通 信 で つ な が る

トヨ タの ナビは

T-Connectは、おクルマと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、
いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートします。
クルマとつながる、未来のカタチ、T-Connect。

トヨタ
スマートセンター

Wi-Fiで
“つながる”
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販売店装着オプション T-Connectナビ 対応サービス

※メーカーオプションのディスプレイオーディオ
＋T-Connectナビキットに対応したT-Connectサービスの
詳細につきましては、車両カタログをご確認ください。

新しい道路情報 ＊1を自動更新 ＊2 しかも３年間無料＊3

マップオンデマンド

新しい道路情報を自動でダウンロードして更新するサービスです。高速・有料道路は開通後 最短即日（平均2週間程度）、
一般道路は随時反映されるので、いつでも新しい道路情報でルートをご案内します。

自動更新だから、操作はカンタン、ワンタッチ
エンジンをかける、
または目的地設定をすると、
自動で新しい道路の情報を
カーナビにダウンロードし、
更新準備が完了します。

トヨタ
スマートセンター

ダウンロード

全国トヨタ販売店＊5のau Wi-Fiスポットでも更新できます
たとえば点検などでトヨタ販売店に立ち寄った
ついでに、店舗のau Wi-Fiスポットで
パスワード不要
新しい道路情報に更新。
通信料無料
スマホやケータイによる通信を利用しなくても、
気軽にマップオンデマンドのサービスを利用できます。

地図更新 のボタンを
＊4
押すだけ。

・全国の
「高速道路」
「有料道路」
・
「自宅」
周辺80km四方の道路
・
「目的地」
周辺10km四方の道路

「自動更新」による
更新範囲

N EW

「au Wi-Fiスポット」に
よる更新範囲

・全国の
「高速道路」
「有料道路」
・都道府県単位の道路
（同時に3都道府県まで選択可能）

マップオンデマンドの便利な地図更新サービスは、最長５年間、無料でご利用いただけます

ナビ購入後３年以内に、販売店にて最新版地図ソフト（１回のみ無償）で全地図更新すると、全更新日から２年間、無料期間が延長します。
なお、通信更新のご利用には、T-Connectの契約が必要です。また、全地図更新の作業工賃が発生する場合があります。
詳しくは各販売店におたずねください。
購入

１年後

２年後

３年後（初回車検）

４年後

５年後

全地図更新（無償）

最長

３年間無料

２年間無料

５年間
無料

＊1：高速・有料道路は最短即日
（平均2週間程度）
で更新します。
更新データの収集/整備状況により、
配信までに3ヶ月程度かかる場合があります。
一般道路はデータ収集/整備後、
順次配信します。＊2：パソコン経由での更新もご利用いただけます。
詳細については、
T-Connectサイト
（https://toyota.jp/tconnectservice/）
でご確認ください。＊3：販売店装着オプションナビの場合はナビ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＜１回のみ無償＞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。）＊4：地図更新ボタンを押さない場合、次回エンジンをかけた時に、道路情報が更新されます。＊5：一部対応していない場合があります。
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販売店装着オプション T-Connectナビ 対応サービス

※メーカーオプションのディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキットに
対応したT-Connectサービスの詳細につきましては、車両カタログを
ご確認ください。

ビッグデータを活用し、最適にナビゲーション

ハイブリッドナビ

＊1

トヨタスマートセンターで収集した、
リアルタイムの走行情報やVICS等の外部情報を組み合わせた膨大なデータを用いて、
センター内に保有する地図データで最適なルートを探索し、
ナビに配信します。
また、
案内ルートを外れた時のリルートなど、
素早い応答が必要な場合は、
ルートの再探索をナビでの処理にハイブリッドに切り替えます。

専用のオペレーターが24時間365日、カーライフをサポート

オペレーターサービス

＊2

専用のオペレーターによる丁寧できめ細かい応対により、お客様に代わってナビに目的地を設定します。
行ってみたいお店の名称が曖昧な場合などにも、条件を伺いながらご希望に沿った目的地探しをサポートします。
また、
「 マイオペレーター」と話しかけるだけでオペレーターへおつなぎします。＊3

○○○へ行きたい

お調べいたしました
ナビに目的地を設定します

ナビの
目的地設定
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レストラン・駐車場
などのご案内

電話番号の
ご案内

ロードアシスト24
への取り次ぎ

夜間・休日
診療機関のご案内

エージェント
からの引き継ぎ

ドライブ中でも、ナビと会話しながら目的地の設定ができる

エージェント（音声対話サービス）
ドライブ中でもエージェントが音声で応えてナビの目的地を探し、目的地に設定してくれます。
「この近くのレストランを探して」
「 駐車場があるところ」など、会話を重ねて条件を絞り込むことができます。
また、
「 マイエージェント」と話しかけるだけでエージェントが起動します。＊3

マイエージェント

ピッと鳴ったら、お話しください

近くの喫茶店を探して

駐車場があるところ

現在地周辺の喫茶店を
お調べしました
絞り込み

2番目を目的地にセット

その他にも

現在地周辺の駐車場がある
喫茶店をお調べしました
喫茶店○○○に
目的地を設定しました

「営業中のところ」
「おいしい○○」
「先週行ったレストラン」
「今日のニュースを教えて」
「明日の天気を教えて」...など

事故や急病時、さらにあおり運転で困ったときにもワンタッチで通報

ヘルプネット

＊2 ＊4

万が一の際、ボタンを押すだけで専門のオペレーターにつながり、自動で送信された車両位置情報に基づいて緊急車両を手配。
今いる場所の住所が分からない場合にも、迅速に緊急車両の手配ができる安心のサービスです。
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。

HELP!

＊1：ハイブリッドナビのご利用には、
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。
（マップオンデマンドのサービス有効期限外で、T-Connect利用契約中の場合は、
「Tルート探索」
がご利用いただけます。
サービスについて詳しくは、T-Connectサイト
〈https://toyota.jp/tconnectservice/〉
でご確認ください。
）
＊2：Bluetooth®によるハンズフリー通話の設定が必要です。通話料はお客様負担です。

＊3：ボイスサポート機能に対応するナビでご利用いただけます。対応ナビは限られます。詳しくは、P.8をご確認ください。
＊4：ご利用にはサービス利用開始操作が必要です。

◆“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。

05

販売店装着オプション T-Connectナビ 対応サービス

※メーカーオプションのディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキットに
対応したT-Connectサービスの詳細につきましては、車両カタログを
ご確認ください。

好みのアプリをナビにインストールできる

Apps（アップス）

走行情報や車両情報と連動した、ナビ専用アプリをご用意。
お好みのアプリをインストールすることで、自分仕様のナビに変えていくことができます。

＊1

無料

エージェント＋

いつもNAVI スピード注意

無料

行き先を予測し、渋滞情報など
役立つ情報を案内します。

スピードに注意しながら安全運転を
心がけることができます。

車両の状況に応じた情報をお知らせ

リモートメンテナンスメール

＊2

お客様の車両の状況に応じて、車検・点検のご案内や販売店のイベントに関する情報を、
T-Connectナビやスマホアプリ「MyTOYOTA」などにお知らせするサービスです。

スマホ向けサービス

スマホとナビが連携して、便利さがひろがる
トヨタ
スマートセンター

MyTOYOTA

＊3 ＊4

最新の走行距離や日々のドライブ記録をいつでも確認できる「マイカーログ」＊5
などの安心・便利な機能が充実しております。

日々のドライブの記録をチェック
愛車から送られてくる最新情報を確認できます。

無料 ［スマホアプリ］

MyTOYOTA

トップ画面

マイカーログ

※画面はイメージです。車種により表示が異なります。

＊1：アプリのアイコン・画面デザインは変更となる場合があります。車種により、
お使いいただけないアプリがあります。詳しくはT-Connectサイト(https://toyota.jp/tconnectservice/)でご確認ください。
＊2：リモートメンテナンス店の登録が必要です。一部ご利用いただけないリモートメンテナンス店がございます。

＊3：車種により、
ご利用いただけるサービスが異なります。詳しくは、T-Connectサイト(https://toyota.jp/tconnectservice/)でご確認ください。
＊4：T-ConnectのIDと
「TOYOTA/LEXUS共通ID」
の紐付けが必要です。

