
RS 
 LimitedⅡ

CROWN特別仕様車　
HYBRID 2.5 RS“Limited Ⅱ”/  
HYBRID 2.5 RS  Four “Limited Ⅱ”/2.0 RS“Limited Ⅱ”



その圧倒的なダイナミックさに心を揺さぶられる。

ダーク基調の引き締まったコーディネートで、

アグレッシブな魅力を放つ特別仕様車 RS“LimitedⅡ”。

細部までこだわり抜いたダイナミックなデザインが、

オーナーのスポーツマインドをかきたてる。

02  -03



Photo：特別仕様車 HYBRID 2.5 RS“Limited Ⅱ”［ベース車両はRS（2.5Lハイブリッド車）］。ボディカラーのプレシャスメタル〈1L5〉はメーカーオプション。

RS LimitedⅡ
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フロントグリル＆バンパー
（漆黒メッキモール付）
ダークなカラーで、躍動感あふれる
フォルムがより一段と力強く。

フロント
フォグランプリング
（漆黒メッキ）
深みのある漆黒のリングが、
迫力あるフロントグリルと
美しく調和。

3眼LEDヘッドランプ
＋ LEDクリアランス
ランプ＋ LEDシーケ
ンシャルターンランプ
（スモーク塗装エクステ
ンション付）
スモークを基調としたデザイン
で、シャープな印象をさらに
強調。　　　

EQUIPMENT



　   RS LimitedⅡPhoto：特別仕様車 HYBRID 2.5 RS“Limited Ⅱ”［ベース車両はRS（2.5Lハイブリッド車）］。
ボディカラーのプレシャスメタル〈1L5〉はメーカーオプション。

ラゲージガーニッシュ
（スモークメッキ）
後ろ姿にもこだわって、スモークメッキ
の落ち着いた輝きをプラス。

専用 18インチアルミホイール
（マットブラック塗装/RS仕様専用）
＆センターオーナメント
マットブラックのホイールが足元に精悍
さをもたらし、アクティブな走りを演出。
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センターコンソール
（メタル調加飾）
細部までこだわった幾何学模様の加飾と、
ブラック内装のコンビネーションでスポーティ
な室内空間を創出。

メタル調

巧みなパターンから
放たれるクールな輝き
が印象的。

EQUIPMENT



Dealer Option
フロアマット（特別仕様車専用）
1台分 78,650円 （消費税抜き71,500円）
RS“Limited Ⅱ”専用 〈A0GP〉 
 色：［本体］ブラック ［パイピング部］シルバー
 材質：ナイロン  ※写真は運転席。

フロアマットを固定する工夫が施されています。
運転席・助手席とも、2カ所に取り付けられた回転ノブ
でフロアマットをしっかり固定。走行中のマットのずれ
を防止します。取り外しもスムーズにできます。

■トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。　■他のフロアマット類と
重ねて使用しないでください。　■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おりますので、詳しくは各販売店におたずねください。　■トヨタ純正用
品について保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付
けた日（販売した日）から3年 間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。

RS“Limited Ⅱ”専用

トヨタ純正用品（販売店装着オプション）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

Photo：特別仕様車 HYBRID 2.5 RS“Limited Ⅱ”［ベース車両はRS（2.5Lハイブリッド車）］。ボディカラーのプレシャスメタル〈1L5〉はメーカーオプション。
内装色は特別設定色ダークグレー＆ブラック。 ■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。 　   RS LimitedⅡ

