-ray・DVD・CD AM/FMチューナー
（ワイドFM対応＊3）

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話・
オーディオ再生）＊4＊5

USB入力
（動画・音楽再生/給電）

＊5＊6＊7＊8

Miracast®対応
＊9

SmartDeviceLink™対応
＊10＊14

Apple CarPlay /
Android Auto™対応
＊6＊11＊12

TV

■ ディスプレイオーディオでも、先進の車載ナビ機能を。

T-Connectナビキット
（販売店装着オプション）装着画面

T-Connectナビキット 
【販売店装着オプション】
従来のナビ機能に加え、
充実のT-Connectサービスをご利用いただけます。

エントリーナビキット 
【販売店装着オプション】
シンプル操作と、上位モデル同等のハイレスポンス性能。
使いやすさを極めたエントリーモデルのナビ機能が使用できます。

■写真は当該車両とは異なります。ディスプレイオーディオ

オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。
ディスプレイオーディオ

インパネ中央部の9インチディスプレイに、オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。
T-Connectナビキット、エントリーナビキットを装着することで、車載ナビとしてもご
利用いただけます。（CD・DVDデッキは販売店装着オプションとして別途ご用意して
います。）

スマートフォンがなくてもナビキットを装着することで、ディスプレイオーディオで車載ナビ機能が使用できます。
（CD・DVDデッキは販売店装着オプションとして別途ご用意しています。）

標準装備

■ ディスプレイオーディオの主な機能

AM/FMチューナー
（ワイドFM対応＊3）

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話・
オーディオ再生）

＊4＊5

USB入力
（動画・音楽再生/給電）

＊5＊6＊7＊8

Miracast®対応
＊9

バックガイドモニター Apple CarPlay /
Android Auto™対応
＊6＊11＊12

TV＊13
【オプションサービス】

「つながる」ことで、カーライフをもっと安心・便利に。

8

8スピーカー SmartDeviceLink™対応
＊10＊14

パノラミックビューモニター

JBLプレミアム
サウンドシステム
（17スピーカー）

サウンドライブラリー インテリジェント
パーキングアシスト2

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。　 13



装備 ナビ機能

スマホ連携・TV T-Connectサービス

SmartDevice
LinkTM・
Apple 

CarPlay・
Android 
Auto™

TV＊11

標準サービス
5年間無料＜6年目以降

3,630円（消費税抜き3,300円）/年、
 または330円（消費税抜き300円）/月＞

オプションサービス

安心・安全 快適・便利 安心・安全 快適・便利

T-Connect
SDナビゲーションシステム
（メーカーオプション）

・ヘルプネット

・リモート
メンテナンス

メール

・マイカーサーチ
（カーファインダー）
・ハイブリッドナビ＊12

・エージェント
・マップオン
デマンド＊13

・Apps

・CDタイトル
情報取得

・マイカーサーチ Plus
＜2,420円（消費税抜き2,200円）/年、
または220円（消費税抜き200円）/月＞

・オペレーターサービス
＜3,630円（消費税抜き3,300円）/年、
または330円（消費税抜き300円）/月＞

・オペレーターサービス Plus
＜6,050円（消費税抜き5,500円）/年、
または550円（消費税抜き500円）/月＞ディスプレイオーディオ

（標準装備）
＋

T-Connectナビキット
（販売店装着オプション）

＜33,000 円
（消費税抜き
30,000 円）＞  ーディスプレイオーディオ

（標準装備）
＋

エントリーナビキット
（販売店装着オプション）

ー ー
ディスプレイオーディオ

（標準装備） ー

■標準機能　■オプションサービス

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。基本利用料は5年間無料＜6年目以降3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月＞。

24時間365日、専任のオペレーターが丁寧に応対します。行ってみたい場所の名称が曖昧なときにも、ご希望に沿った目的地を検索し、ナビに送信します。さらに、
オペレーターサービス Plusなら目的地をご案内した後、予約＊3が必要な場合もそのまま依頼できます。ホテル、レストラン、国内航空券＊4、レンタカーの予約が
行えるので、急な旅行・出張の際も便利です。

ドアのこじ開けなどでオートアラームの作動を検知すると、メール・
電話やスマホアプリ「MyTOYOTA」＊6にすみやかにお知らせします。
さらにお客様のご要望により、車両の位置追跡や警備員の派遣も行い
ます。