＊5：マイカーログのご利用には、Appsアプリ
「エージェント+(無料)」
のインストールが必要です。

06

サービス一覧表
装備

●

標準設定

▲

オプションサービス

販売店装着オプション

メーカーオプション

T-Connectナビ

ディスプレイオーディオ
+ T-Connectナビキット

ー

設定なし

T-Connectナビ

＋

ディスプレイオーディオ

お客様がお持ちのいずれかの通信機器＊6
・スマートフォン

Wi-Fi テザリング＊7

or

T-Connectナビキット

・ケータイ

Wi-Fi テザリング＊7

or

・Wi-Fi通信機

DCM（専用通信機）

（Wi-Fiスポット・Wi-Fiルーター）
Ｔ-Connectナビ 9インチモデル

装備価格

259,600円（税込）
Ｔ-Connectナビ

※メーカーオプションの価格につきましては、
P.19をご確認ください。

149,600円（税込）
通信方法

お客様がお持ちの通信機器

DCM

T-Connect（携帯接続）

T-Connectスタンダード

0円

5年間無料

通話料はお客様負担

3,630円/年（税込）
330円/月（税込）

マップオンデマンド

●

●

ハイブリッドナビ

●

プラン
基本利用料

パケット通信料・

6年目以降

●

▲

T ーConnectサービス

オペレーターサービス

●

3,630円/年（税込）、330円/月（税込）

オペレーターサービス Plus＊8

ー

6,050円/年（税込）、550円/月（税込）

エージェント

●

●

ヘルプネット

●

●（エアバッグ連動）

カーファインダー

ー

● マイカーサーチ

エンジン始動通知

ー

車両の位置追跡

ー

警備員の派遣

ー

アラーム通知

ー

愛車見守り
サービス

▲

▲

マイカーサーチ Plus
2,420円/年（税込）、220円/月（税込）

TV
スマホ
アプリ

お得な
関連商品

Apps

●

●

リモートメンテナンスメール

●

●

TV視聴（12セグ+ワンセグ）

●

MyTOYOTA

●

●

T-Connect利用者向けauスマホ利用料割引

ー

対象

トヨタつながるクルマの保険プラン

ー

対象

（引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

▲ TVオプション

33,000円（税込）

＊6：ご利用いただく通信機器・接続方法により、
通信事業者への申込手続き及び利用料金が必要になる場合があります。詳しくは各通信事業者へお問い合わせください。
＊7：対応Wi-Fi通信方式＜802.11b/g/n＞、
対応セキュリティ方式＜WEP・WPA・WPA2・Wi-Fi Protected Setup™＞
＊8：オペレーターサービス Plusは、
ホテル、
レストラン、
レンタカー予約などを行えるサービスです。
利用条件などについて、
詳しくは車両カタログもしくはT-Connectサイト(https://toyota.jp/tconnectservice/)をご確認ください。

◆サービスの詳細は、
T-Connectサイト
（https：//toyota.jp/tconnectservice/）
にてご確認ください。

◆動作確認済みスマートフォン、
ケータイは
右記QRコードからご確認ください。

●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。
【ご利用にあたっての注意事項】
■掲載の内容は2021年6月現在です。
サービス、
価格は予告なく変更・中止される場合があります。
■画面はイメージで実際とは異なる場合があります。
■通信機器をご使用になる場合は、
必ず動作確認済の通信機
器かどうかをご確認ください。なお、動作確認は一定条件下で確認したものです。通信機器の仕様変更により、実際には確認内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■T-Connectオンラインサービスはデータの取
得に通信を利用するため、
通信環境によっては、
サービスがご利用いただけない場合があります。
■安全のため、
走行中は操作および画面表示が制限されます。
■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。
■T-Connectオンラインサービスではご登録いただいたお客様の個人情報をお客様へのお知らせ等を発送するほか、
個人情報を使ったサービス提供のために使用す
ることがあります。
■お客様応対の品質およびお客様満足度向上のため、
エージェント音声対話サービスの発話内容およびオペレーターとお客様の通話内容は記録させていただく場合があります。
■T-Connectオンラインサービスではお客様の操作また
は設定に基づきお客様の車両の位置情報を使用する場合があります。
またサービス提供のために、
お客様の車両情報を使用する場合があります。
■今後通信事業者の通信方式が変更もしくは打ち切りになった場合、
T-Connectオンラインサービス
が使用できなくなる場合があります。
■T-Connectナビならびに通信機器の種類によっては一部コンテンツが利用できない、
または機能が制限される場合があります。
■価格はすべて
〈（消費税10%込み）ʼ21年6現在のもの〉
の価格です。
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ナビラインアップ機能一覧
全地図更新

1回 無償［ 3年間 ］
エントリーナビは対象外です。

ナビゲーション・基本機能

☆
※最新版地図ソフトは無償です。
全地図更新の作業工賃が発生する
場合があります。
詳しくは各販売店
におたずねください。

★

つながる
サービス

ボイス
サポート
機能

ディスプレイ

●

●

9型

サポトヨプラス対象商品

Bluetooth®連携＊5

マップ
オンデ
マンド

音声操作

ナビ本体
盗難
抑止機能

●

●

●

●

●

●

●

●

●

̶

̶

●

●

●

●

●

̶

●

●

TV
ハンズフリー オーディオ チューナー
通話
対応＊6

T-Connectナビ 9インチモデル

☆

NSZT-Y68T＊1
259,600円＊2＊4

T-Connect
＊11

HD
＊12

通信更新
＊13

販売店装着オプション︵オーディオレス車選択時︶

メディア
更新
＊14＊15

●

12セグ
＋
ワンセグ

T-Connectナビ ☆
NSZT-W68T
149,600円＊2＊4

●

T-Connect

̶

＊11

7型

VGA

●

通信更新
＊13
メディア
更新
＊14＊15

●

12セグ
＋
ワンセグ

エントリーナビ
NSCN-W68
86,900円＊3＊4

̶

̶

●

̶

7型

VGA

内蔵マイク

●

ワンセグ

［地図更新パック］

108,350円＊3＊4

メーカーオプション

ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
＆プラド・スーパーライブサウンドシステム
マルチテレインモニター
T-Connect
スタンダード

※

9型

VGA

通信更新

※

※

▲

TVオプション
（12セグ
＋
ワンセグ）

※メーカーオプションの設定・価格につきましては、
P.19をご確認ください。

販売店装着オプション T-Connectナビ対応のサービスにつきましては、P.02〜07をご覧ください。

また、詳細につきましては、T-Connectサイト
（https://toyota.jp/tconnectservice/）
をご確認ください。

※メーカーオプションのディスプレイオーディオ+T-Connectナビキットに対応したT-Connectサービスの詳細につきましては、
車両カタログをご確認ください。
●販売店装着オプションに関しましては、作業時間に応じた取付費が別途発生致します。詳しくは販売店におたずねください。 ●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。 ●メーカーオプションと販売店装着オプションでは操作方法や仕様が異なる場合があります。 ●車型・ナビの機種により、
オプションが装着できない場合があります。 ●画面は全てハメ込み合成です。
また、画面はイメージ
で実際とは異なる場合があります。 ●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、
DVD再生、
SD動画、
その他外部入力映像は、
安全のため走行中は前席ディスプレイの画面が消え、
音声だけになります。 ●ディスク
やメディアの、録音、録画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。 ●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、T-Connectサイト
（https://toyota.jp/tconnectservice/）
にてご確認ください。 ●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。実際の販売価格は各販売店が独自に定めております。詳しくは各販売店にお
たずねください。
★：サポトヨプラス対象商品 ☆：全地図更新1回無償（3年間）対象ナビ

取付、
ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。
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ナビ、
ナビオプションで利用できるディスク、
メディア、接続機器、
パソコンの動作環境、各種バージョン情報、
使用時の注意点など、
詳しくは、
https://toyota.jp/dop/navi/をご覧ください。
商品によっては、
車両本体への穴あけ等の加工が必要となる場合があります。

