
特別仕様車 S “tune BLACK Ⅱ”



Photo：特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（5 人乗り）［ベース車両は S（5 人乗り）］。内装色は特別設定色ブラック。
Bi-Beam LED ヘッドランプ（ブラックエクステンション加飾）、スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）& スタートシステムはセットでメーカーオプション。

インテリジェントパーキングアシストはメーカーオプション。オーディオレスカバー、専用フロアマットは販売店装着オプション。
■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。

Dressy Space
特別なプリウスαにふさわしい、
艶やかな黒と上品な白を隅々に。

S“tune BLACK II”特別仕様車

Special Interior

センターレジスター＋
センタークラスター※／
ヒーターコントロールパネル

（ラメ入りピアノブラック塗装）

コンソールスイッチプレート
（ラメ入りピアノブラック塗装）

※販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデルを装着した場合、プリウスα専用センタークラスターパネル（ベース車両向けトヨタ純正用品）になります。

本革巻き4本スポークステアリング
ホイール（ホワイトステッチ）＋
ステアリングスイッチベース

（ラメ入りピアノブラック塗装）

フロント・リヤドアスイッチベース
（ラメ入りピアノブラック塗装）＋
フロント・リヤドアトリムオーナメント

（ホワイト合成皮革）

シフトノブ＋
シフトレバーベゼル（ラメ入りピアノブラック塗装）

専用シート表皮
（ファブリック＋ホワイト合成皮革＋ホワイトステッチ）
■合成皮革部位は、肩部のホワイト部分のみとなります。

32



Photo：特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（5 人乗り）［ベース車両は S（5 人乗り）］。内装色は特別設定色ブラック。
Bi-Beam LED ヘッドランプ（ブラックエクステンション加飾）、スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）& スタートシステムはセットでメーカーオプション。

インテリジェントパーキングアシストはメーカーオプション。オーディオレスカバー、専用フロアマットは販売店装着オプション。
■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。

Dressy Space
特別なプリウスαにふさわしい、
艶やかな黒と上品な白を隅々に。

S“tune BLACK II”特別仕様車

Special Interior

センターレジスター＋
センタークラスター※／
ヒーターコントロールパネル

（ラメ入りピアノブラック塗装）

コンソールスイッチプレート
（ラメ入りピアノブラック塗装）

※販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデルを装着した場合、プリウスα専用センタークラスターパネル（ベース車両向けトヨタ純正用品）になります。

本革巻き4本スポークステアリング
ホイール（ホワイトステッチ）＋
ステアリングスイッチベース

（ラメ入りピアノブラック塗装）

フロント・リヤドアスイッチベース
（ラメ入りピアノブラック塗装）＋
フロント・リヤドアトリムオーナメント

（ホワイト合成皮革）

シフトノブ＋
シフトレバーベゼル（ラメ入りピアノブラック塗装）

専用シート表皮
（ファブリック＋ホワイト合成皮革＋ホワイトステッチ）
■合成皮革部位は、肩部のホワイト部分のみとなります。
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アルミホイール（16インチ）
スーパークロームメタリック塗装ホイールキャップ

プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ
（ブラックエクステンション加飾）

Bi-Beam LEDヘッドランプ
（ブラックエクステンション加飾）
メーカーオプション

アウトサイドドアハンドル
（メッキ＋カラード）

Photo：特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（5人乗り）［ベース車両はS（5人乗り）］。ボディカラーの特別設定色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。
Bi-Beam LEDヘッドランプ（ブラックエクステンション加飾）、スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）&スタートシステムはセットでメーカーオプション。

インテリジェントパーキングアシストはメーカーオプション。

Stylish Details
細部に添えた洗練が、
精悍な表情を際立たせる。

S“tune BLACK II”特別仕様車

Special Exterior
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Special Equipment

日焼けの原因となる紫外線を約99%＊1カット。紫外線の多い季節や時間帯でも、
日焼けを気にせず気軽にドライブを楽しめます。また、赤外線を効果的に遮断し、
じりじりとしたお肌への刺激を低減。車内の温度上昇も抑えるため、エアコン
効率が向上します。

運転席と助手席の座面と背もたれにヒーターを内蔵。身体を直接温めることが
できます。

ヒーター加温範囲

スイッチ部

寒い日のドライブを快適に。

快適温熱シート（運転席・助手席）

気になる紫外線を99%＊1カット。

フロントドアガラス：スーパーUV・IR〈赤外線〉カットグリーンガラス・撥水機能付

＊2. 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）＞はメーカーオプションとなり
ます。　＊3. ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞は特別設定メーカー
オプションとなります。　■「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）'20年8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、様々な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 価格表