突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や消防に取り次ぎ、迅速な緊急車両
の手配を行います。また、エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続。ドクターヘ
リ等の早期出動判断＊8を行うD-Call Net®＊9にも対応しています。
さらに、あおり運転などのトラブルのときにも警察へ状況に応じて通報します。

走行中でも、あなたのリクエストにオペレーターが細やかにお応え。

クルマの駐車位置を、スマホですぐに探せる。

MyTOYOTAは
右記のQRコードからダウンロードできます。

・マイカーの日々の状態をスマホでチェック
・過去の運転を振り返る

離れていても愛車を見守り。 事故や急病時、さらにあおり運転で困ったときでも安心。

＊1. 別途利用料が必要です。サービス利用料は、オペレーターサービス＜3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月＞、オペレーターサービス Plus＜6,050円（消費税抜き5,500円）/年、または550円
（消費税抜き500円）/月＞、 マイカーサーチ Plus＜2,420円（消費税抜き2,200円）/年、または220円（消費税抜き200円）/月＞。 ＊2. オペレーターサービスとオペレーターサービス Plusはどちらか一方のみお選びいただけます。 ＊3. ご希望に
沿えない場合があります。 あらかじめご了承ください。 ＊4. マイレージカードが必要になります。また、マイレージカードはJAL、ANAのみとなります。 ＊5. 専用通信機（DCM）が通信できる状態・環境の場合、ご利用いただけます。 ＊6. スマ
ホアプリ「MyTOYOTA」のインストールが必要です。なお、スマホOSのバージョンにより、ご利用できない場合があります。対応OSについてはアプリ紹介サイト（https://toyota.jp/tconnectservice/service/sp_app.html）をご確認
ください。 ＊7. ご利用にはサービス開始操作が必要です。 ＊8. ドクターヘリは、必ずしも出動するものではありません。場所、時間帯、天候などによって出動できない場合があります。 ＊9. D-Call Net®の詳細は認定NPO法人 救急ヘ
リ病院ネットワーク（HEM-Net）サイト（http://www.hemnet.jp/）をご確認ください。 ＊10. 事前にナビでの設定が必要です。また、一定期間毎に再設定が必要です。 ＊11. ご利用にはT-Connect契約が必要です。 ＊12. ご利用に
は、マップオンデマンドのサービス有効期限内で、T-Connectの利用契約が必要です。 ＊13. メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステムの場合は初度登録日、販売店装着オプションのT-Connectナビキットの場合は
購入日をサービス利用開始日とし、利用開始日から3年間ご利用いただけます。また、販売店にて「全更新（最新版地図ソフトを購入いただき、すべての地図データを更新）」されると、全更新日から2年間ご利用いただけます。（なお、利用開始
日から3年未満に「全更新」された場合、ご利用期間は全更新日から2年間となりますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ、ご利用期間は利用開始日から3年間となります。）

■“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。 ■“D-Call Net®”は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)の登録商標です。 ■T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。
■T-Connectオンラインサービスは安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。 ■自動車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。運転
中は、運転手以外の方がご利用ください。 ■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。 ■掲載のサービス内容は2020年12月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortium
の商標、または登録商標です。 ■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。 ■価格は＜消費税10％込み（’20年4月現在のもの）＞の価格です。 ■画面はイメージです。

■詳しくは、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。

ドライブ中も、知りたい情報を素早くお届け。

使い方に合わせて、選べるサービス。

スマホアプリ「MyTOYOTA＊6」で、離れていてもクルマを見守り。

もしものときに、ドライバーやクルマを守る。

カーファインダー

 

T-Connect Services   いつものドライブが、スマホひとつでもっと安心・快適に。T-Connect Services  

走行中でも、あなたのリクエストにオペレーターが細やかにお応え。
オペレーターサービス／オペレーターサービス Plus＊1＊2

【T-Connect SDナビゲーションシステム装着車、T-Connect ナビキット装着車にオプションサービス】

離れていても愛車を見守り。
マイカーサーチ Plus＊1＊5

【オプションサービス】

事故や急病時、さらにあおり運転で困ったときでも安心。
ヘルプネット®＊7（エアバッグ連動タイプ）

クルマの駐車位置を、スマホですぐに探せる。
マイカーサーチ（カーファインダー＊10）

【T-Connect SDナビゲーションシステム装着車、T-Connectナビキット装着車に標準サービス】

クルマの駐車位置をスマホアプリの地図上で確認できます。

MyTOYOTAは
右記のQRコードからダウンロードできます。
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トヨタ アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLD”/ HYBRID S“TYPE GOLD”主要装備一覧表
特別仕様車 ベース車両