●

標準機能

▲

販売店装着オプション
（ナビ連動）

▲

オーディオ・ビジュアル機能
スピーカー
数

ハイレゾ
対応

ディスク
再生
＊7

SD再生
＊7＊8

6

●

DVD
CD

音楽/動画

6

̶

DVD
CD

音楽/動画

6

̶

CD

̶

̶

14

●

●

●

音楽

̶

オプションサービス

▲

販売店装着オプション
（単体装着）

ー

設定なし

ナビオプション

AM/FM
チューナー

●

ワイドFM
対応

●

音楽
CD録音
＊8＊9

●

SD/SDHC

●

ワイドFM
対応

SD/SDHC

●

̶

●

̶

ワイドFM
対応

ワイドFM
対応

ステアリング
スイッチ
対応

マルチ
テレイン
モニター

雨滴除去
機能付き
マルチビュー
バックガイド
モニター

バック
ガイド
モニター

●

̶

▲

̶

●

̶

̶

●

̶

̶

●

●

̶

ハンズフリー/
オーディオ操作

ハンズフリー/
オーディオ操作

ハンズフリー/
オーディオ操作

★

フロント
モニター

コーナー
モニター

ハイレゾ対応
外部
サウンド
入力端子
＊10
パッケージ

ブラインド
コーナー
モニター
＊17
★

コーナー
ビュー
モニター
＊17
★

▲

▲

▲

̶

̶

̶

▲

̶

̶

̶

●

̶

＊16
★

★

●

マルチ
テレイン
モニター

▲

●

マルチ
テレイン
モニター

マルチ
テレイン
モニター

▲

iPod対応
USB/HDMI
入力端子
＊18

▲

iPod対応
USB/HDMI
入力端子
＊18

ETC
車載器

▲

＊19

▲

ETC2.0
ユニット

▲

＊19

▲

ドライブ
レコーダー

▲

＊19

▲

＊19

＊19

＊19

AUX端子

＊19

▲

▲

▲

●

̶

●

▲

●

USB
入力端子

＊1.車種専用のフィッティングキットをセットにしています。＊2.TVフロントアンテナ、音声認識マイク、
ナビゲーションロックを含む価格です。
（ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。）＊3.TVフロントアンテナ、
ナビ
ゲーションロックを含む価格です。
（ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。） ＊4.ステアリングスイッチ変換ケーブルを含む価格です。＊5.ご利用にはBluetooth®対応機器（スマートフォン、
ケータイなど）
が必要
です。＊6.オーディオ対応は、Bluetooth®対応機器（スマートフォン、
ケータイなど）
に保存された音楽データを、
ワイヤレスで再生することができます。＊7.録音、録画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。 ＊8.SDXCには対応していません。＊9.別途SDカードが必要となります。SD/SDHC規格に対応（スピードクラス4以上推奨）。録音可能曲数はメディアの空き容量により異なります。
【一例】
空き容量4GBの目安：約800曲
（1曲/5MB換算）
。
録音された音楽データを他のナビゲーションや音楽機器へムーブ・コピーすることはできません。＊10.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。＊11.詳しくはP.02〜07をご覧ください。＊12.入力ソースやメディアによってはVGA相当の表示となります。＊13.Ｔ-Connectの契約が必要です。
スマートフォン、
ケータイ、
Wi-Fiスポットによる通信更新
が可能です。通信更新可能なスマートフォン、
ケータイは限られます。動作確認済み機種は、販売店におたずねいただくか、T-Connectサイト
（https://toyota.jp/tconnectservice/）
にてご確認ください。
また、通信更新可能な
Wi-Fiスポットは限られます。＊14.パソコンのOS、
動作環境は限られます。＊15.パソコンでマップオンデマンドダウンロードサイトより地図データをダウンロードし、
CD-R、DVD-Rなどのメディアにコピーしてナビで更新します。
＊16.雨滴除去機能付きバックガイドモニターを含む。＊17.ブラインドコーナーモニターとコーナービューモニターは同時装着できません。＊18.iPadには対応していません。iPod/iPhone動作確認済み機種、USB、HDMIの
機器、
再生可能データにつきましては販売店におたずねいただくか、
販売店装着オプションナビサイト
（https://toyota.jp/dop/navi/）
にてご確認ください。＊19.単体装着
（ナビと連動しない）
製品もご用意しています。

◆本カタログに掲載の画面や地図などはカタログ用に合成されたものです。
また、
商品の色につきましては撮影、
インキの関係で実際の色と異なって見える場合があります。 ◆Bluetooth®は、
Bluetooth SIG,Inc.の商標です。 ◆Wi-Fi®は、
Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ◆Wi-Fi Protected Setup™は、
Wi-Fi Allianceの商標です。 ◆iPod/iPhoneは、
米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ◆Hi-Res ロゴは、
一般社団法人日本オーディオ協会の登録商標です。
日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にロゴを冠しています。 ◆“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。 ◆Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLCの商標です。
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動画でご紹介

販売店装着オプション

取扱説明書

T-Connectナビ
ナビ機能の
紹介ムービーはこちら ≫

各ナビの
取扱説明書は
こちら ≫

9インチの大きな地図と
迫力の映像は
高精細HDディスプレイで
さらに美しく

※写真はT-Connectナビ9インチモデル
（NSZT-Y68T）装着イメージです。

Ｔ-Connectナビ 9インチモデル
01

NSZT-Y68T＊1

設定：オーディオレス車

259,600円（消費税抜き236,000円）

＊2＊3

2.8H〈URTX〉

Ｔ-Connectナビ 9インチモデル専用
クラスターパネル

SmartDeviceLinkTM 対応。詳しくは裏表紙をご覧ください。

■主要機能
9型HD ※1
ディスプレイ
TVチューナー
（12セグ＋ワンセグ）

※標準のクラスターパネルと交換となります。

標準機能
Ｔ-Connect
対応
ハイレゾ対応

音声操作
対応

マップオンデマンド
Bluetooth®
（通信・メディア） ハンズフリー通話

Wi-Fi接続
対応

セキュリティ
機能

DVD再生
CD再生
SD再生
SD録音 ※2
Bluetooth®
（DVD-VR/DVD-RW/R対応） （CD-R/RW対応） （音楽/動画） （音楽CDをSDに録音） オーディオ対応

ステアリング
スイッチ対応

全地図更新

＊4

1回無償［3年間］

ワイドFM対応
AM/FMチューナー

※1.入力ソース、
メディアによってはVGA相当の表示となります。 ※2.別途SDカードが必要となります。

T-Connectナビ「いちおし」アイテム

01

タイプ A

Ｔ-Connectナビ

9インチモデル NSZT-Y68T

〈URTX〉

T-Connectナビ

ドライブレコーダー

11

カメラ一体型
ドライブレコーダー
18

ETC2.0/ETC

ETC2.0ユニット
（ビルトイン）
ナビ連動タイプ
（光ビーコン機能付）

（ナビ連動タイプ）DRT-C68A

〈UCNX〉

〈UD1X〉

ナビ
〈URTX〉

ドラレコ
〈UD1X〉

ETC2.0 のセット
〈UCNX〉

336,050円（消費税抜き305,500円）

▶ 掲載 P.14

13

ETC車載器（ビルトイン）
ボイス・
ナビ連動タイプ

タイプ B

〈UCQX〉
▶ 掲載 P.16

ナビ
〈URTX〉

ドラレコ
〈UD1X〉

のセット
ETC
〈UCQX〉

320,650円（消費税抜き291,500円）
▶ 掲載 P.15

※各アイテムの詳細は掲載ページをご覧ください。 ※P.14〜他にも多数オプション用品をご用意しています。

●画面は全てハメ込み合成です。
また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。 ●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、DVD再生、SD動画、
その他外部入力映像は、安全のため走行中は
前席ディスプレイの画面が消え、
音声だけになります。 ●ディスクやメディアの、
録音、
録画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。 ●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、
T-Connectサイト
（https://toyota.jp/tconnectservice/）
にてご確認ください。 ●販売店装着オプションナビのオプション商品に関しましては、
ナビゲーションと同時装着される際の取付時間を表記しております。
●各オプション用品の取付位置については販売店におたずねください。

取付、
ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。
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ナビ、
ナビオプションで利用できるディスク、
メディア、接続機器、
パソコンの動作環境、各種バージョン情報、使用時の注意点など、詳しくは、https://toyota.jp/dop/navi/をご覧ください。

動画でご紹介
ハイレゾ対応
サウンドパッケージの
紹介ムービーはこちら ≫

9インチモデル ハイレゾ対応サウンドパッケージ

まるで、
目の前で演奏しているような圧倒的な臨場感と感動のサウンドを
家族・友人とも一緒に楽しめる ダブルツィーター登場。

機能をカタチにした未来的な
デザインの ダブルツィーター

L2

遅延

L1

R1

L2

クルマの中は、左右のスピーカーが耳に届くまでの距離が異なり、本来の音源が持つ音の位置情報を
正しく再現（聴取）
することが難しい環境です。従来の技術（シングルツィーター）
では、運転席に音の到達
タイミングを合わせると助手席では偏った音になってしまうという課題がありました。
ダブルツィーター
は、運転席・助手席両方において、左右の音の到達タイミングを一致させることができます。
（ 2軸タイム
アライメントによる左右席同時定位）。助手席のゲストと共に、
まるで目の前で演奏しているかのような、
左右均等に広がるサウンドステージを体感いただけます。

R2

遅延

R2

助手席

運転席

L2とR１からの音が

L1とR2からの音が

同時に到達する

同時に到達する

左右席同時定位原理図

ダブルツィーターをセットにした、2種類のハイレゾ対応サウンドパッケージをご用意。
車両標準スピーカーにダブルツィーターをプラス装着。
手軽にはじめられるサウンドパッケージ。