ボディカラー〈カラーコード〉 内装色

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉

シルバーメタリック〈1D6〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉

＊2

＊3

■特別設定

メーカー希望小売価格 ※1（消費税抜き）

2,834,700円

3,044,800円

（2,577,000円）

（2,768,000円）

2,858,900円

3,069,000円

（2,599,000円）

（2,790,000円）

北海道地区メーカー希望小売価格 ※2（消費税抜き）

※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8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（12,320円＜'20年8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。

Body Color

＊1. トヨタ自動車（株）調べ。

シルバーメタリック〈1D6〉 アティチュードブラックマイカ〈218〉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＊2

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉
特別設定メーカーオプション＊3

■写真はすべて特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（ 5 人乗り）。

5人乗り

7人乗り

紫外線約99%＊1カット
IR〈赤外線〉カット

ブラック

シート表皮

専用（ファブリック
＋ホワイト合成皮革
＋ホワイトステッチ）

特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”

5人乗り

7人乗り
特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”
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特別仕様車 S“ tune BLACK Ⅱ” は「セーフティ・サポートカー」です。
セーフティ・サポートカー（サポカー）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）ブレーキなどの安全運転を支援する装置を搭載し、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。

■「Toyota Safety Sense」について、詳しくはベース車両カタログをご覧ください。

プリクラッシュ
セーフティ

オートマチック
ハイビーム

レーダークルーズ
コントロール

レーンディパーチャー
アラート

※「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/

実安全の追求から生まれた、4つの先進安全機能。プリウスαの “Toyota Safety Sense” 【標準装備】

※画像内のロアグリルガーニッシュ（メッキ）、フロントグリルガーニッシュ（メッキ）、フェンダーイルミアーチ、18インチアルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancer V〈ガンメタ
リック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ BluEarth RV-02）、サイドドアガーニッシュ（メッキ）、バックドアガーニッシュ（メッキ）、スポーツマフラーはMODELLISTAエアロキットAに含まれません。

※画像内のサイドウインドゥモール（メッキ調）、ドアハンドルガーニッシュはメッキガーニッシュセットに含まれません。

（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。
（販売店装着オプション）

モデリスタパーツ

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。
（販売店装着オプション）

トヨタ純正用品

0.5H

設定

※写真は助手席側。
※運転席側のフロアマットには、走行中のズレを防止する回転ノブを2カ所に施しています。
※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。

1.4H

■ロアグリルガーニッシュ
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

38,500円（消費税抜き35,000円） 〈L2FG〉
0.6H

設定 除くドアエッジプロテクター（ステンレス製）付車
33,000円（消費税抜き30,000円） 〈Q8D0〉

0.3H11,000円（消費税抜き10,000円） 〈K8AB〉

39,600円（消費税抜き36,000円）〈A0GR〉

52,800円（消費税抜き48,000円）〈A0GS〉

■メッキドアミラーカバー
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

■サイドプロテクションモール
材質：【本体】樹脂（ポリプロピレン）、
         【メッキモール】樹脂（塩化ビニル）＆クロム蒸着ペットフィルム

メッキガーニッシュセット ロアグリルガーニッシュ＋サイドプロテクションモール＋メッキドアミラーカバーの合計金額

82,500円（消費税抜き75,000円）

フロントスポイラー＋サイドスカート＋リヤスカートのセット

74,800円（消費税抜き68,000円） 〈BATU〉除くドアエッジプロテクター（ステンレス製）付車

MODELLISTA エアロキットA
〈塗装済〉 127,600円（消費税抜き116,000円）

■フロントスポイラー
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約14mmダウン

■サイドスカート
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約20mmダウン

2.9H 〈WA11〉

〈素　地〉 107,800円（消費税抜き98,000円） 2.9H 〈WA12〉10.0H

0.7H 〈WA13〉

0.7H 〈WA14〉

■リヤスカート
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約5mmダウン

4.0H

1.5H 〈WA15〉

1.5H 〈WA16〉5.0H

0.7H 〈WA17〉

〈WA18〉0.7H 4.0H

■インテリアイルミネーション
  （2モードタイプ）
16,500円（消費税抜き15,000円）

            〈B9DF〉1.4H

ドア開閉時

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真はベース車両に装着した状態です。

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真はベース車両に装着した状態です。

0.5H
33,000円（消費税抜き30,000円）

〈G1H0〉

■スカッフイルミネーション
1台分（2枚・2灯）

■専用フロアマット 色：ブラック　材質：ポリプロピレン

5人乗り（1台分）
7人乗り（1台分）

価格表記
について

保証

価格は取付費、塗装費を含まないメーカーおよび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8月現在のもの＞で参考価格です。
●　　  は標準取付時間です。　　  は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装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。