ガソリン車 ハイブリッド車 ガソリン車 ハイブリッド車
2WD/4WD E-Four 2WD/4WD E-Four

S“TYPE GOLD” S
7人乗り 7人乗り

外装・メカニズム

タイヤ＆
ホイール

＊1 高輝度塗装
2WD  

-19,800円（消費税抜き-18,000円）
2WD 

-12,100円（消費税抜き-11,000円）
4WD  

-62,700円（消費税抜き-57,000円）
4WD 

-55,000円（消費税抜き-50,000円）
スペアタイヤ（応急用タイヤ）

235/50R18 97Vスチールラジアルタイヤ（18×7½Jアルミホイール）

225/60R17 99Hスチールラジアルタイヤ（17×6½Jハイパークロームメタリック塗装アルミホイール） 

215/65R16 98Hスチールラジアルタイヤ（16×6½Jアルミホイール）

＊2 11,000円（消費税抜き10,000円） 11,000円（消費税抜き10,000円）

メッキ

メッキ（ハイブリッド車専用）
メッキ

メカニズム アイドリングストップ機能（Stop & Start System）
2WD  

57,200円（消費税抜き52,000円）＊3
2WD 

57,200円（消費税抜き52,000円）＊3
4WD 4WD

外装

ボンネットフードモール、フロントバンパーモール、バックドアガーニッシュ、LEDフロントフォグランプモール スモークメッキ
フロントグリル スモークメッキ＋黒メタリック塗装
フロントエンブレム ゴールド（ハイブリッド車専用）
サイドマッドガード メッキモール付

ウインドゥ・
ミラー

ツインムーンルーフ（フロントチルト&リヤ電動スライド＋挟み込み防止機能付） 2WD
121,000円（消費税抜き110,000円）

2WD
121,000円（消費税抜き110,000円） 121,000円（消費税抜き110,000円）121,000円（消費税抜き110,000円）

フロントドアグリーンガラス
スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付 ＊4
スーパーUVカット

リヤアンダーミラー
安全

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/
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）、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］

ブラインドスポットモニター［BSM］ ＊5＊6 ＊5＊6
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）］ ＊5＊6 ＊5＊6
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
パノラミックビューモニター（シースルービュー機能付） ＊7 ＊5 ＊5
インテリジェントパーキングアシスト2（巻き込み警報機能付） ＊7 ＊5 ＊5
ITS Connect 27,500円（消費税抜き25,000円） 27,500円（消費税抜き25,000円）

ブラックエクステンション

視界

3眼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（イルミネーション[デイライト]機能付） スモークメッキ＋ブラックエクステンション
2眼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
LEDシーケンシャルターンランプ（フロント・リヤ）
LEDコーナリングランプ
LEDリヤフォグランプ（両側） ＊8

デジタルインナーミラー
55,000円（消費税抜き50,000円）＊39 55,000円（消費税抜き50,000円）＊39
121,000円（消費税抜き110,000円）＊6 121,000円（消費税抜き110,000円）＊6

内装・快適性
インパネまわり オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） エアロ専用 ハイブリッド車用 エアロ専用 ハイブリッド車用
ステアリング 本革巻き4本スポークステアリングホイール メタルウッド

NAVI・AI-SHIFT ＊9 ＊9
ドアまわり インサイドドアハンドル（メッキ） フロント・リヤ フロント

電源

シフト

アクセサリーコンセント
AC100V・100W　　　　　　　　 ＊10 1個 1個 8,800円

（消費税抜き8,000円）

AC100V・1500W　　　　　　　  ＊11 3個 48,400円
（消費税抜き44,000円）

2個

3個 66,000円
（消費税抜き60,000円）

空調

フルオートエアコン（前席左右・前後独立温度コントロール）
S-FLOW［1席集中モード］＋
湿度センサー＋排気ガス検知式
内外気自動切替システム付

S-FLOW［1席集中モード］＋
湿度センサー＋排気ガス検知式
内外気自動切替システム付

「ナノイー」 フロント・リヤ フロント・リヤ フロント＊12 フロント・リヤ

蓄冷エバポレーター（フロント）
2WD＊3 2WD＊3
4WD 4WD

シート表皮 シート表皮 ウルトラスエード®（パーフォレーション）＋合成皮革 ファブリック
天井 ルーフヘッドライニング（ルーフ・ピラー） ブラック ライトグレー

収納

操作性

コンソールボックス
ハイグレード（中段トレイ＋フタ付小物入れ＋カップホルダー2個付）

スタンダード（小物入れ＋カップホルダー2個付）

大型スタンダードコンソールボックス（小物トレイ＋カップホルダー2個付） 
金属調加飾+メタルウッド

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）
＋プッシュスタートシステム＋スマートキー2個＊13＊14