車種専用のドアウーファーに8ch高性能アンプをセットにした
高性能サウンドパッケージ。
02

プレミアムダブルツィーターシステム

101,200円（消費税抜き92,000円）

03

ダブルツィーターシステム

55,000円（消費税抜き50,000円）

2.1H〈UGPX〉

フィッティングキットを含む価格です。

1.8H〈UD4X〉

設定：T-Connectナビ 9インチモデル付車

設定：T-Connectナビ 9インチモデル付車

3

3
2
2
1

1

1

1

公益財団法人日本デザイン振興会

［ システム構成品 ］
：ランドクルーザープラド専用音響チューニング

［ システム構成品 ］
：ランドクルーザープラド専用音響チューニング

1

ダブルツィーター（ピアノブラック）

1

ダブルツィーター（つや消しブラック）

2

8ch高性能 別体アンプ

2

スピーカーセレクタ ※フロント2CH、リヤ2CH接続とフロント4CH接続の切替。

3

プレミアムドアウーファー（フロントドア用）

※ドアウーファーは、車両標準のドアスピーカーを外しての装着となります。

＊1.車種専用のフィッティングキットをセットにしています。 ＊2.TVフロントアンテナ、音声認識マイク、
ナビゲーションロックを含む価格です。
（ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。） ＊3.ステアリングスイッチ変換ケーブルを含む
価格です。 ＊4.地図更新サービスは、
日本全国のトヨタ販売店を通じて提供いたします。
作業工賃につきましては販売店独自設定となります。
詳しくは各販売店におたずねください。

価格表記について

00,000円（消費税抜き00,000円）
メーカー希望小売価格 ①

0.0H

標準取付時間 ②

①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。
実際の販売価格は各販売店が独自に定めております。価格には取付費は含まれません。

②時間は取り付けに必要な標準作業時間です。作業時間に応じた取付費が①とは別に発生致します。
取付費につきましても販売店が独自に定めております。 ●詳しくは各販売店におたずねください。
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動画でご紹介

販売店装着オプション

9インチモデル セーフティモニター

セーフティモニターの
紹介ムービーはこちら ≫

見えにくいトコロを映し出す、見える安心をお届けします。

カメラレンズの雨滴をナビ画面フリックでカンタン除去。
クリアな映像と便利なマルチビュー表示で後方をしっかり確認できます。
04

雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター ＊1

45,100円（消費税抜き41,000円）

2.4H〈UN4X〉

バックガイド用キットを含む価格です。

設定：T-Connectナビ 9インチモデル付車
除く字光式ナンバープレート付車

※写真は当該車両とは異なります。

●ナビ連動操作で画面をフリックして直感的に雨滴を除去できます。
●HDR機能搭載、高解像度メガピクセルカメラ採用。
●車後方を上から見るような俯瞰映像を擬似的に映し出すトップビュー映像と、
水平角度180 のワイドビュー映像を２画面表示。駐車場でのバック進入時など、
後方視界の障害物察知をサポートします。

ナビ画面をフリックして
カメラレンズの雨滴をエアー
（空気圧）
で吹き飛ばします。

車幅延長線
距離目安線約0.5m先
予想進路線

●画面上の
「視点切替」
スイッチで表示モードが切り替えできます。

※雨滴をエアーで除去する装置のため、全ての付着物（雪や着氷、泥や汚れなど）
を吹き飛ばすことはできません。
また、動作後もレンズに雨滴が残る場合もあります。
※エアーが噴射するたびに、
ポンプ取り付け位置より空気を噴射する音がしますが異常ではありません。
※雨が降っていないときや雨滴が付着していないときでも、動作条件でエアーが噴射されます。

標準ビュー

ワイドビュー

ワイドビュー＋トップビュー

※各操作のタイミングにより、
エアーが噴射されなかったり、規定回数とならない場合があります。
※画面上の
「雨滴除去」
スイッチでも動作可能です。
※設定変更でリバース連動の動作も可能です。
※ワイドビュー＋トップビュー画面選択時は、
ハンドル操作に連動した予想進路線表示はありません。
※レンズが広角のため画面の一部が黒く欠けますが異常ではありません。

144

180

180

※画面はイメージです。
カメラが映し出す映像は当該車両とは異なります。
※後方距離および車幅の補助ラインは、
あくまでも目安です。
※音声案内は縦列駐車のみとなります。

前方左右が見通せるから、安心して発進できます。
05

ブラインドコーナーモニター＊1＊2

31,900円（消費税抜き29,000円）

1.0H〈UCJX〉

スイッチケーブル・フィッティングキットを含む価格です。
設定：T-Connectナビ 9インチモデル付車
除くフロントバンパースポイラー、
コーナービューモニター、
字光式ナンバープレート付車

※写真は当該車両とは異なります。

●HDR機能搭載、高解像度メガピクセルカメラ採用。
●ナンバープレート下部に装着した180 広角カメラで、車両の前方左右を表示。
●自動切り替え対応で、10km/h以下になるとカメラ画像を自動表示し、12km/h以上で
（12km/h未満では、
スイッチ操作によるマニュアル表示も可能）
カメラ画像を解除します。

180
カメラによる視野範囲

※画面はイメージです。
カメラが映し出す映像は当該車両とは異なります。
※車両前方は距離感が異なるため、
マスキングをしています。

ドライバーから見えにくい左前コーナーをナビ画面に表示、狭い場所での駐車に役立ちます。
06

コーナービューモニター＊1＊2

44,000円（消費税抜き40,000円）

1.6H〈UCHX〉

スイッチケーブル・フィッティングキットを含む価格です。
設定：T-Connectナビ 9インチモデル付車
除くブラインドコーナーモニター付車

※写真は当該車両とは異なります。

●自動切り替え対応で、10km/h以下になるとカメラ画像を自動表示し、12km/h以上で
カメラ画像を解除します。
（12km/h未満では、
スイッチ操作によるマニュアル表示も可能）

バンパー端からの距離 約30cm
車両フロント・サイドからの距離約20cm
※画面はイメージです。
カメラが映し出す映像は当該車両とは異なります。

●画面は全てハメ込み合成です。
また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。 ●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、DVD再生、SD動画、
その他外部入力映像は、安全のため走行中は
前席ディスプレイの画面が消え、
音声だけになります。 ●ディスクやメディアの、
録音、
録画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。 ●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、
T-Connectサイト
（https://toyota.jp/tconnectservice/）
にてご確認ください。 ●販売店装着オプションナビのオプション商品に関しましては、
ナビゲーションと同時装着される際の取付時間を表記しております。
●各オプション用品の取付位置については販売店におたずねください。

取付、
ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。
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ナビ、
ナビオプションで利用できるディスク、
メディア、接続機器、
パソコンの動作環境、各種バージョン情報、使用時の注意点など、詳しくは、https://toyota.jp/dop/navi/をご覧ください。

動画でご紹介

取扱説明書

T-Connectナビ
ナビ機能の
紹介ムービーはこちら ≫

各ナビの
取扱説明書は
こちら ≫

トヨタのつながるサービス
Ｔ-Connectナビと
シンプル操作の
エントリーナビをご用意

※写真はＴ-Connectナビ
（NSZT-W68T）装着イメージです。

主要な映像＆音楽メディア、通信にも対応。
トヨタのつながるサービスＴ-Connectナビ。
Ｔ-Connectナビ
07

NSZT-W68T

SmartDeviceLinkTM 対応。詳しくは裏表紙をご覧ください。

設定：オーディオレス車

149,600円（消費税抜き136,000円）

＊3＊5

■主要機能

標準機能

7型VGA
ディスプレイ

Ｔ-Connect
対応

TVチューナー
（12セグ＋ワンセグ）

ハイレゾ対応

音声操作
対応

マップオンデマンド
Bluetooth®
（通信・メディア） ハンズフリー通話

Wi-Fi接続
対応

機能なし
ステアリング
スイッチ対応

セキュリティ
機能

DVD再生
CD再生
SD再生
SD録音 ※1
Bluetooth®
（DVD-VR/DVD-RW/R対応） （CD-R/RW対応） （音楽/動画） （音楽CDをSDに録音） オーディオ対応

2.7H〈URVX〉

全地図更新

＊6

1回無償［3年間］

ワイドFM対応
AM/FMチューナー

※1.別途SDカードが必要となります。

お気に入りの音楽や映像と一緒に快適ドライブ。
クルマと
「トヨタスマートセンター」
が通信でやりとりすることで
快適・安心・安全なサービスをご提供するトヨタのつながるサービスです。

求められる人気のオーディオ＆ビジュアル機能にフル対応。
様々なメディアの再生に対応しています。
ナビ連動のオプション機器にも多数対応しています。

※販売店装着オプション T-Connectナビ対応のサービスにつきましては、P.02〜07をご覧ください。
また、詳細につきましてはＴ-Connectサイト
（https://toyota.jp/tconnectservice/）
をご確認ください。

上位モデル同等のハイレスポンス性能と、
シンプル操作のエントリーモデル。
エントリーナビ
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NSCN-W68

