
PRIUS

特別仕様車 A “ツーリングセレクション・Black Edition” / S “ツーリングセレクション・Black Edition”

305  ICONICガーニッシュセット
Hello! 

I'm"Black Edition".

PRIUS suited 

with a precious

black pearl shine.

Well, let's enjoy

your life 

together.



私のプレシャスなもの。

つまり「大切な」ものの中に、

いつもプリウスがいる。

特別なブラックの輝きが、

私の日常に気品を添える。

MY 
PRECIOUS 
PRIUS
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軽快で滑らかな乗り心地を。
▶ フロント＆リヤサスペンション
［マクファーソンストラット式サスペンション］
サスペンションの滑らかな動きに徹底的に
こだわり、上質な乗り心地を追求。プラット
フォームを構成する一つひとつの部品の剛性
にこだわり、ドライバーの操作にクルマがダイレクト
に反応。意のままの走りを実現します。

［トーションビーム式リヤサスペンション（2WD）］
［ダブルウィッシュボーン式
リヤサスペンション（4WD/E-Four）］
圧倒的な安定性と、クラスを超えた乗り心地を
両立するリヤサスペンション。4 W Dおよび
E-Fourにはコンパクトなダブルウィッシュボーン
式リヤサスペンションを採用しました。
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SPECIAL EQUIPMENT
01.Bi-Beam LEDヘッドランプ（ブラック加飾・
オートレベリング機能付）　02.215/45R17
タイヤ＆17×7Jアルミホイール（ブラック塗装
樹脂加飾パーツ＋センターオーナメント付）　
03.サイドポンツーン（ブラック）　04.LED
フロントフォグランプ　※A“ツーリング
セレクション・Black Edition”は標準装備
となります。　05.センターピラーガーニッシュ
（ブラック塗装）　※A“ツーリングセレク
ション・Black Edition”は標準装備となり
ます。　06.リヤバンパー（ブラック塗装）
Photo：特別仕様車 S“ツーリングセレク
ション・Black Edition”（2WD）［ベース
車両はS（2WD）］。ボディカラーの特別
設定色プレシャスブラックパール 〈219〉は
メーカーオプション。
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SPECIAL EQUIPMENT
01. 合成皮革シート（ブラック）　02. センタークラスター・インパネオーナメント（ダークメッキ調モール）　03. センタークラスターパネル（ダークアルマイト調塗装＋ヘアライン加工） 　
04. ダークメッキ調加飾レジスターノブ（センター・サイド）＆サイドレジスター（ダークメッキ調ベゼル） ■写真はサイドレジスター。　05. エレクトロシフトマチック（ブラック加飾）　
06. 大型コンソールボックス（合成皮革巻き・ステッチ付）　07. アルミペダル（アクセル・ブレーキ）　
08. フロントコンソールトレイ（ピアノブラック加飾・カップホルダー2個付） ※A“ツーリングセレクション・Black Edition”は標準装備となります。
Photo：特別仕様車 S“ツーリングセレクション・Black Edition”（2WD）［ベース車両はS（2WD）］。ボディカラーの特別設定色プレシャスブラックパール 〈219〉はメーカーオプション。内装色はブラック。
■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。　■画面はハメ込み合成です。

01

02.03

06

DUMMY

INTERIOR

特別な空間がある。
あとは特別な時間を
過ごすだけ。



 室内を爽やかな空気環境へ。
     「ナノイー＊1」

肌や髪にやさしい、水に包まれた弱酸性の「ナノイー」を、運転席
右側のエアコン吹き出し口から放出し、室内を爽やかな空気環
境に導きます。
※A“ツーリングセレクション・Black Edition”は標準装備となります。

［ 「ナノイー」の技術 ］

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

★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。　
＊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。

長時間座っていると負担のかかりやすい肩や腰、寒い日に冷え
やすい脚部に快適なぬくもりを伝えます。Hi-Loモードの2段階
切替が可能です。

■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。

ヒーター加温箇所（温度調整付）

切替スイッチ
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COMFORT
 寒い冬はもちろん、夏の冷房中にも。

     快適温熱シート（運転席・助手席） 
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COLOR VARIATION