0.0H 0.0H

■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、またはトヨタ指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。　※ 一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。
■モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、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。
●モデリスタパーツの詳細は、ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご参照ください。
 モデリスタの商品に関するお問い合わせ先　モデリスタコールセンター TEL050-3161-1000　オープン時間10：00～18：00（除く指定定休日）

：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。

■装備類の詳しい設定につきましてはベース車両カタログおよびACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをあわせてご参照ください。

※写真はベース車両に装着した状態です。

※写真はベース車両に装着した状態です。

※フロントスポイラー装着車はスポイラーが付くため形状が変わります。

〈素　地〉 48,400円（消費税抜き44,000円）

〈塗装済〉 51,700円（消費税抜き47,000円） 〈塗装済〉 49,500円（消費税抜き45,000円）

〈素　地〉 40,700円（消費税抜き37,000円）

〈塗装済〉 46,200円（消費税抜き42,000円）

〈素　地〉 37,400円（消費税抜き34,000円）

ホワイトパールクリスタルシャイン アティチュードブラックマイカ070 218塗装済設定色 シルバーメタリック〈1D6 〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は素地パーツを販売店にて塗装

消臭・抗菌 ネーム部
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■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、様々な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 価格表

ボディカラー〈カラーコード〉 内装色

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉

シルバーメタリック〈1D6〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉

＊2

＊3

■特別設定

メーカー希望小売価格 ※1（消費税抜き）

2,834,700円

3,044,800円

（2,577,000円）

（2,768,000円）

2,858,900円

3,069,000円

（2,599,000円）

（2,790,000円）

北海道地区メーカー希望小売価格 ※2（消費税抜き）

※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8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（12,320円＜'20年8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。

Body Color

＊1. トヨタ自動車（株）調べ。

シルバーメタリック〈1D6〉 アティチュードブラックマイカ〈218〉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＊2

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉
特別設定メーカーオプション＊3

■写真はすべて特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（ 5 人乗り）。

5人乗り

7人乗り

紫外線約99%＊1カット
IR〈赤外線〉カット

ブラック

シート表皮

専用（ファブリック
＋ホワイト合成皮革
＋ホワイトステッチ）

特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”

5人乗り

7人乗り
特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”
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特別仕様車 S“ tune BLACK Ⅱ” は「セーフティ・サポートカー」です。
セーフティ・サポートカー（サポカー）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）ブレーキなどの安全運転を支援する装置を搭載し、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。

■「Toyota Safety Sense」について、詳しくはベース車両カタログをご覧ください。

プリクラッシュ
セーフティ

オートマチック
ハイビーム

レーダークルーズ
コントロール

レーンディパーチャー
アラート

※「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/

実安全の追求から生まれた、4つの先進安全機能。プリウスαの “Toyota Safety Sense” 【標準装備】

※画像内のロアグリルガーニッシュ（メッキ）、フロントグリルガーニッシュ（メッキ）、フェンダーイルミアーチ、18インチアルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancer V〈ガンメタ
リック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ BluEarth RV-02）、サイドドアガーニッシュ（メッキ）、バックドアガーニッシュ（メッキ）、スポーツマフラーはMODELLISTAエアロキットAに含まれません。

※画像内のサイドウインドゥモール（メッキ調）、ドアハンドルガーニッシュはメッキガーニッシュセットに含まれません。

（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。
（販売店装着オプション）

モデリスタパーツ

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。
（販売店装着オプション）

トヨタ純正用品

0.5H

設定

※写真は助手席側。
※運転席側のフロアマットには、走行中のズレを防止する回転ノブを2カ所に施しています。
※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。