SmartDeviceLinkTM 対応。詳しくは裏表紙をご覧ください。
設定：オーディオレス車

86,900円（消費税抜き79,000円）

＊4＊5

1.3H〈UHDX〉

■主要機能

標準機能

7型VGA
ディスプレイ

Ｔ-Connect
対応

ワンセグ
TVチューナー

ハイレゾ対応

音声操作
対応

マップオンデマンド
Bluetooth®
（通信・メディア） ハンズフリー通話

CD再生
DVD再生
（DVD-VR/DVD-RW/R対応） （CD-R/RW対応）

SD再生
（音楽）

Wi-Fi接続
対応

セキュリティ
機能

SD録音
Bluetooth®
（音楽CDをSDに録音） オーディオ対応

機能なし
ステアリング
スイッチ対応

［地図更新パック］

108,350円（消費税抜き98,500円）

＊4＊5

1.3H〈UH3X〉

地図更新パックは、年度更新版地図ソフト3回分（3年以内の更新）
を
＊6＊7
セットにしています。詳しくは販売店におたずねください。

ワイドFM対応
AM/FMチューナー

＊1.カメラが映し出す範囲は限られています。
また夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。安全のため、
カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。 ＊2.ブラインドコーナーモニターと
コーナービューモニターは同時装着できません。 ＊3.TVフロントアンテナ、
音声認識マイク、
ナビゲーションロックを含む価格です。
（ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。
） ＊4.TVフロントアンテナ、
ナビゲーションロックを含む価格
です。
（ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。） ＊5.ステアリングスイッチ変換ケーブルを含む価格です。 ＊6.地図更新サービスは、
日本全国のトヨタ販売店を通じて提供いたします。作業工賃につきましては販売店独自設定となり
ます。詳しくは各販売店におたずねください。 ＊7.ナビご購入後３年以内に全地図更新（3回分）
をされなかった場合は、地図更新パックの全地図更新権は無効となりますのでご注意ください。

価格表記について

00,000円（消費税抜き00,000円）
メーカー希望小売価格 ①

0.0H

標準取付時間 ②

①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。
実際の販売価格は各販売店が独自に定めております。価格には取付費は含まれません。

②時間は取り付けに必要な標準作業時間です。作業時間に応じた取付費が①とは別に発生致します。
取付費につきましても販売店が独自に定めております。 ●詳しくは各販売店におたずねください。
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販売店装着オプション

見えにくいトコロを映し出す、見える安心をお届けします。

7インチモデル セーフティモニター

カメラレンズの雨滴をナビ画面フリックでカンタン除去。
クリアな映像で後方を確認できます。
09

雨滴除去機能付きバックガイドモニター ＊1

38,500円（消費税抜き35,000円）

※写真は当該車両とは異なります。

2.4H〈UN5X〉

バックガイド用キットを含む価格です。

車幅延長線
距離目安線約0.5m先
予想進路線

設定：T-Connectナビ
（7インチモデル）
付車
除く字光式ナンバープレート付車

●ナビ連動操作で画面をフリックして直感的に雨滴を除去できます。

ナビ画面をフリックして
カメラレンズの雨滴をエアー（空気圧）
で吹き飛ばします。

●車両後方の映像をナビ画面に表示し、
駐車などの後退操作をサポートします。
●縦列駐車時は音声でも案内します。

予想進路がわかるから、
ラクラク駐車できます。
※雨滴をエアーで除去する装置のため、全ての付着物（雪や着氷、泥や汚れなど）
を吹き飛ばすことはできません。
また、動作後
もレンズに雨滴が残る場合もあります。 ※エアーが噴射するたびに、
ポンプ取り付け位置より空気を噴射する音がしますが異常
ではありません。 ※雨が降っていないときや雨滴が付着していないときでも、動作条件でエアーが噴射されます。 ※各操作の
タイミングにより、
エアーが噴射されなかったり、
規定回数とならない場合があります。 ※画面上の
「雨滴除去」
スイッチでも動作
可能です。 ※設定変更でリバース連動の動作も可能です。 ※画面はイメージです。
カメラが映し出す映像は当該車両とは異
なります。 ※後方距離および車幅の補助ラインは、
あくまでも目安です。 ※音声案内は縦列駐車のみとなります。
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シフトレバーをリバースにして、予想進路線が
駐車スペースの中に入るようにステアリング
を操作しながら、
ゆっくり後退します。
カメラによる視野範囲

バックガイドモニター ＊1

29,700円（消費税抜き27,000円）

2.2H〈UFJX〉

バックガイド用キットを含む価格です。

設定：T-Connectナビ
（7インチモデル）
、
エントリーナビ付車
除く字光式ナンバープレート付車
※画面はイメージです。カメラが映し出す映像は当該車両とは
異なります。 ※後方距離および車幅の補助ラインは、
あくまでも
目安です。 ※音声案内は縦列駐車のみとなります。

●ステアリング操作に連動した予想進路線で駐車をサポート。

先進の運転支援情報サービスETC2.0でドライブをサポート。

ETC2.0ユニット

ナビ連動で情報表示。
高速道路・一般道の交通渋滞・信号＊2情報をキャッチします｡
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ETC2.0ユニット
（ビルトイン）
ナビ連動タイプ
＊3＊4
（光ビーコン機能付）

33,000円（消費税抜き30,000円）

単体装着のETC2.0ユニット。
交通情報をキャッチして音声でお知らせします。
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ETC2.0ユニット
（ビルトイン）
ボイスタイプ＊3＊4

25,300円（消費税抜き23,000円）

0.9H〈UCNX〉

設定：T-Connectナビ9インチモデル、T-Connectナビ（7インチモデル）付車

1.7H〈UCSX〉

設定：除くディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
（工場装着）
付車

ETC2.0ユニット
（ビルトイン）
装着例

ETC2.0ユニット
（ビルトイン）装着例

GPS内蔵ETCアンテナ装着例

ETCアンテナ装着例

光ビーコンユニット装着例
※ETC2.0ユニット、
アンテナ類の写真は当該車両とは異なります。

■
※ETC2.0ユニット共通機能

※光ビーコンユニットは
（助手席側）
ダッシュボード装着となります。

広がる運転支援サービス
高速道路の安全・安心な
ドライブをサポート。

■

※ETC2.0ユニット、
アンテナ類の写真は当該車両とは異なります。

ETC料金収受システム
カード有効期限切れ通知も
音声案内。充実機能のETC。

光ビーコン
※ETC2.0ユニット
（ビルトイン）
ナビ連動
タイプ
（光ビーコン機能付）
のみ対応

■

道路交通情報通信システム
一般道の交通渋滞・信号情報を
キャッチ。

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。

●販売店装着オプションナビのオプション商品に関しましては、
ナビゲーションと同時装着される際の取付時間を表記しております。 ●ディスクやメディアによっては再生できない場合があります。
●各オプション用品の取付位置については販売店におたずねください。

取付、
ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。
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ナビ、
ナビオプションで利用できるディスク、
メディア、接続機器、
パソコンの動作環境、各種バージョン情報、
使用時の注意点など、
詳しくは、
https://toyota.jp/dop/navi/をご覧ください。

高速・有料道路の料金をキャッシュレス、
スムーズに通過できます。

ETC車載器
13

ETC車載器（ビルトイン）＊3＊4

14

ボイス・ナビ連動タイプ

ETC車載器（ビルトイン）＊3＊4

ベーシックタイプ

17,600円（消費税抜き16,000円）0.8H〈UCQX〉

11,000円（消費税抜き10,000円）1.7H〈UCUX〉

設定：販売店装着オプションナビ付車

設定：除くディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
（工場装着）
付車
※車 載 器 、アンテナの
写真は当該車両とは
異なります。

ボイスタイプ

14,300円（消費税抜き13,000円）1.7H〈UCTX〉
設定：除くディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
（工場装着）
付車

※車 載 器 、アンテナの
写真は当該車両とは
異なります。

アンテナ装着例

アンテナ装着例

●カード抜き忘れをアラーム通知。

●カード有効期限も音声案内。ボイス機能搭載ビルトインETC。

その他のオプション
15

iPod対応USB/HDMI入力端子＊5＊6

9,900円（消費税抜き9,000円）0.3H〈UJAX〉

CLOSE
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設定：T-Connectナビ9インチモデル、T-Connectナビ
（7インチモデル）付車

●HDMI規格のデータ入力端子で、デジタル機器を
つないで高画質、
高音質データを車の中でも楽しむ
ことができます。
●USBポートは給電（2.1A)も可能です。

カーオーディオ
USB/CDチューナー CP-W66
＊7

※写真は当該車両とは異なります。

OPEN

※センターコンソール上面への装着となります。
※接続には別途市販のケーブルが必要となり
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。

28,600円（消費税抜き26,000円）0.6H〈UJ7X〉
設定：オーディオレス車

●AMラジオの番組が、
FMバンド帯のクリアな音声で
聞ける
「ワイドFM対応AM/FMチューナー」搭載。
●CDやiPod/iPhoneの日本語タイトル表示に対応。

