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Hybrid Royal Saloon G
Photo（前）
：Hybrid ロイヤルサルーンG。
ボディカラーのプレシャスシルバー〈1J6〉
＜54,000円＞はメーカーオプション。
Photo（後）
：Hybrid ロイヤルサルーンG。
ボディカラーはシルバーメタリック
〈1F7〉。

Photo：Hybrid ロイヤルサルーンG。内装色はフラクセン。
アドバンストパッケージ＜108,000円＞、
レザーシートパッケージ＜253,800円＞はメーカーパッケージオプション。
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ＜108,000円＞、パノラミックビューモニター＜108,000円＞、ITSスポット対応DSRCユニット＜22,680円＞はメーカーオプション。

＊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）ʼ14年4月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期がʼ14年4月以降の場合、消費税率8%が適用され、ʼ14年3月以前の場合、消費税率
5%が適用されます。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。●価格はパンク修理キット、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。●写真の計器盤は、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。●写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。●画面はハメ込み合成です。●自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要になります。

メーカー希望小売価格＊1

Hybrid ロイヤルサルーン G

5,513,143円

消費税抜き

5,104,762円

北海道地区メーカー希望小売価格＊2

消費税抜き

5,521,783円

5,112,762円

Photo：Hybrid ロイヤルサルーンG。内装色はフラクセン。
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Lineup

Hybrid Royal Saloon
Photo：Hybrid ロイヤルサルーン。ボディカラーはブラック
〈202〉。
内装色のチェスナットは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフラクセンになります）。

メーカー希望小売価格＊1

Hybrid ロイヤルサルーン

4,824,000円

消費税抜き

4,466,667円

北海道地区メーカー希望小売価格＊2

4,832,640円

消費税抜き

4,474,667円

＊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）ʼ14年4月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期がʼ14年4月以降の場合、消費税率8%が適用され、ʼ14年3月以前の場合、消費税率5%が適用されます。販売店装着オプションは車両の登録
時期（新車ご注文と同時に装着される場合）またはお引渡し時期がʼ14年4月以降の場合、消費税率8%が適用され、ʼ14年3月以前の場合、消費税率5%が適用されます。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。●価格はパンク修理キット、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。●写真の計器盤は、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。●写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。●画面はハメ込み合成です。●自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要になります。

Hybrid Royal
Photo：Hybrid ロイヤル。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈062〉
＜37,800円＞はメーカーオプション。
内装色のチェスナットは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフラクセンになります）。
オーディオレスカバー＜1,296円（取付費が別途必要）
＞は販売店装着オプション。

メーカー希望小売価格＊1

Hybrid ロイヤル

4,217,143円

消費税抜き

3,904,762円

北海道地区メーカー希望小売価格＊2

消費税抜き

4,238,743円

3,924,762円
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Lineup

2.5 Royal Saloon G
2.5 Royal Saloon G i-Four
Photo：2.5 ロイヤルサルーンG。
ボディカラーはブラック
〈202〉。
内装色はフラクセン。

メーカー希望小売価格＊1

2.5 ロイヤルサルーン G
2.5 ロイヤルサルーン G i-Four

4,957,714円
5,194,286円

消費税抜き

4,590,476円
4,809,524円

北海道地区メーカー希望小売価格＊2

4,981,474円
5,218,046円

消費税抜き

4,612,476円
4,831,524円

＊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）ʼ14年4月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期がʼ14年4月以降の場合、消費税率8%が適用され、ʼ14年3月以前の場合、消費税率5%が適用されます。販売店装着オプションは車両の登録
時期（新車ご注文と同時に装着される場合）またはお引渡し時期がʼ14年4月以降の場合、消費税率8%が適用され、ʼ14年3月以前の場合、消費税率5%が適用されます。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。●価格はパンク修理キット、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。●写真の計器盤は、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。●写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。●画面はハメ込み合成です。●自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要になります。

2.5 Royal Saloon
2.5 Royal Saloon i-Four
Photo：2.5 ロイヤルサルーン。
ボディカラーはダークレッドマイカメタリック
〈3Q3〉。
内装色のチェスナットは設定色
（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフラクセンになります）。

メーカー希望小売価格＊1

2.5 ロイヤルサルーン
2.5 ロイヤルサルーン i-Four

4,206,857円
4,484,571円

消費税抜き

3,895,238円

北海道地区メーカー希望小売価格＊2

消費税抜き

4,230,617円

4,152,381円

4,508,331円

消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格＊2

3,917,238円
4,174,381円

2.5 Royal
2.5 Royal i-Four
Photo：2.5 ロイヤル i-Four。
ボディカラーはダークブルーマイカ
〈8S6〉。
内装色はフラクセン。
寒冷地仕様とスーパーUV カットフロントドアグリーンガラス
（撥水機能付）
はセット＜36,720 円＞でメーカーオプション。
リヤフォグランプ＜10,800 円＞はメーカーオプション。
オーディオレスカバー＜1,296 円
（取付費が別途必要）
＞は販売店装着オプション。

