
PRICE 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）

G“Z package”（4WD） 3,410,000円 （3,100,000 円） 3,433,100円 （3,121,000 円）

G "Z package"

Photo：G “Z package”。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。内装色はブラック。オーディオレスカバー
＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

LINEUP
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PRICE 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）

Adventure（4WD） 3,195,500円 （2,905,000 円） 3,218,600円 （2,926,000 円）
Photo：Adventure。ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×シアンメタリック〈8W9〉［2QV］＜55,000円＞は
メーカーオプション。内装色のオーキッドブラウンは設定色（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）。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

＊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10％込み）’19年10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。　
■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。　■室内の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、P57記載のリサイクル料金が別途必要になります。

Adventure
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PRICE 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）

G“Z package”（4WD） 3,410,000円 （3,100,000 円） 3,433,100円 （3,121,000 円）

G "Z package"

Photo：G “Z package”。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。内装色はブラック。オーディオレスカバー
＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

LINEUP
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PRICE 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）

Adventure（4WD） 3,195,500円 （2,905,000 円） 3,218,600円 （2,926,000 円）
Photo：Adventure。ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×シアンメタリック〈8W9〉［2QV］＜55,000円＞は
メーカーオプション。内装色のオーキッドブラウンは設定色（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）。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

＊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10％込み）’19年10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。　
■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。　■室内の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、P57記載のリサイクル料金が別途必要になります。
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46



X/HYBRID X

Photo：HYBRID X（2WD）。ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ〈3T3〉＜33,000円＞はメーカーオプション。内装色は
ブラック。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

PRICE 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）

X
（4WD） 2,887,500円 （2,625,000 円） 2,910,600円 （2,646,000 円）

（2WD） 2,656,500円 （2,415,000 円） 2,679,600円 （2,436,000 円）

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）

HYBRID X
（E-Four） 3,514,500円 （3,195,000 円） 3,534,300円 （3,213,000 円）

（2WD） 3,261,500円 （2,965,000 円） 3,281,300円 （2,983,000 円）

LINEUP
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PRICE 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）

G（4WD） 3,261,500円 （2,965,000 円） 3,284,600円 （2,986,000 円）

HYBRID G（E-Four） 3,888,500円 （3,535,000 円） 3,908,300円 （3,553,000 円）

G/HYBRID G

Photo：HYBRID G。ボディカラーはシルバーメタリック〈1D6〉。内装色のライトグレーは設定色（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）。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着
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10％込み）’19年10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。　
■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。　■室内の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、P57記載のリサイクル料金が別途必要になります。

48



X/HYBRID X

Photo：HYBRID X（2WD）。ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ〈3T3〉＜33,000円＞はメーカーオプション。内装色は
ブラック。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。

PRICE 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）

X
（4WD） 2,887,500円 （2,625,000 円） 2,910,600円 （2,646,000 円）

（2WD） 2,656,500円 （2,415,000 円） 2,679,600円 （2,436,000 円）

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）

HYBRID X
（E-Four） 3,514,500円 （3,195,000 円） 3,534,300円 （3,213,000 円）

（2WD） 3,261,500円 （2,965,000 円） 3,281,300円 （2,983,000 円）

LINEUP
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PRICE 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）

G（4WD） 3,261,500円 （2,965,000 円） 3,284,600円 （2,986,000 円）

HYBRID G（E-Four） 3,888,500円 （3,535,000 円） 3,908,300円 （3,553,000 円）

G/HYBRID G

Photo：HYBRID G。ボディカラーはシルバーメタリック〈1D6〉。内装色のライトグレーは設定色（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）。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着
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10％込み）’19年10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。　
■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。　■室内の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、P57記載のリサイクル料金が別途必要になります。
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ファブリック
[X / HYBRID X]

ファブリック
[X / HYBRID X]

合成皮革＋ライトグレーステッチ
[G“Z package”/ G / HYBRID G]

