
トヨタ の サ ポ カ ー 特 別 仕 様 車

特 別 仕 様 車

A“Util ity Plus”  
 S“ナビパッケージ・Safety Plus”

 S“Safety Plus”
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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PHV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 ’ 19年1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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■ 「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。

実 安 全 の 追 求 から生まれ た、4 つ の 先 進 安 全 機 能。Toyota Safety Senseは 全 車 標 準 装 備。

プリクラッシュ
セーフティ

アダプティブ
ハイビームシステム

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

■装備類の詳しい設定は、P6の主要装備一覧表をご覧ください。

■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。

※1.自動車アセスメント（JNCAP：Japan New Car Assessment Program）：国土交通省と独立行政法人 
自動車事故対策機構が、安全な自動車の普及を促進する目的で、1995年度より公表している自動車安全情報。　
※2.予防安全性能評価：JNCAPに2014年度より導入され、以下の項目により車両の予防安全性能を、2016年度
から「ASV+」、「ASV++」の2段階で評価。　①衝突被害軽減制動制御装置[対車両]〈プリクラッシュセーフ
ティ〉  ②車線逸脱警報装置〈レーンディパーチャーアラート〉　③後方視界情報提供装置〈バックモニター等〉（2015
年度から追加）　④衝突被害軽減制動制御装置［対歩行者、昼間］〈プリクラッシュセーフティ〉（2016年度
から追加）　※3.Toyota Safety Sense搭載およびバックカメラ装着車。　※4.衝突安全性能評価：衝突時
の乗員保護性能と歩行者保護性能を合わせ、車両の総合的な安全性を点数に応じ1～5★の5段階で評価。

セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）は、政府が交
通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動（被害軽
減）ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援す
る装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

特別仕様車“Safety Plus”、“Uti l i ty Plus ”は

「セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞
  （サポカーS＜ワイド＞）」です。

JNCAP※1予防安全性能評価※2において、2016年度最高ランクの
「ASV++」を獲得※3。JNCAP衝突安全性能評価※4の2016年度
最高ランク「ファイブスター賞」の受賞とあわせて、高い予防および
衝突安全性能を評価されました。

Wide Safety, 
 More Utility.

毎日のドライブに、より安 心と快 適を。

予 防 安 全 パッケージ “Toyota Safety Sense”に 加え、

踏み 間 違 い 事 故 の 防 止をサ ポートする

インテリジェントクリアランスソナーなど、

先 進 の 安 全 装 備を搭 載。

また、インテリアのブラック加 飾 や、

急 速 充 電などの便 利な機 能も充 実させた、

特 別なプリウス P H Vです。

※グレードにより装備の設定が異なります。
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超音波センサーを使って周囲の障害物を検出し、駐車ス
ペースを判断。駐車したいスペースの前で停車し、スイッチ
を押すだけで、適切な後退開始位置への誘導と後退駐車
のためのステアリング操作のみ自動でアシストします。超
音波センサーで空間認識をするので、白線がない場所や
暗闇でも駐車を支援します。

踏み間違えてもサポートする、先進の安全機能。
▶ 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）］（巻き込み警報機能付）

Photo：特別仕様車S“Safety Plus”［ベース車両はS］。ボディカラーはスピリテッドアクアメタリック〈791〉。　■写真は駐車イメージです。　■写真のセンサーの検知範囲はイメージです。

Pi Pi Pi

■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）］は自動（被害軽
減）ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道
路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性
がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。　■ソナーの感
知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。　
■巻き込み警報機能には限界があります。装置を過信せず、安全確認をお願いします。

■シンプルインテリジェントパーキングアシストは状況に応じて使用で
きない場合があります。なお、安全確認およびブレーキ操作は、運転する
方が十分に行ってください。詳しくは取扱書をご覧ください。

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を
緩和し、被害の軽減に寄与するシステム。超音波セン
サーを駆使して、駐車・出庫時に障害物の接近を知らせ
る「クリアランスソナー」に、ブレーキ制御で障害物との
接触を緩和する機能を追加しました。さらに、車両側方に
障害物を巻き込む危険を知らせる巻き込み警報機能も
備えています。

車庫入れも、縦列駐車も安心・スムーズ。
▶ シンプルインテリジェントパーキングアシスト

Wide Safety, 
 More Utility.

超音波センサー検知エリア

インテリジェントクリアランスソナー用
巻き込み警報機能用

Pi Pi Pi Pi———!