メーカー希望小売価格＊1

2.5 ロイヤル
2.5 ロイヤル i-Four

3,630,857円
3,908,572円

3,361,905円
3,619,048円

消費税抜き

3,667,577円

3,395,905円

3,945,292円

3,653,048円
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Exterior Color

●写真はすべてHybrid ロイヤルサルーンG。

麗しく上 品 に。真 珠 のような 輝きを纏って。

ホワイトパールクリスタルシャイン

〈062 〉メーカーオプション ＊

White Pearl Crystal Shine

深 い 陰 影 が 存 在 感をいっそう際 立 たせる。

シルバーメタリック

Silver Metallic

〈1F7 〉

新 技 術 によって生 み出され た、かつてない 輝き。

プレシャスシルバー

〈1J6〉 メーカーオプション ＊

Precious Silver

＊ 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〈062〉が 37,800 円（消費税抜き35,000 円）、プレシャスシルバー〈1J6〉が 54,000 円（消費税抜き50,000 円）となります。
■価格はメーカー希望小売価格＜
（消費税 8% 込み）
ʼ14 年 4月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期がʼ 14 年 4月以降の場合、消費税率 8% が適用され、ʼ14 年 3月以前の場合、
消費税率 5% が適用されます。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。

漆 黒 の 光 沢 感 が 醸し出すダイナミズム。

Black

ブラック

〈202 〉

目の 醒めるような 鮮 やかさでエレガントに。

ダークレッドマイカメタリック

〈3Q3〉

Dark Red Mica Metallic

「 ジャパンブル ー 」と称される日本 伝 統 の 藍 色 。

Dark Blue Mica

ダークブルーマイカ

〈8S6〉

Precious Silver

CLOSE UP

次世代の輝き「プレシャスシルバー」

厳選された６色のバリエーションのなかで、
ひときわ存在感を放つボディカラー「プレシャスシルバー」。
顔料となるアルミ片（粒子）の並びを整える新技術を採用した革新的な新色で、粒子感を抑えた上品
で滑らかな質感と、かつてないほどの明暗の力強いコントラストを両立。立体感を強調し、クラウンの
洗練されたプロポーションをより引き締まった姿に映し出します。
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Interior Color

写真はハイブリッド車。

Flaxen
亜麻色

フラクセン

ロイヤルの新しい世 界 、日本 古 来よりある「 亜 麻 色 」を意 味するフラクセン。
木目調パネル：茶木目（金糸柄入り）

黄色がかった淡い褐 色が、ロイヤルらしい華やかな空 間を演出します。

Seat Material
本革シート表皮
均等に穴開けパターンを施し、通気性を
向 上させたパーフォレーションレザー
シートです。
本革

フラクセン

ファブリックシート表皮
絹のような光沢感のある風合いとゴー
ルドとシルバ ー の 流 れるような 粒 子
パターンが華やかなファブリックシート。
フラクセンとチェスナット、
２つの新しい
ファブリック フラクセン

ファブリック

チェスナット

個性からお選びいただけます。

写真はガソリン車および販売店装着オプションの8インチナビゲーション装着状態です。

Chestnut
栗色

チェスナット

ロイヤルのもう一つの世界、英語で「栗色」を意味するチェスナット。 木目調パネル：茶 木目
木目調パネル：茶木目（金糸柄入り）

明度を抑えた深みのあるダークブラウンが、大人の上質な空間を演出します。

内外配色一覧表
標準設定

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）

ロイヤルサルーンG
ロイヤルサルーンG i-Four
ロイヤルサルーン
ロイヤルサルーン i-Four

ロイヤルサルーンG／ロイヤルサルーンG i-Four
ロイヤルサルーン／ロイヤルサルーン i-Four
ロイヤル／ロイヤル i-Four

本革＊2★

シート表皮
ボディカラー〈カラーコード〉 内装色

フラクセン

木目調パネル

ホワイトパールクリスタルシャイン＊1

〈062〉

シルバーメタリック

〈1F7〉

プレシャスシルバー＊1

〈1J6〉

ブラック

〈202〉

ダークレッドマイカメタリック

〈3Q3〉

ダークブルーマイカ

〈8S6〉

設定あり
（ご注文時にご指定ください）

ファブリック
フラクセン

チェスナット

茶木目
（金糸柄入り）

＊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
〈062〉
は37,800円
（消費税抜き35,000円）、
プレシャスシルバー〈1J6〉
は54,000円
（消費税抜き50,000円）
となります。
＊2.本革シートのシートサイドとヘッドレストの一部に人工皮革を使用しています。
★本革シートはメーカーパッケージオプションの
「レザーシートパッケージ」
に含まれる装備です。
「レザーシートパッケージ」
について詳しくはP63をご覧ください。
（消費税8%込み）ʼ14年4月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期がʼ14年4月以降の場合、消費税率8%が適用され、ʼ14年3月以前の場合、消費税率
■価格はメーカー希望小売価格＜
5%が適用されます。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。
■
「設定あり」
「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。
■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。

■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳しい設定は、
P60〜62の主要装備一覧表をご覧ください。
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クラウン “ロイヤル”シリーズ

グレード別主な標準装備比較表
ロイヤルサルーン

ロイヤルサルーンG
ハイブリッド車

ガソリン車（2WD/4WD）

外 装・メカニズム

■17インチアルミホイール
（スーパークロームメタリックII）
※メーカーオプション

■16インチアルミホイール

ハイブリッド車

■17インチアルミホイール
（スーパークロームメタリックII）
※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）