本革シート表皮
（ブラック/シルバーステッチ） 
＋前席シートベンチレーション
シルバーのステッチを効かせて、
よりスポーティでクールな印象に。

スマートキー
（専用ガンメタリックカラー/
 金属加飾）（2個）
クールなガンメタリックカラーが、
スポーティな走りへと誘う。

イージークローザー
（全ドア）
半ドア状態でも確実に閉める
サポート機能を、すべての
ドアに採用。

ドアトリム
（ダークグレー）
深みのある落ち着いた
カラーで、インテリアに
気品と重厚感を。



2.5L ハイブリッド車 2WD/4WD 2.OL  ターボガソリン車 2WD

特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両

RS“LimitedⅡ”/ 
RS  Four“LimitedⅡ” RS/RS Four

S“Elegance StyleⅢ”/ 
S Four“Elegance

StyleⅢ”
S/S Four RS“LimitedⅡ” RS

外
装
・
メ
カ
ニ
ズ
ム

225/45R18タイヤ&18×8Jアルミホイール＆センターオーナメント
マットブラック塗装/

RS仕様専用

スーパークローム
メタリック塗装/

RS仕様専用

スーパークローム
メタリック塗装

39,600円
（消費税抜き36,000円）

マットブラック塗装/
RS仕様専用

スーパークローム
メタリック塗装/

RS仕様専用

225/45R18タイヤ&18×8Jノイズリダクションアルミホイール
（ハイパークロームメタリック塗装）&センターオーナメント
225/45R18タイヤ&18×8Jアルミホイール

（スパッタリング塗装/RS仕様専用）&センターオーナメント
66,000円

（消費税抜き60,000円）
66,000円

（消費税抜き60,000円）
215/55R17タイヤ&17×7Jアルミホイール 

（スーパークロームメタリック塗装）&センターオーナメント　　　

フロントグリル 漆黒メッキモール付 専用（ブラック塗装＋
メッシュパターン） ダークグレー 漆黒メッキモール付 専用（ブラック塗装＋

メッシュパターン）

フロントバンパー 漆黒メッキモール付 メッキモール付 漆黒メッキモール付 メッキモール付

フロントバンパーロアグリル 漆黒メッキリング付 艶ありブラック 漆黒メッキリング付 艶ありブラック

リヤバンパー 専用（メッシュパターン） 専用（メッシュパターン）

リヤスポイラー

ラゲージガーニッシュ スモークメッキ スモークメッキ

ロッカーモールディング 専用（メッキモール付） 専用（メッキモール付）

エキゾーストテールパイプ 左右4本出し 左右2本出し 左右4本出し

ハイブリッドシンボルマーク リヤ

トルセン®LSD(センターデフ)付トランスファー　 4WD車　

ECB(電子制御ブレーキシステム)　

VDIM［EBD付ABS&VSC&TRC&EPS］

ばね上制振制御

アイドリングストップ機能（Stop & Start System）

EVドライブモード

ドライブモードセレクト（SPORT/NORMAL/ECO/SNOW）

安
全
装
備
・
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト

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］・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］

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   

パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） ＊1

パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）/リヤクロストラフィックアラート

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）/リヤカメラディテクション ★

パノラミックビューモニター                                                                   ＊1 ＊2 ★

ITS Connect 27,500円（消費税抜き25,000円）

プラスサポート（急アクセル時加速抑制）

車両接近通報装置

ポップアップフード（予防連携機能付） ＊1

3眼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（デイライト
機能/おもてなし照明付）＋LEDシーケンシャルターンランプ＋ヘッドランプクリーナー

スモーク塗装
エクステンション付

スモーク塗装
エクステンション付

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

LEDリヤコンビネーションランプ LEDシーケンシャルターンランプ付 LEDシーケンシャルターンランプ付

リヤフォグランプ（リヤバンパー中央） ＊3 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 
（ヒーター付/運転席側ワイドビュー）＋リバース連動機能&足元照明　  ＊2  