□ TWO TONE

□ MONO TONE

※「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/

※ドアミラーバイザー色はプレシャスブラックパール〈219〉となります。

特別仕様車 A “ ツーリングセレクション・Black Edition” / S “ ツーリングセレクション・Black Edition”

シート表皮 合成皮革
内装色 ブラック
シートステッチ ブラック
サイドレジスター ダークメッキ調ベゼル

ボ
デ
ィ
カ
ラ
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プレシャスブラックパール〈219〉×プラチナホワイトパールマイカ〈089〉［2XC］＊1
プレシャスブラックパール〈219〉×グレーメタリック〈1G3〉［2XD］＊2
プラチナホワイトパールマイカ〈089〉＊3
グレーメタリック〈1G3〉
プレシャスブラックパール〈219〉＊2
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉＊3

＊1.プレシャスブラックパール〈219〉×プラチナホワイトパールマイカ〈089〉［2XC］はメーカーオプション＜77,000円（消費税抜き70,000円）＞となります。
＊2.プレシャスブラックパール〈219〉×グレーメタリック〈1G3〉［2XD］、プレシャスブラックパール〈219〉はメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き
50,000円）＞となります。　＊3.プラチナホワイトパールマイカ〈089〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉はメーカーオプション＜33,000円（消費税抜き
30,000円）＞となります。　■「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。　■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。特にブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は青、緑、黒、濃
紺など、様 な々色に見える特性の強いボディカラーです。

内外配色一覧表

■ 標準設定

ブラッキッシュアゲハ
ガラスフレーク〈221〉＊3

プレシャスブラックパール 〈219〉＊2
特別設定色

グレーメタリック〈1G3〉プラチナホワイトパール
マイカ〈089〉＊3

PRICE LIST

※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、取付費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、取付費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（10,120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）

特別仕様車
A “ツーリング
セレクション・
Black Edition” 

2WD 3,216,000円
（2,923,636円）

3,234,700円
（2,940,636円）

4WD
（E-Four）

3,414,000円
（3,103,636円）

3,432,700円
（3,120,636円）

特別仕様車
 S “ツーリング
セレクション・
Black Edition”

2WD 2,947,000円
（2,679,091円）

2,982,200円
（2,711,091円）

4WD
（E-Four）

3,145,000円
（2,859,091円）

3,180,200円
（2,891,091円）

プレシャスブラックパール 〈219〉×
プラチナホワイトパールマイカ〈089〉［2XC］＊1
特別設定色

プレシャスブラックパール 〈219〉×
グレーメタリック〈1G3〉［2XD］＊2
特別設定色

A S“ツーリング
セレクション”

“ツーリング
セレクション”