■アウトサイドドア

■アダプティブハイビームシステム（インテリジェントAFS・ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付）
■バイキセノン式（ディスチャージ）ヘッドランプ

■バイキセノン式（ディス

■オートワイパー（雨滴感応式）
＋自動防眩インナーミラー

操 作 系・計 器 盤

■本革巻きステアリングホイール
（ステアリングヒーター・
電動チルト＆
テレスコピック機能付）

■電気式無段変速機

-

■本革巻きステアリングホイール
（電動チルト＆
テレスコピック機能付）

■6 Super ECT（スーパーインテリジェント6速オートマチック）

■本革巻きステアリングホイール
（ステアリングヒーター・
電動チルト＆
テレスコピック機能＊1付）

■電気式無段変速機

■マイコンプリセットドライビングポジションシステム（ステアリング・シート・ドアミラー）
■ハイブリッド車専用
オプティトロンメーター
（ハイブリッドシステムインジケーター付）

シー ト

■運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート
（運転席パワーイージーアクセスシステム・
運転席電動ランバーサポート・シートヒーター付）

■オプティトロンメーター

■運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート
（運転席パワーイージーアクセスシステム・
運転席電動ランバーサポート付）

■シートアシストグリップ

■ハイブリッド車専用
オプティトロンメーター
（ハイブリッドシステムインジケーター付）

■運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート
（運転席電動ランバーサポート・シートヒーター付）
■シートアシ

■リヤパワーシート
■リヤセンターアームレスト
（カップホルダー +ボックス＆各種コントロールスイッチ＊2付）

■電動式リヤサンシェード
■手動式リヤドアサンシェード

快 適 性・ユ ー ティリ ティ

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（スイングレジスター・前席集中モード付）

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（スイングレジスター付）

■
「ナノイー」
＋スーパーUVカットフロントドアグリーンガラス（撥水機能付）

-

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（スイングレジスター＊1・前席集中モード付）
■
「ナノイー」
＋スーパーUV

■スマートエントリー＆スタートシステム
（全ドア／カードキー 1＋スマートキー ２）
■盗難防止システム（侵入センサー付オートアラーム）
■イージークローザー（フロントドア＆リヤドア＋ラゲージドア）
■ラゲージボックス
（折りたたみ式ラゲージボード付）

■ラゲージボックス
（トランクマット＋ラゲージトレイ付）

■イージークローザー
■ラゲージボックス
（折りたたみ式ラゲージボード付）

ナ ビ ＆ オ ー ディオ・その 他

■HDDナビゲーションシステム
（地上デジタルTV・ETCユニット付）
＆
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）
■トヨタマルチオペレーションタッチ

写真はハイブリッド車
■G-BOOK mX Pro専用DCM
■アクセサリーソケット
（フロント・リヤ）

＊1.HDDナビゲーションシステム装着車にのみ標準装備となります。 ＊2.グレードやオプション装着により設定が異なります。

写真はガソリン車
■アクセサリー

ロイヤル
ガソリン車（2WD/4WD）

■16インチアルミホイール

ハイブリッド車

ガソリン車（2WD/4WD）

■17インチアルミホイール
（スーパークロームメタリックII）
※メーカーオプション

■16インチアルミホイール

■アウトサイドドアハンドル（カラード）

ハンドル（メッキ+カラード）
チャージ）ヘッドランプ

■バイキセノン式（ディスチャージ）ヘッドランプ
-

■本革巻きステアリングホイール
（チルト＆テレスコピック機能付）

■6 Super ECT（スーパーインテリジェント6速オートマチック）

■本革巻きステアリングホイール
（ステアリングヒーター・
チルト＆テレスコピック機能付）

■ウレタンステアリングホイール
（チルト＆テレスコピック機能付）

■電気式無段変速機

■6 Super ECT（スーパーインテリジェント6速オートマチック）
-

■オプティトロンメーター

■運転席8ウェイ＆助手席4ウェイパワーシート
（運転席電動ランバーサポート付）

■ハイブリッド車専用
オプティトロンメーター
（ハイブリッドシステムインジケーター付）

■オプティトロンメーター

■運転席6ウェイ＆助手席4ウェイマニュアルシート
（シートヒーター付）

■運転席6ウェイ＆助手席4ウェイマニュアルシート

ストグリップ

-

■一体固定式リヤシート
■リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）

■一体固定式リヤシート
■リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）

-

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（スイングレジスター＊1付）
カットフロントドアグリーンガラス（撥水機能付）

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（前席集中モード付）

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン

■UVカットフロントドアグリーンガラス
■スマートエントリー＆スタートシステム
（フロントドア＆ラゲージドア／スマートキー ２）
■盗難防止システム

■スマートエントリー＆スタートシステム
（全ドア／スマートキー 2）
■盗 難 防 止システム（侵入センサー付オートアラーム）

（ラゲージドア）
■ラゲージボックス
（トランクマット＋ラゲージトレイ付）

■ラゲージボックス
（折りたたみ式ラゲージボード付）

■ラゲージボックス
（トランクマット＋ラゲージトレイ付）

■HDDナビゲーションシステム
（地上デジタルTV・ETCユニット付）
＆
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）
■トヨタマルチオペレーションタッチ