※i P o d / i P h o n eの接 続にはお手 持ちの
ケーブルが必要です。またビデオ再生には
対応していません。

＊1.カメラが映し出す範囲は限られています。
また夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。安全のため、
カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。
＊2.一般道の信号待ち発進準備案内、
信号連携減速案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
＊3.価格にセットアップ費用は含まれておりません。
＊4.ETC（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。
＊5.一部機能については走行中の操作はできません。
走行中は動画の表示はできません、
音楽のみの再生となります。
接続できるiPod/iPhoneについては販売店までお問い合わせいただくか、
販売店装着オプションナビサイト
（https://toyota.jp/dop/navi/）
をご覧ください。
iPadには対応していません。
指定のケーブル以外を使用すると接続機器側が故障する可能性がありますのでご注意ください。
＊6.HDMI接続機器はナビからの操作はできません。
また、HDMI接続では給電はできません。
＊7.ステアリングスイッチに対応しています。
ステアリングスイッチ変換ケーブルを含む価格です。

T-SELECT用品
トヨタモビリティパーツ株式会社の取り扱い商品です。
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360 カメラ ドライブレコーダー
＜録画イメージ＞
※検査標章などの装着物の位置によっては、
ドライブレコーダーが装着
できない場合がございます。詳しくは販売店におたずねください。

※写真は当該車両とは異なります。
パノラマカット

カメラ取付例
※写真は当該車両とは異なります。

ダクション 360 S

［メーカー］
：カーメイト

撮影した映像は見やすい4つのビューモードで再生できます。
※録画した動画はスマートフォンおよびパソコンでのみ視聴可能です。

T-SELECTの商品
（ 101 ）
に関するお問い合わせ先

76,780円（消費税抜き69,800円）

・ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
（工場装着）
付車
・ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
（工場装着）
無車

3年保証

（販売元）
トヨタモビリティパーツ株式会社
（製造元）株式会社カーメイト サービスセンター

2.1H〈4111〉
2.5H〈4112〉

TEL

※ナビ連動機能には対応していません。 ※実際の商品とは異なる場合がございます。最新の製品情報につきましては販売店におたずねください。

オープン時間
所在地

［ 基本機能 ］
全天球410万画素※1

フロント200万画素※1

WD R 機能

GPS/Gセンサー

常時録画/イベント録画

駐車時録画

全方位録画

静止画記録

※1.動作モードによって記録画素数が変わります。 ※2.専用アプリに対応したスマートフォンが必要となります。

価格表記について

■本製品使用時は必ず本カメラ専用のmicroSDカードを使用してください。専用品以外の
microSDカード使用における動作不良等については、
一切の責任を負いかねます。 ■本製品
の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性
があります。 ■地デジ等のアンテナ近くには設置しないでください。テレビの受信感度の
低下・チラツキ・ノイズの原因となる可能性があります。 ■一部の車種および地域や周波数
によっては、AMラジオにノイズが入る可能性があります。 ■本カタログ掲載内容は2021年
6月現在の情報であり、
モデルチェンジ等により予告なく変更や販売終了となることがござい
ます。予めご了承ください。 ■その他、P17下部の注意事項をご確認ください。

00,000円（消費税抜き00,000円）
メーカー希望小売価格 ①

0.0H

標準取付時間 ②

スマートフォン連携※2

ホームページ

03-5926-1212

月〜金10:00〜18:30 土日祝10:00〜12:00/13:00〜18:30 （除く指定休日）
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
https://www.carmate.co.jp/

●価格は取付費を含まない
（販売元）
トヨタモビリティパーツ株式会社 希望小売価格
〈ʼ21年
6月現在（消費税10%込み）〉
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。

①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。
実際の販売価格は各販売店が独自に定めております。価格には取付費は含まれません。

②時間は取り付けに必要な標準作業時間です。作業時間に応じた取付費が①とは別に発生致します。
取付費につきましても販売店が独自に定めております。 ●詳しくは各販売店におたずねください。
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販売店装着オプション

ドライブレコーダー

あなたの安全運転をしっかり録画します。
フロントカメラ
取り付け例

ナビ連動

17

カメラ別体型ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）

DRD-C68

別体型

63,250円（消費税抜き57,500円）

1.3H〈UCVX〉

設定： T-Connectナビ9インチモデル、T-Connectナビ（7インチモデル）付車
除くTZ-G
周辺環境録画カメラ
取り付け例

標準機能

※写真は当該車両とは異なります。
※取付位置は車種により異なります。

本体は、
センターアッパー小物入れ内に装着となります。

本体取り付け例

ナビ連動

フルHD/200万画素

HDR機能

GPS/Gセンサー

ナビ連動

常時録画/イベント録画

駐車時録画

周辺環境録画

静止画記録
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カメラ一体型ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）

DRT-C68A

一体型

機能なし

スマートフォン連携

43,450円（消費税抜き39,500円）

0.6H〈UD1X〉

設定： T-Connectナビ9インチモデル、T-Connectナビ（7インチモデル）付車

※写真は当該車両とは異なります。

標準機能

本体取り付け例

1 フロントカメラ

取り付け例

別体型

フルHD/200万画素

HDR機能

GPS/Gセンサー

ナビ連動

常時録画/イベント録画

駐車時録画

周辺環境録画

静止画記録
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機能なし

スマートフォン連携

カメラ別体型ドライブレコーダー（スマートフォン連携タイプ）

DRD-H68

63,250円（消費税抜き57,500円）

2.5H〈UD0X〉

設定：除くTZ-G、T-Connectナビ9インチモデル、T-Connectナビ（7インチモデル）付車

2 周辺環境録画カメラ

取り付け例
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カメラ別体型ドライブレコーダー（フロントカメラタイプ）

41,800円（消費税抜き38,000円）

DRD-H68S
※写真は当該車両とは異なります。
※取付位置は車種により異なります。

本体は、
センターアッパー小物入れ内に装着となります。

・DRD-H68 ［ 2カメラ設定 ］▶

・DRD-H68S［ 1カメラ設定 ］▶

1
1

フロントカメラ ＋

2

周辺環境録画カメラ

フロントカメラのみ

※本体およびフロントカメラは同等となります。

2.3H〈UR6X〉

設定：除くTZ-G、T-Connectナビ9インチモデル、T-Connectナビ（7インチモデル）付車

標準機能

フルHD/200万画素

HDR機能

GPS/Gセンサー

ナビ連動

常時録画/イベント録画

駐車時録画

周辺環境録画※1

静止画記録

機能なし

スマートフォン連携

※1.周辺環境録画はDRD-H68のみ対応。

本体取り付け例

一体型
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カメラ一体型ドライブレコーダー

DRT-H68A

21,450円（消費税抜き19,500円）

（工場装着）付車
設定：ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
（工場装着）無車

1.7H〈UNGX〉
2.1H〈UD2X〉

※写真は当該車両とは異なります。

標準機能

本体取り付け例

フルHD/200万画素

HDR機能

GPS/Gセンサー

ナビ連動

常時録画/イベント録画※2

駐車時録画

周辺環境録画

静止画記録

※2.イベント録画は手動
（スイッチ操作）
で録画。

●画面は全てハメ込み合成です。
また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。 ●販売店装着オプションナビのオプション商品に関しましては、
ナビゲーションと同時装着される際の取付時間を表記しております。
●各オプション用品の取付位置については販売店におたずねください。

取付、
ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。
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ナビ、
ナビオプションで利用できるディスク、
メディア、接続機器、
パソコンの動作環境、各種バージョン情報、使用時の注意点など、詳しくは、https://toyota.jp/dop/navi/をご覧ください。

機能なし

スマートフォン連携

動画でご紹介
ドライブレコーダーの
紹介ムービーはこちら ≫

ナビ連動

録画も再生も、手間なくナビでカンタン操作。

対応ドライブレコーダー ： ■ DRD-C68 ■ DRT-C68A

ナビ画面からカンタン録画スタート

録画データを選んでナビ画面で再生

※安全のため、走行中は一部操作、映像表示はできません。

残したい映像の録画は簡単。
地図画面の
「イベント」
スイッチにタッチすれば20秒間※3の映像を保護。

・録画した場所を示す地図上のアイコンを選んで映像を再生できます。
全データは、
リストから選択して再生できます。

※3.DRD-C68はスイッチ押時から20秒間、
DRT-C68Aはスイッチ押時から前後20秒間。
（前12秒、後8秒）

・ドライブレコーダーの各種設定もナビから簡単操作。

スマートフォン連携

録画した映像をWi-Fi接続でスマートフォンで確認。

対応ドライブレコーダー ： ■ DRD-H68 ■ DRD-H68S
※専用ビューアーアプリが必要となります。対応スマートフォンは販売店にご確認ください。
※スマートフォン連携機能を利用中はWi-Fi接続のため、他のWi-Fi接続サービスは切断されます。