2WD/4WD（E-Four）
車両型式・駆動方式・重量・性能

車両型式
2WD（前輪駆動方式） 6AA-ZVW51-

AHXGB※1
6AA-ZVW51- 

AHXEB※1
E-Four
（電気式4輪駆動方式）

6AA-ZVW55-
AHXGB※1

6AA-ZVW55- 
AHXEB※1

車両重量 kg 1,370
［1,460］

1,360
［1,450］

1,360
［1,460］

1,350
［1,450］

車両総重量 kg 1,645
［1,735］

1,635
［1,725］

1,635
［1,735］

1,625
［1,725］

最小回転半径 m 5.4 5.1 5.4 5.1

燃料消費率 
（国土交通省審査値）

km/L 27.2
［25.4］

30.8
［28.3］

27.2
［25.4］

30.8
［28.3］

市街地モード  km/L 25.5
［23.2］

28.2
［25.6］

25.5
［23.2］

28.2
［25.6］

郊外モード  km/L 28.9
［27.1］

33.2
［29.5］

28.9
［27.1］

33.2
［29.5］

高速道路モード  km/L 26.9
［25.4］

30.4
［28.8］

26.9
［25.4］

30.4
［28.8］

主要燃費改善対策
可変バルブタイミング、アイドリング
ストップ装置、電動パワーステアリング、
ハイブリッドシステム、充電制御、電気式無段変速機

エンジン
型式 2ZR-FXE
総排気量 L 1.797
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
内径×行程 mm 80.5×88.3
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 72（98）/5,200
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 142（14.5）/3,600
燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量 L 43
フロントモーター
型式 1NM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 53（72）
最大トルク N･m（kgf・m） 163（16.6）
リヤモーター
型式 ［1MM］
種類 ［交流誘導電動機］
最高出力 kW（PS） ［5.3（7.2）］
最大トルク N･m（kgf・m） ［55（5.6）］
動力用主電池
種類 リチウムイオン電池［ニッケル水素電池］
容量 Ah 3.6［6.5］
寸法・定員
全長×全幅×全高 mm 4,575×1,760×1,470※2
ホイールベース mm 2,700

トレッド フロント mm 1,510 1,530 1,510 1,530
リヤ mm 1,520 1,540※2 1,520 1,540※2

最低地上高※3 mm 130 130※2 130 130※2
室内長×室内幅×室内高※3 mm 2,110×1,490×1,195
乗車定員 名 5
走行装置

サスペンション フロント/リヤ
ストラット式コイルスプリング
（スタビライザー付）/

ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
（スタビライザー付）

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

トランスミッション
トランスミッション 電気式無段変速機
減速比 2.834［フロント：2.834/リヤ：10.487］

ベース車両 トヨタ プリウス 主要諸元表

●［　］はE-Fourです。　※1. 車両型式の末尾に、A “ツーリングセレクション” / S “ツーリングセレクション” 
は（T）、特別仕様車A “ツーリングセレクション・Black Edition” / S “ツーリングセレクション・Black 
Edition”は（E）が付きます。　※2. 車高アップ対応を装着した場合、全高と最低地上高が25mm高くなり、
トレッドが10mm短くなります。　※3. 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。

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

■“PRIUS” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “TOYOTA SAFETY SENSE” “ECB” “VSC” “TRC” 
“EFI” “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



HDZ01103-2106

［その他の全車標準装備］●タイヤパンク応急修理キット＊1　●先行車発進告知機能〈TMN〉　●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　●全席ELR付3点式シートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付［フロント・リヤ
左右席］）＊24　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー（リヤ左右席）＊25　●SRSエアバッグ（運転席・助手席エアバッグ＋運転席・助手席サイドエアバッグ＋前後席カーテンシールドエアバッグ）　●合成皮
革巻き3本スポークステアリングホイール（昇温・降温抑制機能付）　●ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・TRIP・車間距離切替・レーントレーシングアシスト・音声認識・ハンズフリー通話スイッチ）＊26　●スマートエントリー（運転席・助手席・
バックドア）＆スタートシステム＊27　●デッキアンダートレイ（2WD・小型/E-Four・大型）＊1　●カードホルダー＊18　●アクセサリーコンセント（2個・AC100V・1500W/非常時給電システム付）＊28　●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊29　●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]　●タイヤ交換用工具　など

 特別装備　  標準装備　
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 オプションサービス　  販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両
A“ツーリングセレクション・

Black Edition” A S“ツーリングセレクション・
Black Edition” S“ツーリングセレクション” “ツーリングセレクション”

2WD/4WD（E-Four）

外
装

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

樹脂加飾パーツ

195/65R15タイヤ&15×6 1/2J アルミホイール
ダークグレーメタリック塗装＋
シルバー塗装 ツートーン・
加飾ホイールキャップ付

シルバー塗装
ホイールキャップ付

スペアタイヤ　応急用タイヤT125/70D17 ＊１ 2WDのみ 11,000円（消費税抜き10,000円）
グリルシャッター
センターピラーガーニッシュ ブラック塗装 ブラック塗装
リヤバンパー ブラック塗装★ ブラック塗装 ブラック塗装★ ブラック塗装

安
全
装
備

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付） ブラック加飾 ブラック加飾

LEDフロントフォグランプ ★ 22,000円 
（消費税抜き20,000円）

LEDアクセサリーランプ［薄暮灯］ ★ ★
サイドポンツーン（ブラック）
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（メッキ加飾） ヒーター付 ＊2
フロントドア
グリーンガラス