① ハイブリッドシステム出力抑制 ② ブレーキ制御

自動（被害軽減）ブレーキ

画面表示（縦列駐車機能）

A“Utility Plus”
標準装備

S“ナビパッケージ・Safety Plus”
特別装備

S“Safety Plus”
特別装備

A“Utility Plus”
標準装備

S“ナビパッケージ・Safety Plus”
特別装備

S“Safety Plus”
特別装備
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Photo（左）：特別仕様車S“Safety Plus”［ベース車両はS］。内装色はブラック。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。　

Photo（右）：特別仕様車A“Utility Plus”［ベース車両はA］。内装色のクールグレーは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。 

道の駅やサービスエリアなどに設置されている「急速充電」に対応。外出先でも短時間で
充電ができるため、安心して長距離ドライブをお楽しみいただけます。自宅に充電設備の
ない方や、遠出の多い方にうれしい便利な装備です。

外出先でも、気軽に充電。
▶ 急速充電インレット

■写真は急速充電インレットキャップオープン状態。　■詳しい充電方法につきましては、取扱書をご覧ください。

充電ポート（車両側充電装備）

普通充電インレット 急速充電インレット

後退時の安全運転をサポート。
▶ バックカメラ

バックカメラによる後 方 映 像を 画 面 に 表 示 。車 庫 入れなどを
サポートします。

■写真は特別仕様車S“Safety Plus”。　■特別仕様車S“Safety Plus”には、ナビ本体
は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。　
■詳しくは別冊のAUDIO VISUAL ＆ NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。　
■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。

バックガイドモニター作動イメージ

■装備類の詳しい設定は、P6の主要装備一覧表をご覧ください。　■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　

1 本革巻き３本スポークステアリングホイール
2 シフトパネル

ブラックを基調とする、洗練された上質なインテリア。
急速充電やアクセサリーコンセントなど、ドライブに役立つ装備もプラス。

A“Utility Plus”
標準装備

S“ナビパッケージ・Safety Plus”
標準装備

S“Safety Plus”
特別装備

A“Utility Plus”
標準装備

S“ナビパッケージ・Safety Plus”
標準装備

S“Safety Plus”
特別装備

艶やかな黒のアクセント。
▶ ブラック加飾

全車特別装備
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Photo（左）：特別仕様車S“Safety Plus”［ベース車両はS］。内装色はブラック。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。　

Photo（右）：特別仕様車A“Utility Plus”［ベース車両はA］。内装色のクールグレーは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。 

■消費電力の合計が1500W
以下の電気製品をご使用ください。
ただし、電気製品によっては消費
電力の合計が1500W以下の
場合でも正常に作動しない場合
があります。　
■一部の自治体では、駐車また
は停車中にエンジンを始動させ
た場合、アイドリングストップに
関する条例にふれるおそれがあり
ます。関係する自治体に確認した
上で、適切にご使用ください。

高速道路上に設置されたITSスポットと双方向通信を
行うETC2.0サービス対応ユニットは、ナビゲーション
とも連動。ETC機能に加え、安全運転をサポートする
交通情報を画像や音声などで提供します。

さらに広がる、運転支援。
▶ ETC2.0ユニット

■高速道路のVICS電波ビーコン（2.4GHz）による情報提供は、2022
年3月31日に終了し、ITSスポットによる情報提供に移行されます。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。　※ETCにおいてお客様の決済情報を将来にわ
たり安全に保護するため、セキュリティ規格の変更が予定されています。
掲載の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。

アクセサリーコンセント

ラゲージスペース左側

フロントコンソール後端

ソーラー充電
システム装着時

ヴィークルパワーコネクター

車内2カ所に設置されたコンセントに加え、付属のヴィークルパワーコネクターを普通充電インレットに
挿し込めば、家庭用と同じ100Vの外部給電用コンセントに早変わり。合計1500Wまで対応するので、消費電力
の大きな家電製品にも使えます。