操
作
性

ハイブリッドシステムインジケーター

エコドライブインジケーター（ランプ・ゾーン表示機能付）

カラーヘッドアップディスプレイ ★

シフトノブ（ストレートタイプ、メッキモール付） PVC＊4

シーケンシャルシフトマチック 6速（Sモード） 8速（Mモード）

スマートエントリー＆スタートシステム（全ドア）　        ＊5
スマートキー（専用ガン

メタリックカラー/
金属加飾）×2

スマートキー×2
スマートキー（専用シャ

インゴールドカラー/
　金属加飾）×2

スマートキー×2
スマートキー（専用ガン

メタリックカラー/
金属加飾）×2

スマートキー×2

                                 ＋フロントドア＆リヤドア   

電動式リヤサンシェード 33,000円（消費税抜き30,000円）

イージークローザー（ラゲージドア）　
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  RS“Limited Ⅱ”  HYBRID  2.5 RS“Limited Ⅱ”/HYBRID 2.5  RS Four“Limited Ⅱ” /2.0 RS “Limited Ⅱ” 
  S“Elegance Style Ⅲ”  HYBRID  2.5 S“Elegance Style Ⅲ”/HYBRID 2.5 S Four“Elegance Style Ⅲ” 

トヨタ クラウン 特別仕様車 主要装備一覧表



2.5L ハイブリッド車 2WD/4WD 2.OL  ターボガソリン車 2WD

特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両

RS“LimitedⅡ”/ 
RS  Four“LimitedⅡ” RS/RS Four

S“Elegance StyleⅢ”/ 
S Four“Elegance

StyleⅢ”
S/S Four RS“LimitedⅡ” RS

内
装
・
快
適
性

シート表皮

本革　　　　　　　　　　　    ＊6 ブラック/シルバーステッチ ブラック/シルバーステッチ

ファブリック＋合成皮革

ブランノーブ®＋合成皮革 コハク/コハクステッチ

シートヒーター（前席［3段階温度設定］）　　　　　 

前席シートベンチレーション

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）

リヤセンターアームレスト（カップホルダー付）　　　

パワーウインドゥスイッチベース ダークシルバー＋
シルバー塗装

カーボン調＋
サテンメッキ加飾 ダークシルバー＋シルバー塗装 ダークシルバー＋

シルバー塗装
カーボン調＋

サテンメッキ加飾

インテリア加飾（センターロアパネル、センターコンソール） メタル調 カーボン調 木目調 アルミ調 メタル調 カーボン調

ドアトリム&インストルメントパネルオーナメント表皮＆
センターコンソールサイド ダークグレー コハク/コハクステッチ ダークグレー 

サテンメッキ加飾（センターコンソール）                                               　

左右独立温度コントロールフルオートエアコン（前席集中モード・花粉除去モード付）  蓄冷エバポレーター

「ナノイー X」

スイングレジスター

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）           ＊7＊8 44,000円（消費税抜き40,000円）

充電用USB端子（2個）　           ＊9

イルミネーテッドエントリーシステム（フロント足元LED照明＋LEDルームランプ）        

ラゲージボックス（トランクマット＋ラゲージトレイ付）  

ラゲージトレイ（トランクマット付）                                                 ＊8

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
・
そ
の
他

T-Connect SDナビゲーションシステム＊10＆
クラウン・スーパーライブサウンドシステム（10スピーカー/8chオーディオアンプ）

【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）、T-Connect for CROWN、
FM多重VICS（VICS WIDE対応）＊11

【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、microSD＊12、AM/FM（ワイドFM対応）、サウンドライブ
ラリー＊12、USB入力端子、地上デジタルTV、ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）

【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLink™）、Apple CarPlay、Android Auto™対応
【その他】バックガイドモニター＊ 2、ETC ユニット＊13、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   

DCM（専用通信機）

ETC2.0ユニット（VICS機能付）　 ＊11＊13＊14 16,500円（消費税抜き15,000円）

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］ 侵入センサー付

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー、PTC＊15 ヒーター［ガソリン車］など）  ＊16 6,600円（消費税抜き6,000円） 14,300円（消費税抜き13,000円）

工具（ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ）

 

★の装備はメーカーパッケージオプション（セーフティーパッケージPlus）に含まれる装備です。   パッケージオプションの価格は111,100円（消費税抜き101,000円）となります。