スーパーUVカット機能付・撥水機能付
UVカット・撥水機能付

オートワイパー（雨滴感応式） ＊3

インナーミラー 電子
防眩 自動

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） 
・オートマチックハイビーム〈AHB〉 
・ロードサインアシスト〈RSA〉
ITS Connect 27,500円（消費税抜き25,000円）
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〈RCTA〉 ＊4
シンプルインテリジェントパーキングアシスト（巻き込み警報機能付）
プラスサポート（急アクセル時加速抑制）

操
作
性

エレクトロシフトマチック ブラック加飾シフトノブ ブラック加飾シフトノブ
アルミペダル（アクセル・ブレーキ）
カラーヘッドアップディスプレイ

内
装

シート表皮 合成皮革★ 合成皮革 上級ファブリック 合成皮革★ 合成皮革 ファブリック（エンボス付）

フロント
シート

運転席8ウェイパワー（前後スライド・リクライニング・シート
上下・チルトアジャスター）&助手席4ウェイ
（前後スライド・リクライニング）
運転席6ウェイ（前後スライド・リクライニング・シート
上下）&助手席4ウェイ（前後スライド・リクライニング）
電動ランバーサポート（運転席）
快適温熱シート（運転席・助手席） ★ ★

センタークラスターパネル ダークアルマイト調塗装＋
ヘアライン加工

ダークアルマイト調塗装＋
ヘアライン加工

センタークラスター・インパネオーナメント ダークメッキ調モール 高輝度シルバー塗装モール ダークメッキ調モール 高輝度シルバー塗装モール

サイドレジスター ダークメッキ調ベゼル 高輝度シルバーベゼル＆アクセントカラー ダークメッキ調ベゼル 高輝度シルバーベゼル＆
アクセントカラー

レジスターノブ（センター・サイド） ダークメッキ調加飾 メッキ加飾 ダークメッキ調加飾 メッキ加飾
「ナノイー」
イルミネーテッド
エントリーシステム

フロント足元照明・室内照明
室内照明

フロントコンソールトレイ
（カップホルダー2個付）

ピアノブラック加飾 小物入れ付
ブラック 小物入れ付

大型コンソールボックス 合成皮革巻き・ステッチ付★ 合成皮革巻き・ステッチ付 ファブリック巻き・ステッチ付 合成皮革巻き・ステッチ付★ 合成皮革巻き・ステッチ付 ファブリック巻き・ステッチ付

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

8インチディスプレイオーディオ＊5
【オーディオ・ビジュアル機能】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）＊6、Miracast®対応
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLink™）、
Apple CarPlay、Android Auto™ 対応
【T-Connect】ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ

6スピーカー（フロント4/リヤ2）

パノラミックビューモニター ＊7 ＊8 27,500円（消費税抜き25,000円） 33,000円（消費税抜き30,000円）＊2
バックガイドモニター ＊7 ＊9
パノラミックビューモニター付ナビレディセット
［バックカメラ、フロントビューカメラ、サイドビューカメラ
＆ステアリングスイッチ（音声認識・ハンズフリー通話）］

＊7 ＊10
＊11 ＊30 －11,000円（消費税抜き－10,000円） －5,500円（消費税抜き－5,000円）＊2

DCM（専用通信機） ＊12
ディスプレイオーディオレス
［カバーレス・6スピーカー（フロント4/リヤ2）］

＊8 ＊9 ＊11 ＊12 
＊13 ＊14 ＊15 －66,000円（消費税抜き－60,000円）＊4 －55,000円（消費税抜き－50,000円）

TV（フルセグ） ＊13 ＊16
T-Connectナビキット/エントリーナビキット ＊14 ＊17
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） ＊18 ＊19 ＊20
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊21
オーディオレスカバー
寒冷地仕様［ウインドシールドデアイサー・LEDリヤフォグランプ（右側）など］ ＊22 18,700円（消費税抜き17,000円） 35,200円（消費税抜き32,000円）＊2＊3
車高アップ対応 ＊23

トヨタ プリウス 特別仕様車 A“ツーリングセレクション・Black Edition” / S“ツーリングセレクション・Black Edition” 主要装備一覧表