家電がそのまま使えます。
▶ アクセサリーコンセント（AC100V・1500W、コンセント2/ヴィークルパワーコネクター付）

後退時の安全運転をサポート。
▶ バックカメラ

A“Utility Plus”
特別装備

S“ナビパッケージ・Safety Plus”
特別装備

S“Safety Plus”
メーカーオプション

A“Utility Plus”
特別装備

S“ナビパッケージ・Safety Plus”
特別装備



6

トヨタ プリウスPHV 特別仕様車 A“Utility Plus”/S“ナビパッケージ・Safety Plus”/S“Safety Plus” 主要装備一覧表

＊1. 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、充電時、充電機器や充電ケーブル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。詳しくは販売店に
おたずねください。　＊2. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。　＊3. Toyota Safety Sense非装着を選択した場合、ITS Connectは装着できません。　＊4. Toyota Safety Sense非装着を選択した場合、レーダークルー
ズコントロールの車間距離切替スイッチとレーンディパーチャーアラートの操作スイッチは非装着となります。　＊5. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊6. 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。な
お、音声認識スイッチはT-Connectナビを装着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おたずねください。　＊8. 設定色については内外配色一覧表をご覧ください。　＊9. DVD/CDデッキは搭載されていま
せん。　＊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。距離目安線、車幅延長線およびステアリング操作に連動する予想進路線をナビ画面に表示します。また、字光式ナンバープレートは装着できません。　＊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。　＊12. カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ
費用が必要となります。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。なお、ETC2.0ユニットは、販売店装着オプションにも設定があります。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。　＊13. 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。　＊14. 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。　＊15. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医
療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能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。　＊16. 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。　＊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。　■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。　■“Utility Plus”“ナビパッケージ・
Safety Plus”“Safety Plus”“ナビパッケージ”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8％込み）’17年12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。　■“Bluetooth®”はBluetooth SIG, Inc.の商標です。　■“Wi-Fi®”はWi-Fi Allianceの登録商標です。　■JBLはHarman International Industries, Inc.の商標です。　■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

 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）
 販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両

A“Utility Plus” S“ナビパッケージ・
Safety Plus” S“Safety Plus” A S

“ナビパッケージ”
■充電装備

付属
充電装備

充電ケーブル ＊1
AC200V用 7.5m　　　　　　
AC200V用 15m 8,100円（消費税抜き7,500円） AC200V用 7.5m 充電ケーブルは非装着

電源プラグコード（AC100V用）
充電ケーブルホルダー（7.5m充電ケーブル用）

車両側
充電装備

充電インレット
普通充電＋急速充電 75,600円

（消費税抜き70,000円）
普通充電のみ -75,600円（消費税抜き-70,000円）

ソーラー充電システム 280,800円（消費税抜き260,000円） 280,800円（消費税抜き260,000円）
■外装

足回り&
メカニズム

195/65R15タイヤ＆15×6 1/2J アルミホイール（ブラック塗装＋ホイールキャップ付）
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）
72,360円

（消費税抜き67,000円）
72,360円

（消費税抜き67,000円）
エクステリア ピラーガーニッシュ（艶ありブラック） フロント・センター・リヤ センター・リヤ フロント・センター・リヤ センター・リヤ
■安全装備

視界

4灯式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フロントフォグランプ（アクセサリーランプ［薄暮灯］付） 21,600円
（消費税抜き20,000円）

21,600円
（消費税抜き20,000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（メッキ加飾） ヒーター付 ＊2 ヒーター付 ＊2

予防安全

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）〈専用エンブレム付〉

・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）
・アダプティブハイビームシステム（AHS）
・レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

Toyota Safety Sense 非装着 -124,200円
（消費税抜き-115,000円）

＊3
＊4

ITS Connect 27,000円（消費税抜き25,000円） 27,000円
（消費税抜き25,000円）＊3

ブラインドスポットモニター〈BSM〉
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）］（巻き込み警報機能付） ＊5
シンプルインテリジェントパーキングアシスト

衝突安全 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）

■操作性

操作系

本革巻き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） ブラック加飾 ホワイト加飾

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・音声認識・ハンズフリー通話 ＊6 ＊6
車間距離切替・レーンディパーチャーアラート・ステアリングヒーター ＊4

シフトパネル ブラック加飾 ホワイト加飾
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 ＊7
先読みエコドライブ［先読み減速支援］

■内装

シート
シート表皮（ファブリック）
リヤ大型センターアームレスト（ファブリック巻き/カップホルダー2個・ボックス付） ブラック加飾 ブラック加飾

インテリア
サイドレジスター（アクセントカラー） ＊8 サテンメッキ加飾ベゼル シルバー塗装ベゼル サテンメッキ加飾ベゼル シルバー塗装ベゼル
ドアトリムアッパー（フロント） ソフトパッド ソフトパッド