■オーディオレス
（6スピーカー／カバーレス・センタートレイ
〈ゴムマット〉付）
■トヨタマルチオペレーションタッチ

写真はガソリン車および販売店装着オプションの
オーディオレスカバー装着時
ソケット
（フロント）

■アクセサリーソケット
（フロント）

■写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示をしています。実際の走行状態を示すものではありません。
グレードやオプション装着により異なります。 ■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳しい設定は、P60〜62の主要装備一覧表をご覧ください。
■表示される画面は、

58

59

トヨタ クラウン 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）

★

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）

掲 載ページ

2WD

4WD

ハイブリッド車／ガソリン車
ロイヤルサルーンG

ロイヤルサルーン

ガソリン車

ロイヤル

ロイヤルサルーン
i-Four

ロイヤルサルーンG
i-Four

ロイヤル
i-Four

■外装・メカニズム
■タイヤ＆ホイール

215/60R16 95Hタイヤ＋16 7Jアルミホイール＆センターオーナメント
58
215/55R17 94V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II）
58
＆センターオーナメント
パンク修理キット
スペアタイヤ（応急用タイヤ T155/70D17）
＊1

54,000円
（消費税抜き50,000円）
10,800円
（消費税抜き10,000円）

■外装
アウトサイドドアハンドル
ハイブリッドシンボルマーク（サイド・リヤ）

-

メッキ+カラード
ハイブリッド車

■ブレーキ
ECB［電子制御ブレーキシステム］

-

ハイブリッド車

■制御＆トランスミッション
レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
クルーズコントロール
ドライブスタートコントロール
EVドライブモード
NAVI・AI-SHIFT
VDIM（EBD 付 ABS＆VSC＆TRC＆EPS）
EBD 付 ABS＆VSC＆TRC
ヒルスタートアシストコントロール
■ウインドゥ＆ミラー
ウインドシールドグリーンガラス
（遮音・UVカット機能付）
フロントドアグリーンガラス
リヤドア・バックウインドゥ
UVカットガラス
電動式リヤサンシェード

42・63
33
31
43
31・63
42
-

34
-

グリーンガラス

23

■ランプ
バイキセノン式（ディスチャージ）ヘッドランプ
（オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付）
アダプティブハイビームシステム
（インテリジェントAFS・ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付）
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
6灯
4灯
リヤフォグランプ（左右）
緊急ブレーキシグナル

メッキ+カラード

★A

カラード

★A

ハイブリッド車
ガソリン車
ハイブリッド車 ガソリン車★A ハイブリッド車
ガソリン車

-

＋トップシェード
スーパー UVカット＆撥水機能付
UVカット
グリーンソフトプライバシーガラス

手動式リヤドアサンシェード
オートワイパー（雨滴感応式）
LEDサイドターンランプ付電動格納式
＋オート格納機能
リモコンカラードドアミラー
（ヒーター付レインクリアリングミラー・ ＋リバース連動機能＆足元照明
運転席側ワイドビュー）
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（挟み込み防止機能＋エンジン/ パワー OFF 後作動機能付）

カラード

23
47・63

＊2

＊2

＊3

＊3

32,400円
（消費税抜き30,000円）＊3

32,400円
（消費税抜き30,000円）＊3

★B

★B

＊4

＊4

46
＊5

45

108,000円
（消費税抜き100,000円）

108,000円
（消費税抜き100,000円）

46
32
46
＊6

46
46

＊3

＊3

10,800（消費税抜き10,000円）

■全車標準装備
●足踏み式パーキングブレーキ
（作動/解除） ●デュアルエキゾーストテールパイプ ●LEDリヤコンビネーションランプ ●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）
（挟み込み防止機能＋エンジン/パワーOFF後作動機能付）
●リヤウインドゥデフォッガー ●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・ミスト機能付） ●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ

■内装・快適性
■インパネまわり

防眩インナーミラー

＋自動防眩

■メーター＆モニター
トヨタマルチオペレーションタッチ（5インチ）
オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
TFTカラー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
エコドライブインジケーター（ランプ・ゾーン表示機能付）
デジタルクロック
■ステアリング
4 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

本革巻き
ウレタン

ステアリングスイッチ（オーディオ・DISP）
チルト＆テレスコピック
ステアリング

-

46・63
25
25
25
25
40
-

★B

ハイブリッド車
ガソリン車
GPS補正機能付

58
・
59

34

＊7 37
電動（オートチルトアウェイ＆リターン機能付） 63
マニュアル
-

★B

ハイブリッド車
ハイブリッド車 ガソリン車★B
ガソリン車

GPS補正機能付

ハイブリッド車
ガソリン車

★B

標準装備

掲 載ページ

■シフト
シーケンシャルシフトマチック
シフトノブ（茶木目調＋メッキ加飾）
■電源
アクセサリーソケット ＊8
（DC12V・120W）

フロント・リヤ
フロント

ロイヤルサルーンG

ロイヤルサルーン

ロイヤル

販売店装着オプション

4WD

ガソリン車
ロイヤルサルーンG
i-Four

ロイヤルサルーン
i-Four

★C

34

23

＋オートエアピュリファイヤー
「ナノイー」
スイングレジスター

ロイヤル
i-Four

★C

ハイブリッド車
ハイブリッド車 64,800円 ハイブリッド車 64,800円
（消費税抜き 60,000円） （消費税抜き 60,000円）＊9
ガソリン車 97,200円 ガソリン車 97,200円
（消費税抜き 90,000円） （消費税抜き 90,000円）＊9