1.4H

■ロアグリルガーニッシュ
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

38,500円（消費税抜き35,000円） 〈L2FG〉
0.6H

設定 除くドアエッジプロテクター（ステンレス製）付車
33,000円（消費税抜き30,000円） 〈Q8D0〉

0.3H11,000円（消費税抜き10,000円） 〈K8AB〉

39,600円（消費税抜き36,000円）〈A0GR〉

52,800円（消費税抜き48,000円）〈A0GS〉

■メッキドアミラーカバー
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

■サイドプロテクションモール
材質：【本体】樹脂（ポリプロピレン）、
         【メッキモール】樹脂（塩化ビニル）＆クロム蒸着ペットフィルム

メッキガーニッシュセット ロアグリルガーニッシュ＋サイドプロテクションモール＋メッキドアミラーカバーの合計金額

82,500円（消費税抜き75,000円）

フロントスポイラー＋サイドスカート＋リヤスカートのセット

74,800円（消費税抜き68,000円） 〈BATU〉除くドアエッジプロテクター（ステンレス製）付車

MODELLISTA エアロキットA
〈塗装済〉 127,600円（消費税抜き116,000円）

■フロントスポイラー
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約14mmダウン

■サイドスカート
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約20mmダウン

2.9H 〈WA11〉

〈素　地〉 107,800円（消費税抜き98,000円） 2.9H 〈WA12〉10.0H

0.7H 〈WA13〉

0.7H 〈WA14〉

■リヤスカート
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約5mmダウン

4.0H

1.5H 〈WA15〉

1.5H 〈WA16〉5.0H

0.7H 〈WA17〉

〈WA18〉0.7H 4.0H

■インテリアイルミネーション
  （2モードタイプ）
16,500円（消費税抜き15,000円）

            〈B9DF〉1.4H

ドア開閉時

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真はベース車両に装着した状態です。

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真はベース車両に装着した状態です。

0.5H
33,000円（消費税抜き30,000円）

〈G1H0〉

■スカッフイルミネーション
1台分（2枚・2灯）

■専用フロアマット 色：ブラック　材質：ポリプロピレン

5人乗り（1台分）
7人乗り（1台分）

価格表記
について

保証

価格は取付費、塗装費を含まないメーカーおよび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8月現在のもの＞で参考価格です。
●　　  は標準取付時間です。　　  は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装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。

0.0H 0.0H

■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、またはトヨタ指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。　※ 一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。
■モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、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。
●モデリスタパーツの詳細は、ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご参照ください。
 モデリスタの商品に関するお問い合わせ先　モデリスタコールセンター TEL050-3161-1000　オープン時間10：00～18：00（除く指定定休日）

：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。

■装備類の詳しい設定につきましてはベース車両カタログおよびACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをあわせてご参照ください。

※写真はベース車両に装着した状態です。

※写真はベース車両に装着した状態です。

※フロントスポイラー装着車はスポイラーが付くため形状が変わります。

〈素　地〉 48,400円（消費税抜き44,000円）

〈塗装済〉 51,700円（消費税抜き47,000円） 〈塗装済〉 49,500円（消費税抜き45,000円）

〈素　地〉 40,700円（消費税抜き37,000円）

〈塗装済〉 46,200円（消費税抜き42,000円）

〈素　地〉 37,400円（消費税抜き34,000円）

ホワイトパールクリスタルシャイン アティチュードブラックマイカ070 218塗装済設定色 シルバーメタリック〈1D6 〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は素地パーツを販売店にて塗装

消臭・抗菌 ネーム部
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スーパークロームメタリック塗装

Bi-Beam LED（オートレベリング機能付）

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

特別装備 標準装備

5人乗り / 7人乗り

トヨタ プリウスα 特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ” 主要装備一覧表

205/60R16 92V＋16×6½Jアルミホイール（ホイールキャップ付）

ブラックエクステンション加飾

ブラックエクステンション加飾
99,000円（消費税抜き90,000円）

本革巻き＋ホワイトステッチ ウレタン

7人乗り

7人乗り

7人乗り

5人乗り
64,900円（消費税抜き59,000円）＊2＊9

7人乗り
5人乗り 5人乗り

7人乗り
5人乗り

5人乗り

専用（ファブリック＋ホワイト合成皮革
＋ホワイトステッチ）

ファブリック

足回り

エクステリア

■外装

■操作性

■内装・快適性

視界

予防安全

先進装備

操作系

その他

ナビ＆
オーディオ

シート

インテリア

収納

スペアタイヤ（応急用タイヤ T145/70D17）　　　　　
アウトサイドドアハンドル（メッキ＋カラード）

ヘッドランプ

リヤフォグランプ（右側のみ）　

UVカットグリーンガラス・撥水機能付

フロント
ドアガラス

プロジェクター式ハロゲン
（マニュアルレベリング機能付）

インテリジェントパーキングアシスト（イージーセット機能
＆駐車空間認識機能＆バックガイドモニター機能付）

４本スポークステアリングホイール
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
＋TRIP＋オーディオ＋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＋車間距離切替）