合成皮革＋ブラウンステッチ
[G“Z package”/ G / HYBRID G]

Basic Type
ベーシックタイプ

Black ブラック：標準設定

Light Gray ライトグレー：設定あり（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）。

EXTERIOR/ INTERIOR

■シート単体（ブラック）、インパネ写真はHYBRID G。オーディオレス
カバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。　
■オープントレイ（運転席・助手席・センター）およびフロントカップ
ホルダー部の色は、G“Z package” ／ G ／HYBRID Gがブラウン
となり、X ／ HYBRID Xがブラックとなります。
■価格はメーカー希望小売価格＜(消費税10％込み)’19年10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。

G“Z package”

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X
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専用合成皮革＋オレンジステッチ 

専用合成皮革＋オレンジステッチ 

Sporty Type
スポーティタイプ

Black ブラック：標準設定

Orchid Brown オーキッドブラウン：設定あり（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）。

■写真はAdventure。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が
別途必要）＞は販売店装着オプション。
■快適温熱シート+シートベンチレーションを装着した場合、シート
表皮はパーフォレーション付となります。
■価格はメーカー希望小売価格＜(消費税10％込み)’19年10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。

Adventure

Adventure
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ファブリック
[X / HYBRID X]

ファブリック
[X / HYBRID X]

合成皮革＋ライトグレーステッチ
[G“Z package”/ G / HYBRID G]

合成皮革＋ブラウンステッチ
[G“Z package”/ G / HYBRID G]

Basic Type
ベーシックタイプ

Black ブラック：標準設定

Light Gray ライトグレー：設定あり（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）。

EXTERIOR/ INTERIOR

■シート単体（ブラック）、インパネ写真はHYBRID G。オーディオレス
カバー＜1,980円（取付費が別途必要）＞は販売店装着オプション。　
■オープントレイ（運転席・助手席・センター）およびフロントカップ
ホルダー部の色は、G“Z package” ／ G ／HYBRID Gがブラウン
となり、X ／ HYBRID Xがブラックとなります。
■価格はメーカー希望小売価格＜(消費税10％込み)’19年10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。

G“Z package”

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X

 51 

専用合成皮革＋オレンジステッチ 

専用合成皮革＋オレンジステッチ 

Sporty Type
スポーティタイプ

Black ブラック：標準設定

Orchid Brown オーキッドブラウン：設定あり（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）。

■写真はAdventure。オーディオレスカバー＜1,980円（取付費が
別途必要）＞は販売店装着オプション。
■快適温熱シート+シートベンチレーションを装着した場合、シート
表皮はパーフォレーション付となります。
■価格はメーカー希望小売価格＜(消費税10％込み)’19年10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。

Adventure

Adventure
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Gray Metallic グレーメタリック〈1G3〉＊2

Sensual Red Mica センシュアルレッドマイカ〈3T3〉＊1＊2

Ash Gray Metallic  Attitude Black Mica
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アティチュードブラックマイカ〈218〉［2QW］＊3＊5

＊1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉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。 
＊2. 写真はG“Z package”。 
＊3. 写真はAdventure。 
＊4. ドアミラーはブラックとなります。 
＊5.  アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×シアンメタリック〈8W9〉［2QV］、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アティチュードブラックマイカ〈218〉［2QW］、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×
グレーメタリック〈1G3〉［2QX］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。 

＊6. 快適温熱シート+シートベンチレーションを装着した場合、シート表皮はパーフォレーション付となります。　
■「メーカーオプション」「設定あり」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）’19年10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おりますので、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。

Ash Gray Metallic  Gray Metallic
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレーメタリック〈1G3〉［2QX］＊3＊5

Attitude Black Mica アティチュードブラックマイカ〈218〉＊2

Dark Blue Mica ダークブルーマイカ〈8X8〉＊2

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID XG“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X
G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X
Adventure

Adventure Adventure

Adventure Adventure

BODY COLOR
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内外配色一覧表　 MONO TONE TWO TONE＊4