ウェルカムパワースライドドア＆予約ロック機能 スマートキー（ゴールドメッキ加飾）
予約ロック機能

ワンタッチスイッチ付パワースライドドア
（デュアルイージークローザー、挟み込み防止機能付）＊14

デュアル（両側）＋バックドアイージークローザー
助手席側

68,200円（消費税抜き62,000円）

パワーバックドア（挟み込み防止機能付） ＊15

＊16
＊15＊16

ナビゲーション
・オーディオ

T-Connect SDナビゲーションシステム＊17＋JBLプレミアムサウンドシステム＊18
【ナビ】 10.5インチディスプレイ、FM多重VICS
【オーディオ・ビジュアル機能】 Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、サウンドライブラリー＊19、
USB入力（動画・音楽再生/給電）＊20、Miracast®対応、TV、17スピーカー（12chアンプ）
【スマホ連携】 SDL（SmartDeviceLinkTM）、Apple CarPlay、Android Auto®対応
【T-Connect】 ヘルプネット、マイカーサーチ（カーファインダー）
【その他】 Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）、音声認識、ETC2.0ユニット（VICS機能付）＊21＊22

 732,600円
（消費税抜き666,000円）

＊5＊23＊24

721,600円
（消費税抜き656,000円）

＊5＊23＊24

721,600円
（消費税抜き656,000円）

＊5＊23＊24  

ディスプレイオーディオ＊25＊26
【オーディオ・ビジュアル機能】 9インチディスプレイ、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）＊20、Miracast®対応、8スピーカー
【スマホ連携】 SDL（SmartDeviceLinkTM）・Apple CarPlay・Android AutoTM対応
【T-Connect】 ヘルプネット
13.3インチリヤシートエンターテインメントシステム（HDMI入力端子付＊27） 198,000円（消費税抜き180,000円）＊28 198,000円（消費税抜き180,000円）＊28
DCM（専用通信機）＋ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）
TV
T-Connectナビキット ＊29

＊38
                           

エントリーナビキット ＊29
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） ＊21＊22＊30
ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊21＊30
CD・DVDデッキ ＊23

その他

その他 寒冷地仕様（熱線式ウインドシールドデアイサー＋PTCヒーター＊31など） ＊32 31,900円
（消費税抜き29,000円）＊24

31,900円
（消費税抜き29,000円）＊24

 
2WD 35,200円

（消費税抜き32,000円）＊24
4WD 31,900円

（消費税抜き29,000円）＊24

2WD 39,600円
（消費税抜き36,000円）＊24

4WD 36,300円
（消費税抜き33,000円）＊24

 
 

 

  

主な全車標準装備　●タイヤパンク応急修理キット＊2　●エアスパッツ（フロント・リヤ）＊33　●オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（LEDサイドターンランプ付）＊34　●補助確認装置（2面鏡式、カラード）＊35　●バックガイドモニター＊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（セカンドシート左右席）＊36　●アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個）＊37　●運転席ロアボックス（カードホルダー付＊21）　●サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納＊2　など