■“Limited Ⅱ”、“Elegance Style Ⅲ”はグレード名称ではありません。　■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」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。 ■ “トルセン®”は株式会社JTEKTの商標です。 ■“ブランノーブ®”はTBカワ
シマ株式会社の登録商標です。　■「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。　■“Blu-ray DiscTM(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。 ■“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。

【その他の標準装備】　●タイヤパンク応急修理キット  ●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）   ●電動パーキングブレーキ & ブレーキホールド  ●ドアウインドゥフレームモールディング & ドアベルトモール
ディング（SUS）   ●アウトサイドドアハンドル（メッキ）   ●フロントエキゾーストパイプ（シングル）   ●ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント・リヤ）   ● 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）  ●ドライブスタートコントロール   ●ヒルスタートアシストコントロール   ●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）  ●上下調整式リヤヘッドレ
スト  ●全席 ELR 付 3 点式シートベルト（前席・後左右席プリテンショナー & フォースリミッター機構 & テンションリデューサー & 予防連携機能付）  ●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）＊17   ●チャイルドプロテクター（リヤドア）   ● LEDフロントフォグランプ   ● LED ハイマウントストップ
ランプ   ● LED ライセンスプレートランプ   ●ウインドシールドグリーンガラス（遮音・UV カット機能、トップシェード付）   ●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 & 撥水機能付）   ●リヤドア・バックウインドゥ
グリーンガラス（UV カット機能付ソフトプライバシーガラス）   ●ウォッシャー連動時間調整式フロント間欠ワイパー（車速感応・ダイレクトスプレー機能付）  ●リヤウインドゥデフォッガー   ●緊急ブレーキシグナル   ●自動防眩インナー
ミラー  ●オートワイパー（雨滴感知式）   ●オプティトロン 2 眼メーター（メーター照度コントロール、メーターリング照明付） ●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付）   ●電動（オートチルトアウェイ＋リターン
機能付）チルト＆テレスコピックステアリング   ●マルチインフォメーションディスプレイ（7 インチ TFT カラー）   ●デジタルクロック（マルチインフォメーションディスプレイ内表示）   ●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・ハンズフリー通話・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）   ●電動パワーステアリング（車速感応型）   ●シフトレバーブーツ   ●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（挟み込み防止機能 + キー OFF 後作動機能付）   ●車速感応式オートパワードアロック（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 & フューエルリッドオープナー   ●ブレーキウォー
ニング   ●キー置き忘れ防止ブザー   ●半ドアウォーニング   ●フューエル残量ウォーニング   ●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）   ●サイドデフロスター付フロントピラー   ●サテンメッキ
インサイドドアハンドル（ロックノブレスタイプ）   ●ステンレス製ドアスカッフプレート（フロント車名ロゴ入り）   ●クリーンエアフィルター（花粉脱臭タイプ）  ●リヤヒーターダクト　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊18   ●天井
LED 照明（フロントパーソナルランプ［タッチセンサー式］×2、ルームランプ［タッチセンサー式］×1、リヤ読書灯×2）   ● LEDドアカーテシランプ（フロントドア・リヤドア）   ●ラゲージルームランプ   ●オーバーヘッドコンソールボッ
クス   ●センターコンソールボックス（左右両開きタイプ）     ●フロントカップホルダー（LED 照明付）    ●グローブボックス（LED 照明・キー付）   ●ドアポケット＆ボトルホルダー   ●シートバックポケット（運転席・助手席）   ●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）   ●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［リヤ右側］付）　など