●標準設定 ○設定あり（ご注文時にご指定ください） 2QU＊5 2QV＊5 2QW＊5 2QX＊5
1K6 1K6 1K6 1K6

グレード シート表皮 内装色 070＊1 1D6 3T3 ＊1 8X8 6X3 8W9 218 1G3 6X3 8W9 218 1G3

Adventure 専用合成皮革＊6
ブラック ● ● ● ● ● ● ● ● ●

オーキッドブラウン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

G “Z package”／
G／HYBRID G 合成皮革

ブラック ● ● ● ● ● ●

ライトグレー ○ ○ ○ ○ ○ ○

X／HYBRID X ファブリック
ブラック ● ● ● ● ● ●

ライトグレー ○ ○ ○ ○ ○ ○

White Pearl Crystal Shine ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊1＊2

Urban Khaki アーバンカーキ〈6X3〉＊3

Ash Gray Metallic  Urban Khaki
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］＊3＊5

TWO TONE ＊4

Ash Gray Metallic  Cyan Metallic
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×シアンメタリック〈8W9〉［2QV］＊3＊5

Silver Metallic シルバーメタリック〈1D6〉＊2

Cyan Metallic シアンメタリック〈8W9〉＊3

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X

Adventure Adventure

Adventure Adventure

MONO TONE
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Gray Metallic グレーメタリック〈1G3〉＊2

Sensual Red Mica センシュアルレッドマイカ〈3T3〉＊1＊2

Ash Gray Metallic  Attitude Black Mica
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アティチュードブラックマイカ〈218〉［2QW］＊3＊5

＊1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉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。 
＊2. 写真はG“Z package”。 
＊3. 写真はAdventure。 
＊4. ドアミラーはブラックとなります。 
＊5.  アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×シアンメタリック〈8W9〉［2QV］、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アティチュードブラックマイカ〈218〉［2QW］、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×
グレーメタリック〈1G3〉［2QX］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。 

＊6. 快適温熱シート+シートベンチレーションを装着した場合、シート表皮はパーフォレーション付となります。　
■「メーカーオプション」「設定あり」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）’19年10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おりますので、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。

Ash Gray Metallic  Gray Metallic
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレーメタリック〈1G3〉［2QX］＊3＊5

Attitude Black Mica アティチュードブラックマイカ〈218〉＊2

Dark Blue Mica ダークブルーマイカ〈8X8〉＊2

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID XG“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X
G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X
Adventure

Adventure Adventure

Adventure Adventure

BODY COLOR
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内外配色一覧表　 MONO TONE TWO TONE＊4

●標準設定 ○設定あり（ご注文時にご指定ください） 2QU＊5 2QV＊5 2QW＊5 2QX＊5
1K6 1K6 1K6 1K6

グレード シート表皮 内装色 070＊1 1D6 3T3 ＊1 8X8 6X3 8W9 218 1G3 6X3 8W9 218 1G3

Adventure 専用合成皮革＊6
ブラック ● ● ● ● ● ● ● ● ●

オーキッドブラウン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

G “Z package”／
G／HYBRID G 合成皮革

ブラック ● ● ● ● ● ●

ライトグレー ○ ○ ○ ○ ○ ○

X／HYBRID X ファブリック
ブラック ● ● ● ● ● ●

ライトグレー ○ ○ ○ ○ ○ ○

White Pearl Crystal Shine ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊1＊2

Urban Khaki アーバンカーキ〈6X3〉＊3

Ash Gray Metallic  Urban Khaki
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］＊3＊5

TWO TONE ＊4

Ash Gray Metallic  Cyan Metallic
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×シアンメタリック〈8W9〉［2QV］＊3＊5

Silver Metallic シルバーメタリック〈1D6〉＊2

Cyan Metallic シアンメタリック〈8W9〉＊3

G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X

Adventure Adventure

Adventure Adventure

MONO TONE
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SIMPLE & SLIM!!