スマートエントリー＆スタートシステム
運転席・助手席・バックドア
運転席

シート表皮

運転席６ウェイ＆助手席４ウェイマニュアル
快適温熱シート（運転席・助手席）
前後スライド＋リクライニング・フォールドダウン機構
ウォークイン機構
センターアームレスト

５：５分割サードシート（リクライニング・ワンタッチチルトダウン機構付）

デッキ
アンダートレイ　

トノカバー

デッキサイドボトルホルダー
セカンドシート後方収納

オーバーヘッドコンソール

フロント・リヤドアトリムオーナメント（ホワイト合成皮革）
ラメ入りピアノブラック塗装

（ステアリングスイッチベース/シフトノブ＋シフトレバーベゼル/
センターレジスター＋センタークラスター＊8/
ヒーターコントロールパネル/コンソールスイッチプレート/
フロント・リヤドアスイッチベース）

アームレスト付
センターコンソール
ボックス（合成皮革巻き）

大型
大型＋小型

センターコンソールボックス＆
フロントコンソールトレイ＆カップホルダー（２個）

大型センターコンソールボックス＆
フロントコンソールトレイ＆カップホルダー（４個）

６：４分割可倒式
セカンドシート

フロントシート

■エンターテインメント
オーディオレス（6スピーカー･カバーレス）
トヨタ純正ナビゲーション＆オーディオ
オーディオレスカバー

アクセサリーコンセント（ AC100V・1500W、コンセント2） 

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー、ヒーター付ドアミラーなど）
ETC車載器

SS
“tune BLACK Ⅱ”

特別仕様車 ベース車両

＊1

＊3

＊4

＊5

11,000円（消費税抜き10,000円）＊211,000円（消費税抜き10,000円）

＊10

＊9

＊12
＊4

＊1

＊7

＊6
＊3

専用フロアマット

ベース車両 トヨタ プリウスα 主要諸元表

●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。
■“PRIUS α”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“VSC”“TRC”“EFI”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”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

●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。

※1. 特別仕様車S“tune BLACK Ⅱ”の車両型式の末尾には（A）が付きます。
※2. 社内測定値。　
※3. セカンドシートのスライドにより、最大2,000mmとなります。　

全車、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。

乗車定員                 　　名
■車両型式・重量・性能
車両型式

kg
kg
m

km/L
km/L
km/L
km/L

車両重量
車両総重量
最小回転半径

市街地モード
郊外モード
高速道路モード

主要燃費改善対策

S
5 7

6AA-ZVW41W-AXXEB ※1 6AA-ZVW40W-AWXEB ※1
1,450 1,460
1,725 1,845

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

5.5
20.7
19.5
21.5
20.8

2ZR-FXE
1.797

直列4気筒
無鉛レギュラーガソリン

73（99）/5,200

142（14.5）/4,000

電子制御式燃料噴射装置（EFI）
45

5JM
交流同期電動機（永久磁石式同期型モーター）

60（82）
207（21.1）

ニッケル水素電池
6.5

4,630×1,775×1,575
2,780

1,220
1,520

1,910 ※3※2 2,690

1,540 / 1,545
145

ストラット式コイルスプリング（スタビライザー付）/
トーションビーム式コイルスプリング

ベンチレーテッドディスク/ディスク
油圧・回生ブレーキ協調式

前輪駆動方式
電気式無段変速機

■走行装置

■駆動方式・トランスミッション

サスペンション　
フロント / リヤ
ブレーキ   フロント / リヤ
作動方式

駆動方式 
トランスミッション

■寸法
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

全長×全幅×全高
ホイールベース
トレッド  フロント / リヤ
最低地上高
室内 長

幅
高

■エンジン

■モーター

■動力用主電池

kW(PS)/r.p.m.

N・m(kgf・m)/r.p.m.