■主要装備一覧表につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご参照ください。
＊1. 字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊2. 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ます。また、ドアミラーはカメラ付（左右）となります。 ＊3. リヤフォグランプは
寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。  ＊4. PVC [ポリ塩化ビニル]：Polyvinyl Chloride  ＊5. 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。 ＊6. 本革シートの一部には合成皮革を使用しています。 ＊7. 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。 ＊8. アクセサリーコンセントを選択した場合、ラゲージトレイの形状が変更となります。 ＊9. DC5V/2.1A （消費電力10.5W）の
電源としてご使用ください。 ＊10. ディスク、メディアによっては再生できない場合があります。また、B-CASカードはあらかじめ受信機に装着されています。 ＊11. ETC2.0ユニット（VICS機能付）を選択した場合、3メディアVICS（VICS WIDE対応）になり
ます。 ＊12. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウンで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSD
カードのデータは再生できない場合があります。 ＊13. ETCユニット/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。詳しくは販売店におたずねください。 ＊14. 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。 ＊15. PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient  ＊16. 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。＊17. 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。 ＊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。 

特別装備 標準装備 メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）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



標準設定 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

Body Colors 7

「ナノイー X」＊1

「ナノイー  X」は、「ナノイー」の10倍の量のOH ラジカルを含む
微粒子イオンです。センターレジスターの運転席側吹き出し口
から室内へ放出され、車室内を快適な空気環境に導く「ナノ
イー」がさらに進化しました。

［「ナノイー」の技術］

内外配色一覧表

内装色 シート表皮 インテリア加飾 プレシャスメタル
〈1L5〉

ブラック
〈202〉

プレシャス
ブラックパール
〈219〉

ダークブルー
マイカ
〈8S6〉

プレシャス
ホワイトパール
〈090〉

シルバー
メタリック〈1F7〉

エモーショナル
レッドⅡ〈3U5〉

RS“Limited Ⅱ”   ダークグレー
＆ブラック

本革
（シルバーステッチ）

メタル調
55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

S“Elegance Style Ⅲ ” コハク
ブランノーブ®＋合成皮革
（コハクステッチ ）

木目調
55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円） 

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

特別設定

メーカーオプション メーカーオプション

※「サポトヨ」とは
　“サポートトヨタ”の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート
詳しくはこちらをご覧ください。
https://toyota.jp/sapotoyo/

特別仕様車RS“Limited Ⅱ”とS“Elegance Style Ⅲ”は「セーフティ・サポートカー S〈ワイド〉」です。
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（対歩行者）、ペダル踏み
間違い時加速抑制装置＊1、車線逸脱警報＊2、先進ライト＊3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。
＊1. マニュアル車は除く　＊2. 車線維持支援装置でも可　＊3. 自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう
■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。

。

お肌や髪にやさしい弱酸性

ウイルス★1・菌★2の抑制・脱臭 ★3

花粉 ★4・PM2.5★５・カビ★６

■「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。　■“ブランノーブ ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。　■ボディカラーは撮影、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。　■鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、セルフリストアリングコートが破壊された場合には、傷は復元しません。傷の復元する時間は、傷の深さや
周囲の温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、セルフリストアリングコートを暖めることで復元する時間を短くすることができます。耐用年数は5～8年ですが、その後も一般塗装よりも傷がつきにくい状態を保ちます。ワックスをかける
場合はコンパウンド (研磨剤) の入っていないものをご使用ください。

クラウンのボディを彩るエクステリアカラーには、洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを採用。
分子レベルで結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。