「人とクルマと自然が共生する社会」を目指して ～トヨタ環境チャレンジ2050～

トヨタは、温室効果ガスに起因する異常気象、生物多様性の喪失、水不足など、深刻化する地球環境の諸問題に対し、
これまでも幅広い取り組みを推進してきました。今後もクルマの環境負荷をゼロに近づけるとともに、
地球・社会にプラスとなる取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献するための

6つのチャレンジ（ゼロへのチャレンジ    と、プラスへのチャレンジ    ）を実施していきます。

http://www.toyota.co.jp/jpn/
sustainabil ity/environment/
challenge2050/

CO2 “ 0
ゼロ

”へのチャレンジ  ～環境負荷をゼロに近づけるためのトヨタの取り組み～

人と自然が共生する
未来づくりへのチャレンジ

トヨタはクルマの一生のCO2削減をデザインしています
トヨタでは燃費を良くするだけでなく、設計段階から、製造・
廃棄・リサイクルにいたるクルマの一生を通して、CO2排出量
を削減するための取り組みを行っています。 

燃費の良いクルマを選ぶと、CO2の削減に協力できます
クルマは、燃費が良くなればなるほど、CO2の排出量を削減することが
できます。トヨタでは、燃費を向上させるために、あらゆる部品の軽量化や
効率化を推進しています。

トヨタはエコカーだけでなく、エコ工場にも力を入れています
RAV4をつくる工場では、いいクルマを環境に負荷をかけることなく
つくるために、従業員が日々知恵を絞り、様々なアプローチを行って
います。エネルギーを必要としない装置の考案や、設備のシンプル化
など、徹底的な省エネ活動を順次実施し、CO2排出量ゼロを目指して
削減に取り組んでいます。

トヨタの工場では、

緑をつなぐ活動をひろげていきます
RAV4をつくる工場では、生物多様性を保全する
目的で、工場の敷地内での植林や、ビオトープの
整備を行っています。また、工場の敷地内だけで
なく、地域周辺の生きものや生態系の調査、天然
記念物であるカキツバタ群落の保護活動などに
も参加。地域の方々と共に力を合わせて、緑豊か
な環境をひろげていきます。

トヨタが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランド
によるISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。

トヨタでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマ
が環境に与える要因を定量的に総合評価する手法（LCA『ライフ
サイクルアセスメント』：Life Cycle Assessment）で評価し、
自動車の生涯走行距離10万km（10年）で計算した場合の結果
を指数で示しています。

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

新型RAV4
(2.5Lハイブリッド車FF)

従来型
ガソリン車

素材
製造

車両
製造 メンテナンス

新型RAV4  
(2.0Lガソリン車4WD)

走行 廃棄

エコドライブでもCO2を削減
ドライバーの運転をもとに、「エコな運転」をクルマが自動で診断。
診断結果は、スマホアプリMyTOYOTA for  T-Connectでご確認いただけます。

ライフサイクルCO 2 ゼロチャレンジ 新車CO 2 ゼロチャレンジ

工場CO 2 ゼロチャレンジ

CO 2
CO 2

fuel
fuel

-燃料＆
-CO2

～より良い環境をつくるための
トヨタの取り組み～

地球環境へ

“+プラス”のチャレンジ
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Adventure G “Z package” G / HYBRID G X / HYBRID X
4WD 【G】4WD  【HYBRID G】E-Four 【X】4WD／2WD  【HYBRID X】E-Four／2WD

タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル・メ
カ
ニ
ズ
ム

●235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイール
(切削光輝+ブラック+マットクリア塗装)

●235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイール
(スーパークロームメタリック塗装)

●225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール
(スーパークロームメタリック塗装)

●225/65R17タイヤ&17×7Jアルミホイール
（シルバーメタリック塗装）

●ダイナミックトルクベクタリングAWD ●ダイナミックトルクコントロール4WD【G】 ●ダイナミックトルクコントロール4WD【X・4WD】
●マルチテレインセレクト（ダイヤル式） ●マルチテレインセレクト（プッシュ式）【G】 ●マルチテレインセレクト（プッシュ式）【X・4WD】