97,200円
97,200円
（消費税抜き 90,000円） （消費税抜き 90,000円）＊9

34
34

■シート
シート表皮

電動ランバーサポート（運転席）
リヤシート

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）

ハイブリッド車／ガソリン車

63
-

（クーラー機能付）

前席シートベンチレーション
後席シートヒーター
フロントシート

★

2WD

29・31
-

■空調
左右独立温度コントロール
フルオートエアコン（花粉除去モード付） ＋前席集中モード
リヤオートエアコン ＊5

前席シートヒーター

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

本革 ＊10

18
・
56
・
63

ファブリック

★D

★D

45
・ ハイブリッド車 ガソリン車 ハイブリッド車 ガソリン車
★D
★D
63
45・63
★D
★D
63
★D
44
-

運転席 8ウェイパワー
運転席 6ウェイマニュアル
助手席 4ウェイ

44
44
パワー（40/20/40 分割リクライニング） 23・63
59
一体固定式
-

パワー ＊11

リヤセンターアームレスト
＋ボックス＆各種コントロールスイッチ ＊12 23・63
（カップホルダー付）
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）＊13
23
シートアシストグリップ
マイコンプリセットドライビングポジションシステム（ステアリング・シート・ドアミラー）
44
44
パワーイージーアクセスシステム（運転席）
■収納

センターコンソールボックス（左右両開きタイプ）
ドアポケット＆ボトルホルダー
■ラゲージ
ラゲージボックス

★D

ハイブリッド車

★D

★D

★D
★D

★D

マニュアル

パワー ＊11

マニュアル

★C

★C

★C

★C

45
-

折りたたみ式ラゲージボード付

35

トランクマット＋ラゲージトレイ付
■操作性
クリアランスソナー＆バックソナー
インテリジェントクリアランスソナー
スマートエントリー＆スタートシステム ＊16 全ドア
フロントドア＆ラゲージドア
（スマートキー 2）
イージークローザー（フロントドア＆リヤドア + ラゲージドア）
パノラミックビューモニター

★D

56

35
33・63
33・63
44

＊17
＊18

45

ハイブリッド車

ガソリン車
ガソリン車
ハイブリッド車
＊14
＊14

ハイブリッド車

＊14

ガソリン車
★A ＊15
★A
カードキー付
ラゲージドアのみ

108,000円
120,960円
33
（消費税抜き100,000円）（消費税抜き112,000円）＊4

★A ＊15
★A
カードキー付
ラゲージドアのみ
108,000円
120,960円
（消費税抜き100,000円）（消費税抜き112,000円）＊4

■ナビゲーション＆オーディオ ＊19
HDDナビゲーションシステム ＊20

【ナビ】高精細８型ワイドタッチディスプレイ、 トヨタプレミアムサウンドシステム
G-BOOK mX（Ver.2.0対応）
【オーディオ】15chオーディオアンプ、
【オーディオ】DVD（5.1ch対応）、CD、 ＆ 16スピーカー
AM/FM、地上デジタルTV、
【その他】3メディアVICS＊22 、
サウンドライブラリー、USB端子
DSSS運転支援機能
【その他】音声ガイダンス機能付
クラウン・スーパーライブサウンドシステム
カラーバックガイドモニター＊18 、
ETCユニット
（ビルトインタイプ）
＊21、 ＆【オーディオ】7chオーディオアンプ、
Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、 10スピーカー
【その他】FM多重VICS
音声認識、ESPO対応

101,520円
（消費税抜き94,000円）

101,520円
（消費税抜き94,000円）

36
・
37

G-BOOK mX Pro専用DCM
（通信サービス／盗難追跡／ヘルプネット®〈エアバッグ連動タイプ〉／eケア・G-カスタマイズ対応）＋ルーフアンテナ

38

83,160円
（消費税抜き77,000円）

83,160円
（消費税抜き77,000円）

＊21
＊22

43

22,680円
22,680円
（消費税抜き21,000円）（消費税抜き21,000円）＊23

22,680円
22,680円
（消費税抜き21,000円）（消費税抜き21,000円）＊23

ITSスポット対応 DSRCユニット（ETC 機能付）

オーディオレス
（6スピーカー／カバーレス・センタートレイ
〈ゴムマット〉付）

オーディオレスカバー

37

ハイブリッド車 ー365,040円
（消費税抜きー338,000円）
ガソリン車 ー343,440円
（消費税抜きー318,000円）
＊24

343,440円
（消費税抜きー318,000円）
＊24

59

■全車標準装備
●サンバイザー（バニティミラー・天井照明付） ●電気式ラゲージ＆フューエルリッドオープナー ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●フューエル残量警告灯 ●半ドアウォーニング
●キー忘れ防止ブザー ●電動パワーステアリング（車速感応型） ●メッキインサイドドアハンドル ●アシストグリップ（フロント2・リヤ2／回転式＊5） ●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）
●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＋ルームランプ） ●ドアカーテシランプ
（フロントドア・リヤドア） ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●リヤ読書灯（可動式）
●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 ●上下調整式リヤへッドレスト ●オーバーヘッドコンソールボックス＊5 ●グローブボックス
（照明・キー付）
●シートバックポケット
（運転席・助手席） ●車速感応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）