＊1. 235/50R18 97Vスチールラジアルタイヤには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。　＊2. 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、サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納の右側に装着されます。　＊3. アイドリングストップ機能、蓄
冷エバポレーターはセットでメーカーオプション。　＊4. 寒冷地仕様を選択した場合、スーパーUVカット＋IRカット機能＋撥水機能付グリーンガラスとなります。　＊5. ブラインドスポットモニター、リヤクロストラフィックオートブレーキ、パノラミックビューモニター、インテリジェントパーキン
グアシスト2、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。　＊6. T-ConnectSDナビゲーションシステム非装着時に、ブラインドスポットモニター、リヤクロストラフィックオートブレーキ、デジタルインナーミラーのセットをメーカーオプション選択できます。
＊7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊8. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。　＊9. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、NAVI・AI-SHIFTが同時装着されます。　＊10. 合計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。　＊11. 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。
＊12. T-ConnectSDナビゲーションシステムを選択した場合、「ナノイー」（リヤ）が同時装着されます。　＊13. 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。　＊14. スマートキーにパワースライドドア開閉スイッチ（デュアル［両側］または助手席側）が付きます。　＊15. スマートキーに予約セットスイッチ、パワーバッ
クドア開閉スイッチが付きます。　＊16. 予約ロック機能はデュアル［両側］または助手席側パワースライドドアおよびパワーバックドアに設定されます。その際、デュアル［両側］パワースライドドアの場合は両側スライドドアに設定され、助手席側パワースライドドアの場合は助手席側スライドド
アのみに設定されます。　＊17. サービスのご利用には、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. ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。　＊19. SDカードが別途必要
となります。　＊20. 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。　＊21. ETC2.0ユニットまたはETC車載器装着車は、カードホルダーが非装着となり運転席ロアボックス内に装着されます。なお、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. 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。　＊23. T-Connect SDナビゲーションシステムとCD・DVDデッキは同時装着できません。　＊24. T-Connect SDナビゲーションシステムと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額されます。　＊25. ナビ
ゲーションシステムは含まれません。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。　＊26. CD・DVDデッキは販売店装着オプションとしてご用意しています。　＊27. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応で
きないものがあります。　＊28. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、装着できます。　＊29. 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。　＊30. 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）、ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプは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に装着できます。　＊31. PTC［自己温度制御シ
ステム］：Positive Temperature Coefficient　＊32. 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。　＊33. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。
＊34. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。また、T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、カメラ（左右）＋ヒーター付となります。　＊35. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、補助確認装置は装着されません。　＊36. 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。　＊37. 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。　＊38. 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。　＊39. T-Connect SDナビゲーションシステム選択時にデジタルインナーミラーを追加で選択可能です。
■装備の詳細につきましてはベース車両のカタログをご参照ください。　■「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）'20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。　■“TYPE GOLD” はグレード名称ではありません。　■“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。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標
です。　■「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。　■“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。　■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。

 
 

 
 
メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

標準装備特別装備

オプションサービス 
販売店装着オプション

メタルウッド メタルウッド

15



16

ベース車両 トヨタ アルファード 主要諸元表
ガソリン車 ハイブリッド車

S HYBRID S
7 人乗り

2WD 4WD 4WD※

■車両型式・重量・性能
車両型式 3BA-AGH30W-PFXSK＊1 3BA-AGH35W-PFXSK＊1 6AA-AYH30W-PFXSB＊1★
車両重量＊2＊3＊4 kg 1,960＊5＊6 2,020＊7 2,140＊5
車両総重量＊2＊3＊4 kg 2,345＊5＊6 2,405＊7 2,525＊5
最小回転半径 m 5.8 5.6

燃料消費率
［国土交通省
審査値］

  
  
 

km/L 10.6〈11.2〉 10.6 14.8

市街地モード km/L 7.3〈8.2〉 7.8 12.6

郊外モード km/L 11.5〈11.8〉 11.3 15.6
高速道路モード km/L 12.4〈12.8〉 12.0 15.4

 　　　 km/L ー 18.4

主要燃費改善対策
アイドリングストップ装置＊8（4WD）、自動無段変速機、
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

ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無
段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング

■寸法

全長×全幅×全高 mm 4,950×1,850×1,935 4,950×1,850×1,950
ホイールベース mm 3,000
トレッド フロント／リヤ mm 1,575＊9／1,580＊10 1,575＊9／1,570＊11 1,600／1,595
最低地上高＊12 mm 160 170 165
室内長×室内幅×室内高＊12 mm 3,210×1,590×1,400＊13 3,210×1,590×1,400 3,210×1,590×1,400＊13
■エンジン
型式 2AR-FE 2AR-FXE
総排気量 L 2.493
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
最高出力＜ネット＞ kW（PS）/r.p.m. 134（182）/6,000 112（152）/5,700
最大トルク＜ネット＞　 N・m（kgf・m）/r.p.m. 235（24.0）/4,100 206（21.0）/4,400〜4,800
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L 75 65

■走行装置・トランスミッション

サスペンション フロント／リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスプリング／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（16インチ）／ベンチレーテッドディスク（16インチ）
作動方式 油圧式 油圧・回生ブレーキ協調式