空調 静電式ヒーターコントロールパネル

照明 イルミネーテッド
エントリーシステム

フロント足元ランプ・インテリアランプ（フロント・マップランプ/リヤ）
インテリアランプ（フロント・マップランプ/リヤ）

収納
フロントコンソールトレイ（カップホルダー2個付） ブラック加飾 ブラック加飾
フロント大型コンソールボックス（ファブリック巻き）

■エンターテインメント

ナビ・
オーディオ

T-Connect SDナビゲーションシステム＊9
【ナビ】11.6インチフルHD静電式タッチディスプレイ、
T-Connect DCMパッケージ、VICS WIDE対応

【オーディオ】AM/FM（ワイドFM対応）、地上デジタルTV、
USB（音声・映像）/AUX（音声）入力端子

【その他】音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター＊5、
Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、
Wi-Fi接続対応、音声認識

JBLプレミアムサウンドシステム
【オーディオ】
8chオーディオアンプ、
10スピーカー

73,440円
（消費税抜き68,000円）

73,440円
（消費税抜き68,000円）

【オーディオ】
6スピーカー

オーディオレス（6スピーカー・カバーレス）

ナビレディセット（バックカメラ） ＊10 27,000円
（消費税抜き25,000円）

トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊11
オーディオレスカバー
ETC2.0ユニット ＊12 27,000円（消費税抜き25,000円）

その他

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W、コンセント2/ヴィークルパワーコネクター付） ＊13 75,600円（消費税抜き70,000円）

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊14

おくだけ充電 ＊15 12,960円
（消費税抜き12,000円）

12,960円
（消費税抜き12,000円）

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー・LEDリヤフォグランプなど） ＊16 18,360円（消費税抜き17,000円） 23,760円
（消費税抜き22,000円）＊2 18,360円（消費税抜き17,000円） 23,760円

（消費税抜き22,000円）＊2

［その他の標準装備］　●充電ポート（充電インレット照明&充電インジケーター付）　●スマートリッド&コネクターロックシステム　●タイヤパンク応急修理キット　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●ECB［電子制御ブレーキシステム］　
●ばね上制振制御　●排気熱回収器　●グリルシャッター　●フロアアンダーカバー（フロント・センター・リヤ）　●エンジンアンダーカバー（サイレンサー付）＆プロテクター　●リヤバンパー　●リヤスポイラー（LEDハイマウントストップランプ付）　
●CFRP製バックドア　●リヤコンビネーションランプ（LEDテール＆ストップランプ）　●LEDライセンスプレートランプ　●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）　●スーパーUVカット
機能付フロントドアグリーンガラス（撥水機能付・遮音性ガラス）　●ウォッシャー連動時間調整式フロント間欠ワイパー　●防眩インナーミラー　●ドライブスタートコントロール　●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　●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）＊17　●ステアリングヒーター　●エレクトロシフトマチック　●ドライブモードスイッチ（EV/HVモード切替スイッチ［バッテリーチャージモード機能付］/ノーマルモード/パワーモード/エコドライブモード）　●マルチ
インフォメーションディスプレイ（4.2インチTFTカラー/メーター照度コントロール付）　●グラフィックメーター（4.2インチTFTカラー/メーター照度コントロール付）　●フロントシート（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］/快適温熱シート［運転席・助手席］）　●シートバックポケット（運転席・助手席）　●６：４分割可倒式リヤシート　●サテンメッキ加飾クラスターモール　●メッキインサイドドアハンドル　●メッキ加飾
レジスターノブ（センター・サイド）　●ドアトリムオーナメント表皮（合成皮革）　●リモートエアコンシステム　●ガスインジェクション機能付ヒートポンプオートエアコン（湿度センサー付・S-FLOW）　●エコ空調モードスイッチ　●オーバーヘッド
コンソール　●デッキアンダーボックス&デッキサイドボックス　●トノカバー　●ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ） 　●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
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アティチュードブラックマイカ〈218〉 エモーショナルレッド〈3T7〉
メーカーオプション

スティールブロンドメタリック〈4X1〉 スピリテッドアクアメタリック〈791〉

＊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8％込み）'19年1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（13,130円＜'17年12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“Utility Plus”

3,829,680円
（3,546,000円）

3,848,040円
（3,563,000円）

特別仕様車
S“ナビパッケージ・
Safety Plus”

3,730,320円
（3,454,000円）

3,748,680円
（3,471,000円）

特別仕様車
S“Safety Plus”

3,325,320円
（3,079,000円）

3,349,080円
（3,101,000円）

価格表（消費税率8%）

＊1. メーカーオプションとなります。メーカー希望小売価格は、ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉
は32,400円（消費税抜き30,000円）、エモーショナルレッド〈3T7〉は54,000円（消費税抜き50,000円）
となります。　■「設定あり」「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
8％込み）’19年1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 ■写真は特別仕様車S“Safety Plus”。　■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。