＜ 助手席側設置の場合 >

周辺環境録画カメラ

ダッシュボードに設置※4
した広角カメラで、車両
周辺をしっかり映します。

対応ドライブレコーダー ： ■ DRD-C68 ■ DRD-H68

もう1つのカメラで車内から後方を含めた周辺の環境を
しっかり録画。

122

※4.取付位置は車種により異なります。
※写真は当該車両とは異なります。
詳しくは販売店におたずねください。

ドライブレコーダー基本機能：高画質技術で、画素数だけでは語れないしっかり見える映像を録画します。
● 高度なＨＤＲ技術と調整機能で、光量差の白とびや黒つぶれを低減。
● CMOSセンサー搭載の高感度カメラで夜間でも見やすい映像を提供。
● 映像ノイズや、広角レンズによる画面の歪みを補正。

エンジン始動で、手間なく自動録画
ACC ONからOFFまでの映像を録画します。
※機種により録画時間は異なります。
※録画用microSDカードの録画容量が一杯になると古い映像を消して上書きします。

衝撃を検知すると、前後（合計20秒間）の映像を保護。
Gセンサー搭載機は、
衝撃検知から前12秒、
後8秒
（合計20秒間）
の録画
映像を保護。
全機種、
手動による任意のイベント録画に対応しています。

HDR機能なし

HDR機能あり

※録画映像はカメラが映す範囲に限られます。
※10件を超えると古いデータから順次上書きされます。
※カメラ一体型ドライブレコーダー
（DRT-H68A）
は、
G
（衝撃）
検知機能はありません。
手動
（スイッチ操作）
で20秒間
（前12秒、
後8秒）
の映像を保護。

■本機は、全ての状況において映像を録画することを保証したものではありません。 ■本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。 ■本機で録画した映像は、
その使用目的や使用方法に
よっては、
被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。
また、
本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。
これらの場合については弊社は一切責任を負いません。 ■本機は映像を録画する装置ですが、
必ずしも信号が確認
できることを保証した装置ではありません。環境によって信号が確認できない場合があります。
その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。信号が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。 ■LED式信号機は目に見えない
速さで点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。 ■映像が録画されなかった
場合や録画された映像ファイルが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。 ■夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、
映像に残る
場合があります。
また、
外部環境により映像画質が変化します。

※検査標章などの装着物の位置によっては、
ドライブレコーダーが装着できない場合がございます。詳しくは販売店におたずねください。
■機種により録画時間は異なります。録画時間につきましては販売店装着オプションナビサイト
（https://toyota.jp/dop/navi/）
をご覧ください。

価格表記について

00,000円（消費税抜き00,000円）
メーカー希望小売価格 ①

0.0H

標準取付時間 ②

①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。
実際の販売価格は各販売店が独自に定めております。価格には取付費は含まれません。

②時間は取り付けに必要な標準作業時間です。作業時間に応じた取付費が①とは別に発生致します。
取付費につきましても販売店が独自に定めております。 ●詳しくは各販売店におたずねください。
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メーカーオプション

ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
■

オーディオビジュアル
AM / FMチューナー

Bluetooth 対応＊2

（ワイドFM対応＊1）

（ハンズフリー通話 / オーディオ再生）

USB入力＊3

Miracast 対応＊4

（動画・音楽再生 / 給電）
■

スマートフォン連携＊5
SmartDeviceLinkTM 対応

Apple CarPlay 対応

＊6＊7＊8

Android

＊3＊9

AutoTM 対応

＊3＊10

■

T-Connectナビキット＊11
T-Connect
スタンダード（プラン）

●DVD/CDデッキは搭載されていません。

■スマートフォン連携

ディスプレイに表示されたスマホアプリを操作。

SDL（SmartDeviceLink™）

Apple CarPlay

Android Auto™

対応スマートフォン：iPhone/Android™

対応スマートフォン：iPhone

対応スマートフォン：Android™

スマートフォンをBluetooth®で接続し＊8、
SmartDeviceLink™

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。

に対応するアプリをディスプレイ上で使用できます。

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。

※動画再生アプリはご利用いただけません。

■T-Connectナビキット

＜ナビ機能例＞
・GPS/3Dジャイロセンサー ・音声案内

使い慣れたナビ操作と地図表示で快適ドライブ。

・VICS WIDE対応 ・タッチパネル/音声操作対応

マップオンデマンド・ハイブリッドナビなど、
充実のT-Connectサービス※に対応。

・目的地検索（住所/50音/電話/履歴など）
ハイウェイモード（SA/PA到着予想時刻） 3D高速分岐案内（高速ナンバリング表示）

・5ルート探索/表示

※メーカーオプションのディスプレイオーディオ+T-Connectナビキットに対応したT-Connectサービスの詳細につきましては、車両カタログをご確認ください。

マルチテレインモニター

［全車にメーカーオプション］
カメラ視野のイメージ図

オフロード走行時（L4モード時）

フロント

車両周囲の状況確認を4つのカメラでサポートするシステム。
フロント・サイド

■カメラが映し出す範囲は限られており、実際とは異なって見える場合があります。映像のみで判断せず、必ず
車両の周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
※マルチテレインモニターを選択した場合、
補助確認装置
（2面鏡式）
は非装着となります。

車両の前後左右に搭載した4つのカメラから取り込んだ映像を継ぎ目なく合成し、

フロントビュー＆
両サイドビュー（前方拡大）

リヤ＊1
バックビュー＆両サイドビュー

オンロード走行時（H4モード時）

右サイド

フロントビュー＆
両サイドビュー

左サイド

左右・リヤに搭載したカメラでとらえた映像をカメラスイッチで切り替えること
で、
ドライバーの死角になりやすい車両周辺の路面状況を確認できます。

＊1. Rポジションの時
のみ映像表示可

パノラミックビュー＆ワイドフロントビュー
【D・Nポジション時】
発進時の交差点などで左右方向
の状況確認をサポート

ワイドバックビュー

両サイドビュー
【D・Nポジション時】
路肩への幅寄せやすれ違いを
サポート

車両を上から見下ろしたようなパノラミックビュー＊2映像をナビ画面に表示。
シフト
操作とも連動して表示するため、
運転席からの目視だけでは確認しにくい車両周囲
の状況を、
リアルタイムで確認できます。
■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。
また、車両状態によっては映像が
ずれる場合があります。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。
※マルチテレインモニターを選択した場合、
補助確認装置
（2面鏡式）
は非装着となります。
＊2. 夜間など暗いところで使用した場合、
画面が見づらくなることがあります。
パノラミックビュー＆バックビュー
【Rポジション時】
駐車時の安全確認をサポート
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ワイドバックビュー
【Rポジション時】
リヤ左右方向の状況確認を
サポート

プラド・スーパーライブ
サウンドシステム

スピーカーレイアウト

14スピーカー
［全車にメーカーオプション］

2

1

4

5 6

7

5 6

7

"重厚 壮麗”というコンセプトを与えられたこのシステムは、圧倒的な量感

を誇る重低音と澄み切った中高域を再生する計14個のスピーカーを理想的

3

な位置に配置しています。目の前に広がるライブステージのような壮大な
スケールで眼前に現れるサウンドが感性を刺激します。

2

4

1

14スピーカー

オーディオレス＋オーディオレスカバー

6スピーカー

前席から後席まで、バランスよく配置した6スピーカーを標準装備して

います。

1

2.5cmフロントピラーツィーター 2

2

9cmフロントミッドレンジスピーカー 2

3

9cmセンタースピーカー

4

6 9インチ フロントドアウーハー 2

5

2.5cmリヤドアツィーター 2

6

16cmリヤドアスピーカー 2

7

9cmサテライトスピーカー 2

8

20cmサブウーハー

8

6スピーカー(オーディオレス）
＋
オーディオレスカバー
2.5cmフロントツィーター 2
6 9インチ フロントドアスピーカー 2
16cmリヤドアスピーカー 2

●「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。 ●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものでは
ありません。 ●表示される画面は、
グレードやオプションにより異なります。 ●画面はすべてハメ込み合成です。
また、
画面はイメージで実際とは異なる場合があります。 ●装備の詳しい機能につきましては、
車両カタログをご覧ください。 ●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、USB入力の動画、静止画、Miracast表示は、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。
＊1.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。 ＊2.ご利用にはBluetooth対応機器
（スマートフォン、
ケータイなど）
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、
http://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html
にてご確認ください。 ＊3.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。 ＊4.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http://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するものではありません。 ＊5.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。 ＊6.「TOYOTA SmartDeviceLink」
アプリをスマートフォンにインストールし、
ディスプレイオーディオとの接続設定が必要です。 ＊7.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/function̲smartphonelink/でご確認ください。 ＊8.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。 ＊9.Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、
接続設定につきましては、
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。
＊10.Android Autoをサポートする機種および対応アプリ、接続設定につきましては、https://www.android.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。 ＊11.ご利用にはT-Connectの利用契約が
必要となります。
■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。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。
■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■Wi-Fi®・Miracast ®は、Wi-Fi Allianceの商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、
または登録商標です。 ■AppleおよびiPhone, App
Store, Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 ■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。 ■Google Playおよび
Android™, Android Auto™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。