トランスミッション 自動無段変速機（Super CVT-i） 電気式無段変速機
■フロントモーター
型式/種類 — 2JM/交流同期電動機

最高出力 kW(PS) — 105（143）
最大トルク N・m(kgf・m) — 270（27.5）
■リヤモーター
型式/種類 — 2FM/交流同期電動機
最高出力 kW(PS) — 50（68）
最大トルク N・m(kgf・m) — 139（14.2）
■動力用主電池
種類/容量 Ah — ニッケル水素電池/6.5

※ハイブリッド車の駆動方式はE-Four（電気式4輪駆動方式）となります。
●〈　　〉はガソリン2WDアイドリングストップ機能装着車の燃料消費率です。
＊1. 特別仕様車 S“TYPE GOLD”、特別仕様車 HYBRID S“TYPE GOLD”の
車両型式の末尾は（G）が付きます。
＊2. 特別仕様車 S“TYPE GOLD”、特別仕様車 HYBRID S“TYPE GOLD”は、
10kg増加します。　
＊3. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。　 
＊4. T-Connect SDナビゲーションシステムと13.3インチリヤシートエンターテ
インメントシステムを装着した場合、20kg増加します。　
＊5. ツインムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。　
＊6. 17インチタイヤを装着した場合、10kg減少します。　
＊7. 16インチタイヤを装着した場合、20kg減少します。　
＊8. 2WD車にアイドリングストップ機能を装着した場合、アイドリングストップ
装置が追加となります。　
＊9. 16インチタイヤまたは17インチタイヤを装着した場合、1,600mmとなります。
＊10. 17インチタイヤを装着した場合、1,605mmとなります。　
＊11. 16インチタイヤを装着した場合、1,595mmとなります。　
＊12. 社内測定値。　
＊13. ツインムーンルーフを装着した場合、1,360mmとなります。

●燃料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)に応じて燃
料消費率は異なります。
●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。

■写真は特別仕様車 S“TYPE GOLD”

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。自動車重量
税の軽減措置が受けられます（2021年4月30日までに新規登録を受
ける車を対象）。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置
が受けられます（2021年3月31日までの新車登録車を対象）。2019
年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されまし
た。2019年10月1日から2021年3月31日まで臨時的軽減措置が受
けられます。詳しくは販売店におたずねください。

●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。

■“ALPHARD” “TOYOTA SAFETY SENSE” “HYBRID SYNERGY 
DRIVE” “EFI” “E-Four” “OPTITRON” “サウンドライブラリー” 
“T-Connect” “TCスマホナビ” “ロードアシスト24” “マイカーサーチ” は
トヨタ自動車（株）の商標です。
■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

Body Color

ラグジュアリー
ホワイトパール
クリスタルシャイン
ガラスフレーク〈086〉
※メーカーオプション

ホワイトパール
クリスタルシャイン〈070〉
※メーカーオプション

ブラック〈202〉

スパークリング
ブラックパール
クリスタルシャイン〈220〉
※メーカーオプション

■ 内外配色一覧表  標準設定　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

内装色 ブラック

ボディカラー〈カラーコード〉

ホワイトパールクリスタルシャイン 〈070〉 33,000円（消費税抜き30,000円）

ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク 〈086〉 33,000円（消費税抜き30,000円）

ブラック 〈202〉

スパークリングブラックパールクリスタルシャイン 〈220〉 33,000円（消費税抜き30,000円）

■ 価格表

※1. 沖縄地区は価格が異なります。 ※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。　
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’20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。　
■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 
■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（15,190円＜’20年4月時点の金額＞）が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

メーカー希望小売価格※1
消費税抜き

北海道地区
メーカー希望小売価格※2 消費税抜き

アルファード 特別仕様車
S“TYPE GOLD” 7人乗り

2WD 4,240,000円 3,854,545円 4,275,200円 3,886,545円
4WD 4,495,000円 4,086,364円 4,526,900円 4,115,364円

アルファード 特別仕様車
HYBRID S“TYPE GOLD” 7人乗り E-Four 5,040,000円 4,581,818円 5,071,900円 4,610,818円

■「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。
■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。特にスパークリングブラック
パールクリスタルシャイン〈220〉は黒、紫など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのアルファード取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　 全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　  オープン時間365日 9：00～16：00　  所在地〒450 - 8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。　（このカタログの内容は ’ 21年2月現在のもの）　ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。
HDP18100-2102

https://toyota.jp