●ドライブモードセレクト（プッシュ式） ●ドライブモードセレクト
【G：プッシュ式】【HYBRID G:ダイヤル式】

●ドライブモードセレクト【X/HYBRID X・2WD：
プッシュ式】【HYBRID X・E-Four:ダイヤル式】

̶ ●TRAILモード【HYBRID G】 ●TRAILモード【HYBRID X・E-Four】
●ダウンヒルアシストコントロール ̶ ̶

エ
ク
ス
テ
リ
ア

●専用フロントグリル＋専用フロントバンパー　
●フロントフォグランプ（ハロゲン）　

●専用大型フロント・リヤスキッドプレート（専用シルバー塗装）

●フロントグリル（ガンメタリック塗装）＋フロントバンパー
●フロントフォグランプ（ハロゲン）

●フロント・リヤスキッドプレート（フロント：シルバー塗装　リヤ：ダークシルバー塗装） 
●フロントグリル（ブラック）
●フロント・リヤバンパー

●専用大型ホイールアーチモール（フロント･リヤ） ●ホイールアーチモール（フロント･リヤ）　■写真はG“Z package”。

●バックドアガーニッシュ（カラード）
●車名プレート＆グレードマーク（マットブラック）

●バックドアガーニッシュ（カラード＋高輝度シルバー塗装）
●車名プレート　■写真はガソリン車。

●バックドアガーニッシュ（カラード）
●車名プレート　■写真はガソリン車。

●アウトサイドドアハンドル（カラード） ●アウトサイドドアハンドル（メッキモール付） ●アウトサイドドアハンドル（カラード）

̶ ●ハンズフリーパワーバックドア
（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）

●パワーバックドア
（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付） ̶

イ
ン
テ
リ
ア

●7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ（スピードメーター表示）
＋オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）　

■写真はガソリン車。

●4.2インチTFTカラーマルチインフォメーション
ディスプレイ＋アナログメーター（メーター照度
コントロール付）　■写真はガソリン車。

●専用合成皮革＋ステッチ付 ●合成皮革＋ステッチ付 ●ファブリック

●ウレタン3本スポークステアリングホイール
●シフトノブ

●本革巻き+サテンメッキ加飾付3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＋サテンメッキ加飾付シフトノブ　■写真はG“Z package”。

●ウレタン3本スポークステアリングホイール
●シフトノブ　■写真はガソリン4WD車。

セ
ー
フ
テ
ィ

̶ ●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）］ ̶

̶ ●リヤクロストラフィックオートブレーキ [パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）]
＋ブラインドスポットモニター[BSM] ̶

●Toyota Safety Sense

グレード別主な標準装備比較表

■写真はガソリン車。■写真はガソリン車。

●3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デイライト【ガソリン車】

●Bi-Beam 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（デイライト機能付）【ハイブリッド車】

■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は異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。　■装備類の詳しい設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。　
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＊1.  235/55R19タイヤ&19╳7 1/2Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。詳しくは
取扱書をご覧ください。

＊2. 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、デッキアンダートレイ収納スペースは非装着となります。 
＊3. スペアタイヤとアクセサリーコンセント（AC100V・1500W）は同時装着できません。　
＊4. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。　
＊5. ボディカラーの2トーン選択時、ドアミラーはブラックとなります。　
＊6.  リヤクロストラフィックオートブレーキ＋ブラインドスポットモニターを装着した場合、ドアミラーに足元照明が追加
されます。　

＊7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　
＊8.  リヤクロストラフィックオートブレーキ＋ブラインドスポットモニターは、インテリジェントクリアランスソナーとバック
カメラの同時装着時に選択できます。また、リヤクロストラフィックオートブレーキのレーダーは真後ろの車両を
検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。　