L

kW(PS)
N・m(kgf・m)

Ah

L
型式 
総排気量
種類
使用燃料
最高出力＜ネット＞

最大トルク＜ネット＞

燃料供給装置 
燃料タンク容量

型式
種類
最高出力
最大トルク

種類
容量

＊1. スペアタイヤを選択した場合、デッキアンダートレイ下に装着されます。なお、タイヤパンク応急修理キット
は非装着となり、デッキアンダートレイは７人乗りが小型、5人乗りが小型＋小型となります。 ＊2. スペアタ
イヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。 ＊3. Bi-Beam LEDヘッドランプとスマートエントリー

（運転席・助手席・バックドア）＆スタートシステムはセットでメーカーオプション。 ＊4. 寒冷地仕様とリヤフォ
グランプはセットでメーカーオプション。なお、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わり、イン
ナーレンズが赤色になります。また、寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にヒーター等の信頼性・耐久性
の向上を図っております。北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。 ＊5. インテリジェントパー
キングアシストと字光式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊6. ステアリングのオーディオ操作ス
イッチ、音声認識・ハンズフリー通話スイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場
合に操作可能となります。 ＊7. 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。 ＊8. 販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデルを装着した場
合、プリウスα専用センタークラスターパネル（ベース車両向けトヨタ純正用品）になります。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。 ＊9. アク
セサリーコンセントを選択した場合、運転席小物収納は非装着となり、デッキアンダートレイは小型+小型、ア
クセサリーソケットはインパネのみとなります。なおアクセサリーコンセントは、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。 ＊10. 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。 ＊11. 
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。 ＊12. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、
カードホルダーは非装着となります。なお、別途セットアップ費用が必要となります。 ＊13. 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。 ＊14. 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。

【主な標準装備】　●タイヤパンク応急修理キット　●スタビライザー（フロント）　●エンジンアンダーカバー＆プロテクター　●エアス
パッツ（フロント・リヤ）　●リヤスポイラー（LEDハイマウントストップランプ付）　●LEDフロントフォグランプ　●LEDテール＆ストッ
プランプ●サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー　●UVカット機能付ウインドシールドガラス（IR〈赤外線〉カット機
能付グリーン・高遮音性ガラス）　●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア）　●ウォッシャー連動時
間調整式フロントワイパー　●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●S-VSC（ステア
リング協調車両安定性制御システム）　●TRC（トラクションコントロール）　●車両接近通報装置　●緊急ブレーキシグナル　●ヒルス
タートアシストコントロール　●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）　●むち打ち傷害軽減フロントシート（WILコンセプトシート）　●フロント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）＊13　●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（セカンドシート左右席／トップテザーアンカー付）＊14　●エレク
トロシフトマチック　●モードスイッチ（EVドライブモード・エコドライブモード・パワーモード）　●センターメーター［TFTマルチインフォ
メーションディスプレイ］（ハイブリッドシステムインジケーター［EV走行インジケーターランプ付］・ドライブモニター・メーター照度コン
トロール付）　●フロントシートバックポケット（運転席・助手席）　●助手席側インストルメントパネル（合成皮革）　●フロントピラーガー
ニッシュ（樹脂）　●イルミネーテッドエントリーシステム（フロントパーソナルランプ＆ドームランプ）　●助手席アッパーボックス＆グローブ
ボックス（照明付）　●運転席小物収納＊9　●カードホルダー＊12　●オートエアコン（ワンダイヤルエアコンディショナーコントロール
機能・電動インバーターコンプレッサー・花粉除去モード付）　●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ）　●盗難防止システム（イモビライ
ザーシステム）［国土交通省認可品］　など

アクセサリーソケット（DC12V・120W）［インパネ＆デッキサイド］　　 ＊11

リチウムイオン電池
5

スーパー UV・IR〈赤外線〉カット
グリーンガラス・撥水機能付

66,000円（消費税抜き60,000円）

24,200円（消費税抜き22,000円）

■主要装備一覧表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。　
■「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。
■“tune BLACK Ⅱ”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）'20年8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。

■安全装備

＊9

Toyota Safety Sense   
・プリクラッシュセーフティ（歩行者［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）

・レーンディパーチャーアラート（ステアリング制御機能付）
・オートマチックハイビーム 
・レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

99,000円（消費税抜き90,000円）   

※2

燃料消費率

（国土交通省審査値）

https://toyota.jp

HDZ03104-2008

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α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 9：00～18：00　  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 ’ 20年8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。