＊1.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ます。また、2WDはデッキアンダートレイがなくなり収納スペースもなくなります。　＊2. 寒冷地仕様またはパノラミックビューモニターまたはパノラミックビューモニター付ナビレディセットを選択した場合、ドアミラーは
ヒーター付となります。また、寒冷地仕様とパノラミックビューモニター付ナビレディセットを同時装着した場合、合計価格から5,500円（消費税抜き5,000円）減額されます。　＊3. オートワイパー（雨滴感応式）は寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。　＊4. ディスプレイオーディオレスを選択
した場合、リヤクロストラフィックアラートは非装着となります。　＊5. CD・DVDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能をご利用の際は、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。　
＊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. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊8. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、パノラミックビューモニターは選択でき
ません。　＊9. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、バックガイドモニターは非装着となります。　＊10. 販売店装着オプションのナビゲーションを装着した場合に操作可能となります。　＊11. パノラミックビューモニター付ナビレディセットはディスプレイオーディオレスを選択した場合、装着
できます。　＊12. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、DCMは非装着となります。　＊13. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、オプションサービスのTVは選択できません。　＊14. ディスプレイオーディオレスを選択した場合、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットは
選択できません。　＊15.ディスプレイオーディオレスを選択した場合、T-Connectサービスはご利用いただけません。　＊16. 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。　＊17.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。　＊18. ETC2.0ユニット（ビルトイン）またはETC車載器（ビルトイン）を選択した場合、カード
ホルダーは非装着となります。　＊19.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のみ装着できます。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC2.0ユニットおよびETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。　＊20.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。　＊21. 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。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご
覧いただくか販売店におたずねください。　＊22. 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。　＊23. 車高アップ対応は寒冷地仕様を選択した場合に装着可能となります。　
＊24. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。　＊25.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。　＊26. オーディオ
スイッチは、ディスプレイオーディオ装着車、または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。　＊27. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機か
ら約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。　＊28.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。　＊29.120W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。　＊30.価格にはディスプレイオーディオレスの金額を含みます。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　■“ツーリングセレクション”、“ツーリングセレクション・Black Edition”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。　■「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。　■“Bluetooth®”は Bluetooth SIG,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。

★印の装備は“ツーリングセレクション”にも装着されています。　■主要装備一覧につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのプリウス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 6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。
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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：A“ツーリングセレクション”（2WD）。ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉はメーカーオプション。エアロパッケージ、バイカラーLED
フォグランプ（切り替え式）、ピラーガーニッシュ（Cピラー）、リヤスポイラー、ホイールアクセントピース（ブラック）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。

＊3.※バックドアガラスが曇っていたり汚れている場合は、デフォッガー、リヤワイパーとご併用ください。　※切替ノブにてOFFにすると、通常のミラーとしてもご使用いただけます。　※LED光源を使用した照明や電光掲示板などが映った
時は、映像がちらつく場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。　※チルト＆スライド電動ムーンルーフ（メーカーオプション）付車の場合は、画面への映り込み軽減のため、シェードを閉めてご使用ください。　※通常のミラーとの見え
方の違いにより、目が疲れたり、対象物の大きさが異なって見える場合があります。　※バックドアガラスの傾斜により、電子インナーミラーの映像にわずかに電熱線が映りますが、故障ではありません。　

電子インナーミラー＊3 

60,500円（消費税抜き55,000円）2.3H〈B4GA〉 

バックドアガラス内側に取り付けたカメラからの画像を
インナーミラーに表示します。　
色：【カメラカバー】ブラック  材質（ミラー部）：【本体】樹脂

（ASA） 【表示面】ガラス 【シャフト】アルミニウム＋
塗装　サイズ：【ミラー】L68.7×W267×H75.4mm
設定 除くIR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・
バックガラス）付車
注意 電子インナーミラーにも死角はあります。特に後退の際は直接

後方をご確認ください。

モデリスタパーツ（販売店装着オプション）
（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。  

Photo：特別仕様車 A “ツーリングセレクション・Black Edition” 
（2WD）［ベース車両はA（2WD）］。ボディカラーの特別設定色プレ
シャスブラックパール〈219〉はメーカーオプション。MODELLISTAエアロ
キット（ICONIC STYLE）、ICONICガーニッシュセットを装着しています。
※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。