60

61

標準装備

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

★

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）

掲 載ページ

2WD

4WD

ハイブリッド車／ガソリン車
ロイヤルサルーンG

ロイヤルサルーン

ロイヤル

ガソリン車
ロイヤルサルーンG
i-Four

ロイヤル
i-Four

ロイヤルサルーン
i-Four

■安全
■エアバッグ＆シートベルト＆制御

SRSエアバッグ（運転席・助手席エアバッグ＋運転席ニーエアバッグ＋
47・63
＋後左右席サイドエアバッグ
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）
プリクラッシュセーフティシステム
（ミリ波レーダー方式）
42・63

■その他

むち打ち傷害軽減フロントシート
（WILコンセプトシート）
ポップアップフード
車両接近通報装置

＊18

47
32
43

★C

★A

★A

★C

ハイブリッド車
ハイブリッド車

■全車標準装備
●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） ●チャイルドプロテクター（リヤドア）
■その他
■セキュリティ

盗難防止システム
（エンジン/モーターイモビライザーシステム）
44
［国土交通省認可品］
＋侵入センサー付オートアラーム
■その他
寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど）

＊25
-

工具（ジャッキ、
ジャッキハンドル、
ハブナットレンチ）

ハイブリッド車 8,640円
（消費税抜き8,000円）
ガソリン車 23,760円
（消費税抜き22,000円）

-

★の装備はメーカーパッケージオプションに含まれる装備です。詳細につきましては、P63をご覧ください。
★A アドバンストパッケージ
★B ドライバーサポートパッケージ
★C リヤコンフォートパッケージ

ハイブリッド車 21,600円
（消費税抜き20,000円）
ガソリン車 36,720円
（消費税抜き34,000円）
＊2

23,760円
（消費税抜き22,000円）

36,720円
（消費税抜き34,000円）
＊2

★D レザーシートパッケージ

パンク修理キット、
ラゲージボックス、折りたたみ式ラゲージボードおよびラゲージトレイは非装着となります。
＊1. スペアタイヤを選択した場合、
（撥水機能付）
はセットでメーカーオプション。
＊2. 寒冷地仕様とスーパーUVカットフロントドアグリーンガラス
なお、LEDハイマウントストップランプは6灯から4灯に変更となります。
＊3. グリーンガラスを選択した場合、電動式リヤサンシェードおよび★C リヤコンフォートパッケージとの同時装着はできません。
とパノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。
＊4. LED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（オート格納機能+リバース連動機能＆足元照明付）
＊5. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となり、アシストグリップは伸縮式となります。なお、リヤオートエアコンは同時装着できません。
＊6. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
また、★A アドバンストパッケージを選択した場合、
レーダークルーズ
＊7. ステアリングスイッチは、HDDナビゲーションシステム装着車の場合、音声認識・ハンズフリー通話スイッチが装着されます。
コントロールの車間距離切替スイッチが追加されます。なお、オーディオレス時のオーディオスイッチは、販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムに使用できます。
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。
＊8. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。
＊9. ★C リヤコンフォートパッケージを選択した場合のみ装着できます。
＊10. 本革シートのシートサイドとヘッドレストの一部に人工皮革を使用しています。
（シートスライド＆リクライニング）
が付きます。
＊11. 助手席シートの右側シートバック肩口にパワーシートスイッチ
グレード・オプション装着により設定が異なります。
＊12. 各種コントロールスイッチは、
（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。
＊13. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
リヤオートエアコン選択時に装着されます。
その場合、
ラゲージトレイは非装着となります。
＊14. 折りたたみ式ラゲージボードは、
（消費税抜き40,000円）
＞は、単独選択可能です。
＊15. クリアランスソナー＆バックソナー＜43,200円
＊16. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気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
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。
＊17. クリアランスソナー＆バックソナーもしくは★A アドバンストパッケージを選択した場合のみ装着できます。その場合、音声ガイダンス機能付カラー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音声ガイダンス機能は付きません。
また、
ドアミラーはカメラ付（左右）
となります。
なお、販売店装着オプションを装着した場合にも、字光式ナンバープレートを装着できないことがあります。詳しくはACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE、
＊18. 字光式ナンバープレートは装着できません。
AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
＊19. ナビ＆オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定につきましては販売店におたずねください。
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。
＊20. ディスクによっては再生できない場合があります。
＊21. 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。
（2.4GHz）
による情報提供は、今後ITSスポットによる情報提供に移行されます。詳しくは、国土交通省道路局のITSスポットサービスサイトをご覧ください。
なお、ITS
＊22. 高速道路のVICS電波ビーコン
スポットの情報提供は、
メーカーオプションのITSスポット対応DSRCユニットの装着が必要です。
＊23. ITSスポット対応DSRCユニットは、G-BOOK mX Pro専用DCMを選択した場合のみ装着できます。
ご注意いただきたい項目があります。詳しくは下表をご確認ください。
＊24. オーディオレスの選択には、
〈オーディオレス選択時にご注意いただきたい項目〉
非装着となる装備
同時装着不可の装備・
パッケージオプション