（全カラーに採用 ）SELF RESTORING COAT

シルバーメタリック
SILVER METALLIC〈1F7〉

ブラック
BLACK〈202〉

プレシャスメタル
PRECIOUS METAL〈1L5〉

PRECIOUS WHITE PEARL〈090〉
プレシャスホワイトパール

Comfort

メーカーオプション ダークブルーマイカ
DARK BLUE MICA〈8S6〉

プレシャスブラックパール
PRECIOUS BLACK PEARL〈219〉

メーカーオプション

10-1 1

EMOTIONAL REDⅡ 〈3U5〉
エモーショナルレッドⅡ

■写真（上段）は特別仕様車 HYBRID 2.5 RS“Limited Ⅱ”
［ベース車両はRS（2.5Lハイブリッド車）］、（下段）は特別

仕様車 HYBRID 2.5 S“Elegance Style Ⅲ”［ベース車両は
S（2.5Lハイブリッド車）］。

＊  1. 「nanoe（ナノイー）」= nano-technology + electric 最先端のテクノロジーから生まれた 
“水につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。＊   2. 試験機関：（一財）日本食品分析センター
／試験方法：実車において付着したウイルス感染価を測定／抑制の方法：「ナノイー」を放出／
対象：付着したウイルス／試験したウイルスの種類：1種類／試験結果：1時間で99％以上抑制。
第20073697001-0101号。報告書日付：2020年 12月 4日   ＊  3. 試験機関：（一財）日本食
品分析センター／試験方法：実車において付着した菌数を測定／抑制の方法：「ナノイー」を
放出／対象：付着した菌／試験した菌の種類：1種類／試験結果：1時間で99％以上抑制。第
15038623001-0101号。報告書日付：2015年 5月12日   ＊  4. 試験機関：パナソニック
株式会社プロダクト解析センター／試験方法：実車において布に付着させたタバコ臭を6段階臭
気強度表示法による検証／脱臭の方法：「ナノイー」を放出／対象：付着したタバコ臭／試験結
果：1時間で臭気強度 1.8以上低減。BAA33-150318-M35。 ＊  5. 試験機関：パナソニック株
式会社プロダクト解析センター／試験方法：実車において布に付着させた花粉（スギ）を ELISA
法により計測／抑制の方法：「ナノイー」を放出／対象：付着した花粉（スギ）／試験結果：1時
間で69％以上抑制。BAA33-150303-F03。 ＊  6. 試験機関：パナソニック株式会社プロダクト
解析センター／試験方法：実車において布に付着させた有機物量を測定／抑制の方法：「ナノ
イー」を放出／対象：PM2.5に含まれるとされる有害物質（ヘキサデカン,安息香酸）／試験結果：
2時間で57%以上を分解。Y14MK301。 ＊  7. 試験機関：（一財）日本食品分析センター／試
験方法：実車において付着させたカビ菌の発育数を測定／抑制の方法：「ナノイー」を放出／
対象：付着したカビ菌／試験したカビ菌の種類：1種類／試験結果：2時間作動でカビ菌の抑制
効果確認。第 15025055001-0101号。報告書日付：2015年 5月12日
●「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。

★1、★2、★3、★4 車室空間での試験による約 1 時間の効果で
あり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。＊2 ＊3 
＊4 ＊５

★5、★6 車室空間での試験による約 2 時間の効果であり、実使用
環境・実使用条件での結果ではありません。＊6 ＊7

●効果には個人差や作動条件による差があります。

■写真は作動イメージです。



内装色 シート表皮 インテリア加飾 プレシャスメタル
〈1L5〉

ブラック
〈202〉

プレシャス
ブラックパール
〈219〉

ダークブルー
マイカ
〈8S6〉

プレシャス
ホワイトパール
〈090〉

シルバー
メタリック〈1F7〉

エモーショナル
レッドⅡ〈3U5〉

RS“Limited Ⅱ”   ダークグレー
＆ブラック

本革
（シルバーステッチ）

メタル調
55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

S“Elegance Style Ⅲ ” コハク
ブランノーブ®＋合成皮革
（コハクステッチ ）

木目調
55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

55,000円
（消費税抜き
50,000円） 

55,000円
（消費税抜き
50,000円）

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのクラウン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9 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。
 発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。 HDT23103-2109