301 MODELLISTAエアロキット（ICONIC STYLE ）302 ＋303 ＋304 のセット
［お得なセット価格］ 塗装済 200,200円（消費税抜き182,000円）3.9H〈WA01〉 

素　地 176,000円（消費税抜き160,000円）3.9H 12.0H〈WA02〉 

304 リヤスカート＊1＊2

塗装済 62,700円（消費税抜き57,000円）0.7H〈WA07〉 

素　地 56,100円（消費税抜き51,000円）0.7H 4.5H〈WA08〉 

材質：樹脂（ABS）＋メッキ　地上高：オリジナルより
約51ｍｍダウン　全長：オリジナルより約42ｍｍプラス
設定 除くスポーツマフラー、マフラーカッター付車

設定 LEDフロントフォグランプ（標準
装備・メーカーオプション）付車、除く
コーナーガーニッシュ、スポーツ
マフラー、マフラーカッター付車

302 フロントスポイラー＊1

塗装済 103,400円（消費税抜き94,000円）1.7H〈WA03〉 　素　地 96,800円（消費税抜き88,000円）1.7H 4.5H〈WA04〉 

材質：樹脂（PPE）＋メッキ　地上高：オリジナルより約27ｍｍダウン　全長：オリジナルより約62ｍｍプラス
設定 LEDフロントフォグランプ（標準装備・メーカーオプション）付車、除くコーナーガーニッシュ付車
※LEDにON/OFFスイッチはございません（イグニッションONで常時点灯）。

303 サイドスカート＊1

塗装済 50,600円（消費税抜き46,000円）1.5H〈WA05〉 　素　地 38,500円（消費税抜き35,000円）1.5H 5.5H〈WA06〉 

材質：樹脂（ポリプロピレン）　地上高：オリジナルより約38ｍｍダウン
＊1.ブラックアウト部はボディカラーがプレシャスブラックパール

〈219〉の場合はツヤ消し⿊塗装、その他のボディカラーの場合
はブラック〈202〉となります。
＊2.リヤスカート（ 304 ）を装着したまま牽引フックを使用すること
はできません。 あらかじめご了承ください。

306 ヘッドライトガーニッシュ
25,300円（消費税抜き23,000円）0.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

307 リヤガーニッシュ
28,600円（消費税抜き26,000円）0.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ　

305  ICONICガーニッシュセット

［お得なセット価格］ 　49,500円（消費税抜き45,000円）1.0H〈WB31〉

306 ＋ 307  のセット

ACCESSORIES

COLOR ［塗装済設定色］
089

プラチナホワイト
パールマイカ

プレシャス
ブラックパール 

219
グレー
メタリック

1G3

その他のカラーは素地パーツを
販売店にて塗装

050-3161-1000TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

10:00〜18:00（除く指定定休日）
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号　KDX調布ビル6階　
https://www.modellista.co.jp

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
［モデリスタコールセンター］

モデリスタの商品（ 301  〜 307  ）に関するお問い合わせ先価格は取付費、塗装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）’21年6月現在のもの＞で参考価格です。
0.0H は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格、取付費、塗装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。

モデリスタパーツは、1年間2万km保証です。
モデリスタパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品
を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、
その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。　※一部
消耗品の保証期間や詳細につきましては、右記のお問い合わせ先
にてご確認ください。

■車両本体事業者：トヨタ自動車株式会社　■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　■本ページのモデリスタ商品は（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あり、トヨタ純正用品ではありません。　
■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。　
■モデリスタパーツにつきましてはバージョン（ブランド）間の組み合わせが可能な場合
があります。詳しくはモデリスタコールセンターへお問い合わせください。　■モデリスタ
パーツの注意事項はACCESSORIES&CUSTOMIZE CATALOGUEをご参照ください。

■価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）'21年6月時点のもの＞で参考価格です。 0.0H 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。　■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。　■トヨタ純正用品について保証修理を受けられる期間は、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。

※写真はイメージです。 非装着時

AERO STYLING

：架装部位306

302303