●NAVI・AI-SHIFT［ガソリン車］ ●トップシェード
（ウインドシールドグリーンガラス） ●電動チルト＆テレスコピックステアリング［ハイブリッド車］
●デジタルクロックのGPS補正機能 ●スイングレジスター

●パノラミックビューモニター ●クリアランスソナー＆バックソナー ●G-BOOK mX Pro専用DCM ●ITSスポット対応DSRCユニット
（ETC機能付）
★A アドバンストパッケージ ★Ｂ ドライバーサポートパッケージ ★C リヤコンフォートパッケージ

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。
＊25. 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。

■
「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8%込み）'14年4月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期がʼ14年4月以降の場合、消費税率8%が適用され、ʼ14年3月以前の場合、消費税率5%が適用
されます。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。
■“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。
自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表
リサイクル預託金
シュレッダーダスト料金
エアバッグ類料金
フロン類料金
全 車
9,730円
2,050円
1,950円

※リサイクル料金はʼ14年3月時点の金額。
情報管理料金
130円

資金管理料金

合 計

380円

14,240円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）
は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）
からお受け取りになることにより、
リサイクル
預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。
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“Royal” series Package Option
セットで便 利な 4 つのパッケージオプションを設 定 。スタイルや好みに合わせて、お選びいただけます。
一歩先ゆく装備をフルセット。先進の走りを極める。

設

★A アドバンストパッケージ ＊1

定

グレード

Advanced Package

ロイヤルサルーン G

ロイヤルサルーン

ロイヤル

ロイヤルサルーン G i-Four

ロイヤルサルーン i-Four

ロイヤル i-Four

【SET ITEM】

1 プリクラッシュセーフティシステム
（ミリ波レーダー方式）
■
2 クリアランスソナー＆バックソナー
■
■インテリジェントクリアランスソナー
3 レーダークルーズコントロール
（ブレーキ制御付）
■
■VDIM（EBD付 ABS＆VSC＆TRC＆EPS）

1

※ロイヤルサルーンのガソリン車を除く設定グレードは標準装備。

メーカー希望小売価格
ロイヤルサルーン【ガソリン車】
その他グレード

151,200 円（消費税抜き140,000円）
108,000 円（消費税抜き100,000円）

3

便利な機能が、
ドライバーをさりげなくアシスト。

2

設

★B ドライバーサポートパッケージ ＊1

定

グレード

Driver Support Package

ロイヤルサルーン G

ロイヤルサルーン

ロイヤル

ロイヤルサルーン G i-Four

ロイヤルサルーン i-Four

ロイヤル i-Four

※ロイヤルサルーン G、ロイヤルサルーン G i-Four は標準装備。

【SET ITEM】

1 電動チルト＆テレスコピックステアリング
■

（オートチルトアウェイ＆リターン機能付）

※ロイヤルサルーンのハイブリッド車は標準装備。

2 オートワイパー
（雨滴感応式）
■
3 自動防眩インナーミラー
■

2

メーカー希望小売価格
【ハイブリッド車】
【ガソリン車】

21,600 円（消費税抜き20,000円）
43,200 円（消費税抜き40,000円）

1

後席に身を委ねる歓びを、さらに深めたい方へ。

★C リヤコンフォートパッケージ

3

設
定
グレード

＊1 ＊2 ＊3

Rear Comfort Package

ロイヤルサルーン G

ロイヤルサルーン

ロイヤル

ロイヤルサルーン G i-Four

ロイヤルサルーン i-Four

ロイヤル i-Four

※ロイヤルサルーン G、ロイヤルサルーン G i-Four は標準装備。

【SET ITEM】

1 リヤパワーシート
（40/20/40 分割リクライニング）
■
2 リヤセンターアームレスト（カップホルダー + ボックス＆各種コントロールスイッチ付）
■
3 リヤアクセサリーソケット（DC12V・120W）
■

※使用できるのは、
フロント・リヤで合計120W以下となります。

2

■SRSサイドエアバッグ（後左右席）

メーカー希望小売価格
142,560 円（消費税抜き132,000円）

1

本革シートの豊かさを手にする歓び。

★D レザーシートパッケージ

3

設
定
グレード

＊3

Leather Seat Package

ロイヤルサルーン G

ロイヤルサルーン

ロイヤル

ロイヤルサルーン G i-Four

ロイヤルサルーン i-Four

ロイヤル i-Four

【SET ITEM】

1 本革シート表皮
■
2 前席シートベンチレーション
■
3 前席シートヒーター ※ハイブリッド車は標準装備。
■
■後席シートヒーター ※ロイヤルサルーン G、ロイヤルサルーン G i-Four にのみ設定。