インテリア

内装色 ブラック クールグレー

シート色 ブラック

シートステッチ グレー ターコイズ

サイドレジスター ブラック
メタリック ターコイズ

ボディカラー
〈カラーコード〉

スーパーホワイトⅡ〈040〉

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊1

シルバーメタリック〈1F7〉

グレーメタリック〈1G3〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

エモーショナルレッド〈3T7〉＊1

スティールブロンドメタリック〈4X1〉

スピリテッドアクアメタリック〈791〉

内外配色一覧表  標準設定　  設定あり（ご注文時にご指定ください） ベース車両 トヨタ プリウスPHV 主要諸元表

A S
“ナビパッケージ”

車両型式・重量・性能

車両型式 DLA-ZVW52-AHXGB※1 DLA-ZVW52-
AHXEB（N）※2

DLA-ZVW52-
AHXEB※3

車両重量 kg 1,530［1,550］ 1,510〈1,530〉
車両総重量 kg 1,750［1,770］ 1,730〈1,750〉
最小回転半径 m 5.1［5.4］ 5.1
ハイブリッド
燃料消費率   （国土交通省審査値） km/L 37.2［30.8］ 37.2

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、
プラグインハイブリッドシステム、充電制御、電気式無段変速機

充電電力使用時走行距離※4
（プラグインレンジ、国土交通省審査値） km 68.2［55.2］ 68.2

EV走行換算距離※4
（等価EVレンジ、国土交通省審査値） km 68.2［55.2］ 68.2

電力消費率（国土交通省審査値） km/kWh 10.54［8.65］※5 10.54※5
一充電消費電力量 kWh/回 6.47［6.38］※5 6.47※5
エンジン
型式 2ZR-FXE
総排気量 L 1.797
種類　 水冷直列4気筒DOHC
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 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
モーター
型式 1NM/1SM
種類 交流同期電動機
定格出力 1NM/1SM kW 37.0/15.8
最高出力 1NM/1SM kW（PS） 53（72）/23（31）
最大トルク 1NM/1SM N･m（kgf・m） 163（16.6）/40（4.1）
動力用主電池
種類 リチウムイオン電池
電圧 V 3.7
容量 Ah 25
個数 95
総電圧 V 351.5
総電力量 kWh 8.8
接続方式 直列
寸法・定員
全長 mm 4,645
全幅 mm 1,760
全高 mm 1,470
ホイールベース mm 2,700

トレッド
フロント mm 1,530［1,510］ 1,530
リヤ mm 1,540［1,520］ 1,540

最低地上高 mm 130
室内長×室内幅×室内高 mm 2,110×1,490×1,195
乗車定員 名 4
走行装置
ステアリング　 ラック＆ピニオン

サスペンション　　
フロント ストラット式コイルスプリング（スタビライザー付）
リヤ 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 ベンチレーテッドディスク
リヤ ディスク

作動方式 油圧・回生ブレーキ協調式
駆動方式・トランスミッション
駆動方式 前輪駆動方式
トランスミッション 電気式無段変速機

●［　　］はメーカーオプションの215/45R17タイヤ＆17×7J アルミホイール、〈　　〉はメーカーオプションのソーラー充電システム
を装着した場合の数値です。　※1. 特別仕様車A“Utility Plus”は車両型式の末尾に（A）が付きます。　※2. 特別仕様車S“ナビパッケージ・
Safety Plus”は車両型式の末尾が（N）から（B）に変わります。　※3. 特別仕様車S“Safety Plus”は車両型式の末尾に（C）が付きます。　
※4. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法（急加速・所定の車速を超える）、道路状況（登坂）
などによっては、バッテリー残量に関わらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。　※5. AC200V/16A充電時の値。

●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”“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

全車、環境対応車普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます（平成31年3月31日まで）。
また、自動車重量税の軽減措置が受けられます（平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。さらに、ご購入の翌年度
の自動車税について軽減措置が受けられます（平成31年3月31日までの新車登録車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。

●燃料消費率や充電電力使用時走行距離および電力消費率は、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）に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エア
コン使用による影響を大きく受けます。　●本諸元のモード走行における表示は“JC08モード”です。

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

シルバーメタリック〈1F7〉 グレーメタリック〈1G3〉スーパーホワイトⅡ〈040〉



※「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/

HAZ07A00-1901

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PHV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 ’ 19年1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。

ALL_DH