ベース車両 トヨタ クラウン 主要諸元表
2.5L ハイブリッド車 2.0L ターボ

ガソリン車
2WD/4WD 2WD

RS/RS Four S/S Four RS

車両型式・駆動方式・重量・性能

車両型式

2WD
（後輪駆動方式）

6AA-AZSH20- 
AEXRB※1

6AA-AZSH20- 
AEXMB※2 

3BA-ARS220- 
AEZRZ※1

4WD
（4輪駆動方式
［フルタイム4WD］）

6AA-AZSH21- 
AEXRB※1

6AA-AZSH21- 
AEXMB※2 ー

車両重量 kg 1,770［1,850］
※3

1,730［1,820］
※3※4 1,720※3

車両総重量 kg 2,045［2,125］ 
※3

2,005［2,095］ 
※3※4 1,995※3       

最小回転半径 m 5.3 ［5.7］ 5.3

燃料消費率   
（国土交通省
 審査値）

 km/L 20.0［18.2］ 12.4

市街地モード  km/L 17.2［14.9］ 8.7

郊外モード  km/L 20.8［19.2］ 12.6

高速道路モード  km/L 20.9［19.4］ 15.1

 km/L 23.4［21.0］ 24.0［21.0］ 12.8

主要燃費改善対策

ハイブリッドシステム、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

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

寸法・定員

全長×全幅×全高 mm 4,910×1,800×1,455［1,465］

ホイールベース mm 2,920

トレッド   フロント/リヤ mm 1,560/1,560

最低地上高 ※5 mm 135［130］

室内長×室内幅×室内高 ※5 mm 1,955×1,500×1,185

乗車定員 名 5

［　 ］は4WDです。　※1. 特別仕様車HYBRID 2.5 RS“Limited Ⅱ”、HYBRID 2.5 RS Four“Limited Ⅱ”、 2.0 RS“Limited Ⅱ”の車両型式の末尾には（S）が付きます。　※2. 特別仕様車HYBRID 2.5 S“Elegance Style Ⅲ”、HYBRID 2.5 
S Four“Elegance Style Ⅲ”の車両型式の末尾には（E）が付きます。　※3. 電動式リヤサンシェードを装着した場合、10kg 増加します。　※4. 18インチアルミホイールを装着した場合、10kg 増加します。　※5. 社内測定値。

●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。

●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。

■“CROWN” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “TOYOTA SAFETY SENSE” “TOYOTA D-4S” “TOYOTA D-4ST” “ECT” “VDIM” “VSC” “TRC” “ECB” “OPTITRON” “サウンドライブラリー” “T-Connect”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

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。

2.5L ハイブリッド車   2.0L ターボ
  ガソリン車

2WD/4WD   2WD

RS/RS Four S/S Four   RS

エンジン

型式 A25A-FXS 8AR-FTS

総排気量 L 2.487 1.998

種類 直列4気筒

使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛プレミアム
ガソリン

最高出力 〈ネット〉  kW（PS）/r.p.m. 135（184）/6,000 180（245）
/5,200～5,800

最大トルク 〈ネット〉  N・m（kgf・m）/
r.p.m. 221（22.5）/3,800～5,400 350（35.7）

/1,650～4,400

燃料供給装置 筒内直接＋
ポート燃料噴射装置（D-4S）

筒内直接＋
ポート燃料噴射装置

（D-4ST）

燃料タンク容量 L 66

走行装置 　　　

サスペンション フロント/リヤ マルチリンク式コイルスプリング/
マルチリンク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/ベンチレーテッドディスク

作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

トランスミッション

トランスミッション 電気式無段変速機
スーパーインテリジェ
ント8速オートマチック

〈8 Super ECT〉

モーター

型式 1KM ー

種類 交流同期電動機 ー

最高出力  kW（PS） 105（143） ー

最大トルク N・m（kgf・m） 300（30.6） ー

動力用主電池

種類 ニッケル水素電池 ー

容量 Ah 6.5 ー

＊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）’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。　■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。   ■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（12,340円＜’21年6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）

 RS“Limited Ⅱ”   

HYBRID 2.5 RS“Limited Ⅱ” 5,450,000円（4,954,545円） 5,456,600円（4,960,545円）

HYBRID 2.5 RS Four“Limited Ⅱ” 5,670,000円（5,154,545 円） 5,676,600円  （5,1 60,545円）

2.0 RS“Limited Ⅱ” 5,230,000円（4,754,545円） 5,244,300円（4,767,545円）

 S“Elegance Style Ⅲ ”
HYBRID 2.5 S“Elegance Style Ⅲ” 5,290,000円（4,809,091円） 5,296,600円（4,815,09 1円）