メーカー希望小売価格
ロイヤルサルーン G / ロイヤルサルーン G i-Four
【ハイブリッド車】
【ガソリン車】

253,800 円（消費税抜き235,000円）
270,000 円（消費税抜き250,000円）

3 前席シートヒーター
2 前席シートベンチレーション

ロイヤルサルーン / ロイヤルサルーン i-Four
【ハイブリッド車】
【ガソリン車】

237,600 円（消費税抜き220,000円）
253,800 円（消費税抜き235,000円）

1

操作画面
（トヨタマルチオペレーションタッチ）

＊1. オーディオレスを選択した場合は装着できません。 ＊2. リヤドア・バックウインドゥUVカットグリーンガラスを選択した場合は装着できません。 ＊3. ★C リヤコンフォートパッケージと★D レザーシートパッケージは同時装着できません。
■「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8%込み）'14年4月時点のもの＞で参考価格です。
車両の
登録時期がʼ14年4月以降の場合、
消費税率8%が適用され、
ʼ14年3月以前の場合、
消費税率5%が適用されます。
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。 ■表示される画面は、
グレードやオプション装着により異なります。
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トヨタ クラウン 主要諸元表

2WD

ハイブリッド車
ロイヤル
サルーンG

ロイヤル
サルーン

ロイヤル

ロイヤル
サルーンG

ロイヤル
サルーン

ロイヤル

ロイヤル
サルーンG
i-Four

ロイヤル
サルーン
i-Four

ロイヤル
i-Four

DAAAWS210AEXUH★

DAAAWS210AEXQH★

DAAAWS210AEXLH★

DBAGRS210AETUH

DBAGRS210AETQH

DBAGRS210AETLH

DBAGRS211AETUH

DBAGRS211AETQH

DBAGRS211AETLH

1,590 ＊1

1,560 ＊1＊2

1,540

1,680 ＊1

1,650 ＊1＊2

1,630

1,865 ＊1

1,835 ＊1＊2

1,815

1,955 ＊1

1,925 ＊1＊2

1,905

■車両型式・重量・性能
車両型式
車両重量

kg

1,680 ＊1

1,650 ＊1＊2

1,630

車両総重量

kg

1,955 ＊1

1,925 ＊1＊2

1,905

最小回転半径

m

燃料消費率
（国土交通省審査値）

km/L

5.4
11.4

23.2

型式

総排気量

L

種類

内径 行程

mm

圧縮比

kW（PS）/r.p.m.

最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m.
燃料供給装置

L

燃料タンク容量
■寸法・定員

2AR-FSE

4GR-FSE

直列4気筒DOHC

V型６気筒DOHC

2.493

2.499

90.0 98.0

83.0 77.0

13.0

131（178）/6,000

221
（22.5）
/4,200〜4,800

筒内直接燃料噴射装置〈D-4〉
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71

mm

4,895 1,800 1,460

トレッド

フロント/リヤ

mm

1,545/1,545

室内長 室内幅 室内高

mm

乗車定員

mm

145

マルチリンク式コイルスプリング
ベンチレーテッドディスク

フロント
リヤ

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・変速比・減速比

トランスミッション
第1速

電気式無段変速機

第2速
第3速

-

第4速
第5速
第6速

2.937

減速比
■モーター

最大トルク

kW（PS）

N・m（kgf・m）

■動力用主電池

交流同期電動機

４輪駆動方式（フルタイム4WD）

スーパーインテリジェント6速オートマチック
〈6 Super ECT〉 スーパーインテリジェント6速オートマチック
〈6 Super ECT〉
3.538

3.520

2.060

2.042

1.000

1.000

1.404

1.400

0.713

0.716
0.586

3.168

3.224

-

-

-

-

4.100

4.300

105（143）

300（30.6）

32

個数
容量

-

ニッケル水素電池

種類

接続方式

後輪駆動方式

1KM

型式

最高出力

ディスク

0.582

後退

種類

160

1,975 1,510 1,190 ＊3

ラック＆ピニオン式

リヤ

ブレーキ

1,545/1,540

ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

フロント

サスペンション

4,895 1,800 1,475

2,850

5

名

■走行装置・駆動方式

ステアリング

149（203）/6,400

243（24.8）/4,800

筒内直接＋ポート燃料噴射装置〈D-4S〉

mm

12.0

無鉛レギュラーガソリン

全長 全幅 全高

ホイールベース
最低地上高

10.2

（ガソリン車）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

■エンジン

最高出力〈ネット〉

5.2

（ハイブリッド車）
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、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

主要燃費改善対策

使用燃料

4WD
ガソリン車

ガソリン車

Ah

直列
6.5

＊1. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合＋20kg、
リヤオートエアコンを装着した場合＋10kg、
トヨタプレミアムサウンドシステムを装着した場合＋１０kg、
それぞれ増加します。
＊2. ★C リヤコンフォートパッケージを装着した場合＋１０kg、
オーディオレスを選択した場合ー１０kg、
それぞれ増減します。
＊3. マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,130mmとなります。
●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。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、
より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

●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。
★印の車両は、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27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27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26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。
■“CROWN”“CROWN ROYAL”“CROWN ROYAL SALOON”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“OPTITRON”“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“TOYOTA D-4”“VDIM”“VSC”“TRC”“DRAMS”“ECT”“ECB”“AFS”“GOA”“サウンドライブラリー”
“G-BOOK”“TSOP”“ウェルカムサポート”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
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