■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）

TZ-G
7人乗り

2.8Lディーゼル

7人乗り

“L パッケージ”

オプションサービス

販売店装着オプション

TX
5人乗り

2.8Lディーゼル/2.7Lガソリン

7人乗り

5人乗り

2.8Lディーゼル/2.7Lガソリン

ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット
＆プラド・スーパーライブサウンドシステム＊1＊2＊3

ナビ
＆
オーディオ

9型ワイドVGAディスプレイ
（タッチ式）、
AM/FM
（ワイドFM対応）
、
14スピーカー
（10chアンプ）
、
＊4入力端子、
Miracast®対応、
USB
（動画・音楽再生/給電）
マルチテレインモニター
ガラスアンテナ
〈フロントカメラ＋サイド
TM
＋
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLink ）、
カメラ
（左右）
＋バック
Apple CarPlay、Android AutoTM対応
＊6＊7＊8
カメラ付〉
【T-Connect】ヘルプネット、
マイカーサーチ

512,600円
（消費税抜き
466,000円）

446,600円
（消費税抜き406,000円）

＊12＊13

【その他】ETC2.0ユニット
（VICS機能付）
＊5、
Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、音声認識、
DCM（専用通信機）、
ルーフアンテナ
（シャークフィン）
TVオプション
（フルセグTV視聴対応）

33,000円
（消費税抜き30,000円）

＊9＊10

オーディオレス
（6スピーカー）+オーディオレスカバー
トヨタ純正ナビ・オーディオ
メカニズム

＊11

NAVI・AI-AVS（パワーステアリング連動）
＆リヤ電子制御エアサスペンション ＊12

オフロード
走行支援

マルチテレインセレクト＋クロールコントロール

予防安全

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

＊6

ステアリングスイッチ
（オーディオ、電話、音声認識、
マルチインフォメーション
ディスプレイ、
レーンディパーチャーアラート、
レーダークルーズコントロール）

＊1

操作系

照明・
快適装備

アクセサリーソケット＆
コンセント

＊13＊14＊15

66,000円
（消費税抜き60,000円）

DC12V
（フロント・リヤ）
＋AC100V（ラゲージ） ＊16
DC12V
（フロント・リヤ・ラゲージ）

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］
その他

ETC車載器
ドライブレコーダー

＊5＊17
＊18

＊1.オーディオスイッチは、
メーカーオプションのディスプレイオーディオ、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。 ＊2.ディスプレイオーディオを選択した場合、
オーバーヘッドコンソールはマイク付となり
ます。 ＊3.字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊4.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。 ＊5.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。 ＊6.ブラインドスポットモニター＋リヤクロストラフィックアラートはマルチテレインモニターを選択した場合のみ、装着できます。 ＊7.マルチテレインモニターを選択した場合、
ドアミラーは足元照明・カメラ
（左右）付となります。 ＊8.マルチテレインモニターを選択した場合、補助確認装置（2面鏡式）
は装着されません。 ＊9.ディスプレイオーディオ選択時にご利用になれます。
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。 ＊10.オプション購入は車両購入後も可能です。 ＊11.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。 ＊12.NAVI・AI-AVSと
ディスプレイオーディオはセットでメーカーオプション。 ＊13.マルチテレインセレクト＋クロールコントロールとディスプレイオーディオはセットでメーカーオプション。 ＊14.マルチテレインセレクト＋クロールコントロールを選択した場合、
ダウンヒルアシストコントロール
（DAC）制御スイッチは非装着となります。 ＊15.マルチテレインセレクト＋クロールコントロール選択時はダイヤル式スイッチが2個になります。 ＊16.AC100Vコンセントは、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ので、詳しくは販売店におたずねください。 ＊17.ディスプレイオーディオを選択した場合、装着できません。 ＊18.カメラ一体型ドライブレコーダー（DRT-H68A）
のみ装着可能です。
■ “L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）'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。
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＊
「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

https://toyota.jp/sapotoyo/

クルマを利用する際の悩みごとを見つめて生まれた、
カー用品「サポトヨプラス」。
様々なアイテムが、快適なお出かけをサポートします。

運 転 サポート

どっちもサポート

同 乗 者 サポート

一緒に乗る人も快適に過ごせるように。

便利なアイテムで日々の運転を快適に。

運転者も、同乗者もうれしい。

運 転 サ ポ ート
雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター

ブラインドコーナーモニター

カメラレンズの雨滴をナビ画面
フリックでカンタン除去。
クリア
な映像と便利なマルチビュー
表示で後方をしっかり確認でき
ます。

※詳しくはP.12をご覧ください。

前方左右が見通せるから、安心
して発進できます。

※詳しくはP.12をご覧ください。

●サポトヨプラスは他にも用途に合わせて様々なアイテムをご用意しています。詳しくはACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

SmartDeviceLink

TM

スマートデバイスリンク

SmartDeviceLinkは、お使いのスマートフォンのアプリ
をカーナビなどの車載機ディスプレイに表示、
操作を可能に
する連携機能です。
ドライブ中はスマートフォンを操作する
ことなく、必要な操作は全て車載機の大きなディスプレイ
上から、便利で楽しいスマートフォンのアプリを安心・安全
にご利用いただけます。
対応装備

T-Connectナビ9インチモデル、T-Connectナビ、
エントリーナビ、
ディスプレイオーディオ+T-Connectナビキット

※画面はイメージで実際とは異なります。

「TOYOTA SmartDeviceLink」
に対応したアプリのインストール＊が必要です。
■ご利用には、スマートフォンに専用アプリ「TOYOTA SmartDeviceLink」のインストールと、
■初回利用時は、スマートフォンと車載機のペアリング、車載機の「SmartDeviceLinkTMApps」初期設定が必要となります。
■設定完了後は車載機の「SmartDeviceLink」スイッチからご利用いただけます。ご利用にかかるパケット通信料はお客様負担となります。

「 TOYOTA SmartDeviceLink 」対応アプリ
最新曲から懐かしの青春ソングまで約
5000万 曲が 聴き放 題の音 楽ストリー
ミングサービス。
※iPhone/Androidスマートフォン対応

・ radiko auto

・ au うたパス

・ LINE MUSIC

最新曲から懐かしの曲まで！聴き放題の
音楽サービス。

今いるエリアのラジオが聴けます！プレミアム
会員なら全国のラジオが楽しめます。

※Androidスマートフォンのみ対応

※Androidスマートフォンのみ対応

「TOYOTA SmartDeviceLink」
アプリは、
ダウンロードサイトから
インストール。

※対応アプリの名称、
アイコン、機能、対応予定時期につきましては、開発中につき予告なく変更する場合があります。
また、SmartDeviceLinkTMに対応するスマートフォンは限られます。
詳しい対応アプリおよび動作確認済みスマートフォンは、https://toyota.jp/dop/navi/function̲smartphonelink/をご確認ください。
＊：各アプリのインストールおよび初期設定、
ご利用につきましては各アプリの利用規約に従ってください。
◆AppleおよびiPhone, App Storeは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 ◆Google PlayおよびAndroidTMは、
Google LLCの商標
です。 ◆SmartDeviceLinkTMは、
SmartDeviceLink Consortiumの商標、
または登録商標です。 ◆LINE MUSICは、
LINE株式会社の登録商標です。 ◆au うたパスは、
KDDI株式会社の登録商標です。
◆radiko autoは、
株式会社radikoの登録商標です。 ◆Bluetooth®は、
Bluetooth SIG, Inc.の商標です。 ◆本資料に記載されている会社名、
製品名、
サービス名は各社の商標または登録商標です。

■ SmartDeviceLinkTM ご利用開始の接続手順は、こちら（https://toyota.jp/dop/navi/function̲smartphonelink/）をご覧ください。
後席もシートベルト。 チャイルドシートも忘れずに。

トヨタ純正用品は、

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザープラド取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

3年間6万km保証です。

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

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。

オープン時間 365日 9：00〜16：00

0800 -700 -7700

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本カタログに掲載されている販売店装着オプションの商品につきましては、
車両登録後の取付を前提としております。
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 ʼ21年6月現在のもの）
本カタログに掲載の画面や地図などはカタログ用に合成されたものです。
また、ボディカラー・内装色および商品の色につきましては撮影、
インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
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