HYBRID 2.5 S Four“Elegance Style Ⅲ” 5,5 10,000円（5,009,091 円） 5,516,600円（5,015,09 1円）

価格表



ブランノーブ®＋合成皮革
シート表皮（コハク/コハク
ステッチ）
琥珀をモチーフにした落ち着きの
あるカラーで、本物の贅を知る大人
のための上質な空間に。

天然の美“琥珀色”

上品で優しく、温もり
を感じさせる“琥珀
色”。それは、数千万年の時をかけ、
木の樹脂から生まれた宝石ならでは
の美しさ。

ドアトリム＆センターコンソール　   
サイド（コハク/コハクステッチ）
シートカラーとコーディネートしたさりげない
コハクステッチがアクセントとなって、洗練
された雰囲気を演出。

コハク

EQUIPMENT



Dealer Option
フロアマット（特別仕様車専用）
1台分 78,650円 （消費税抜き71,500円）
S“Elegance Style Ⅲ”専用 〈A0GP〉
 色：［本体］ブラック ［パイピング部］コハク  
 材質：ナイロン  ※写真は運転席。

フロアマットを固定する工夫が施されています。
運転席・助手席とも、2カ所に取り付けられた回転ノブ
でフロアマットをしっかり固定。走行中のマットのずれ
を防止します。取り外しもスムーズにできます。

■トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。　■他のフロアマット類と
重ねて使用しないでください。　■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おりますので、詳しくは各販売店におたずねください。　■トヨタ純正用
品について保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付
けた日（販売した日）から3年 間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。

S“Elegance Style Ⅲ ”専用

トヨタ純正用品（販売店装着オプション）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

Photo：特別仕様車 HYBRID 2.5 S“Elegance Style Ⅲ”［ベース車両はS（2.5Lハイブリッド車）］。ボディカラーのプレシャスホワイトパール〈090〉はメーカーオプション。
内装色は特別設定色コハク。  ■“ブランノーブ®”はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

ヘリンボーン
V字型を縦横に組み
合わせたデザインは、
重厚な中にどこか  
親しみを感じさせる。

04-05

センターコンソール
（木目調加飾）
ヘリンボーン柄の木目の色と、
コハクのインテリアカラーが美しく
調和し、ひときわエレガントに。

イージークローザー
（全ドア）
半ドア状態でも確実に
閉めるサポート機能を
すべてのドアに採用。

スマートキー
（専用シャインゴールドカラー/   
金属加飾）（2個）
手にする歓びがさらに高まる、美しく
エレガントな専用カラー。



その優美なたたずまい、心やすらぐ世界に魅了される。

凛とした外観、琥珀をモチーフにしたインテリアが、

気高く美しく響きあう特別仕様車 S“Elegance StyleⅢ”。

ゆとりに満ちた人生を謳歌されているオーナーに、

心から寛げる優雅なひとときを約束する。



Photo：特別仕様車 HYBRID 2.5 S“Elegance Style Ⅲ”［ベース車両はS（2.5Lハイブリッド車）］。ボディカラーのプレシャスホワイトパール〈090〉はメーカーオプション。 

02-03

225/45R18タイヤ&専用18インチ
ノイズリダクションアルミホイール
（ハイパークロームメタリック塗装）
&センターオーナメント

大径のホイールが足元を引き締め、一段
と優雅に。インチアップしたタイヤにより
走行性能もさらに向上。

フロントグリル
（ダークグレー）
フロントフェイスに独特の雰囲気
をもたらし、シックな印象に。

EQUIPMENT



CROWN特別仕様車　
HYBRID 2.5 S“Elegance Style Ⅲ”/HYBRID 2.5 S Four “Elegance Style Ⅲ”