＊9. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは撥水機能付となります。　
＊10.  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。　
＊11.  本革巻き＋サテンメッキ加飾付3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＋サテンメッキ

加飾付シフトノブ、快適温熱シート＋シートベンチレーションはセットでメーカーオプションとなります。またシート
表皮はパーフォレーション付となります。なお寒冷地仕様と同時装着および北海道地区の場合、価格から3,300円（消費
税抜き3,000円）が減額されます。　

＊12.  オーディオ操作スイッチは、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を選択した場合に操作
可能となります。　

＊13.  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。　

＊14.  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。　

＊15.  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。　

＊16. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。　
＊17.  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。

詳しくは販売店におたずねください。　
＊18.  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。　
＊19.  寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。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。　
＊20.  合計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。 
＊21. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。 

■「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。　
■“Z package”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）’19年10月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自
に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■「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。

■ 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

掲
載
ペ
ー
ジ

2.0L ガソリン車 2.5L ハイブリッド車

Adventure G X HYBRID G HYBRID X
 “Z package”
4WD 4WD/2WD E-Four E-Four/2WD

内装

シ
ー
ト

シート表皮
合成皮革＋ステッチ付

50・51
専用

ファブリック 　

フロントシート

運転席8ウェイパワーシート（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） 45 スポーティ

運転席6ウェイマニュアルシート
（前後スライド＋リクライニング＋シート上下） ̶

助手席4ウェイマニュアルシート
（前後スライド＋リクライニング） ̶ スポーティ

運転席シートポジションメモリー（2メモリー付） 45
電動ランバーサポート（運転席／2ウェイ） 45
快適温熱シート（運転席・助手席） 45
快適温熱シート＋シートベンチレーション（運転席・助手席） 45 ＊11

イ
ン
テ
リ
ア

インパネセンタークラスター ̶ ピアノブラック＋高輝度シルバー塗装 ピアノブラック ピアノブラック＋
高輝度シルバー塗装 ピアノブラック

ドアトリムショルダー ̶ ソフトタイプ（ステッチ付） ソフトタイプ
（ステッチ付）

センターコンソールボックス 42 合成皮革巻き
（ステッチ付）

合成皮革巻き（ステッチ付）＋
インナートレイ付

合成皮革巻き
（ステッチ付）＋
インナートレイ付

オープントレイ（運転席・助手席・センター）　 42 ソフトマット付 　 ソフトマット付 　
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
45

S-FLOW（1席集中モード／湿度センサー付）

レジスターノブ
センター

̶
ブラック（ダイヤル付） メッキ（ダイヤル付） ブラック メッキ（ダイヤル付） ブラック

サイド ブラック（ダイヤル付） メッキ（ダイヤル付） ブラック（ダイヤル付） メッキ（ダイヤル付） ブラック（ダイヤル付）
インサイドドアハンドル（フロント・リヤ／サテンメッキ加飾付） ̶

インサイドドアグリップ ̶ 内側ソフトタイプ
（フロント）

内側ソフトタイプ
（フロント）

おくだけ充電 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊14 45 13,200円（消費税抜き12,000円）

イルミネーテッド
エントリーシステム

ルームランプ・フロントパーソナルランプ ̶ エンジンスイッチ パワースイッチ
前席足元照明・フロントカップホルダー
（クリアブルー照明） 44 オープントレイ

（運転席・助手席・センター）　
オープントレイ

（運転席・助手席・センター）

ラ
ゲ
ー
ジ

ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付） 41 77,000円
（消費税抜き70,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

パワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付） ̶
デッキアンダートレイ収納スペース 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊2 ̶
デッキサイドポケット 43 ネット付 仕切り板付 ネット付 仕切り板付
トノカバー 43

全車標準装備　●6:4分割可倒式リヤシート（リクライニング機構付）　●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）　●サンバイザー（運転席・助手席／バニティミラー・ランプ付）　●カードホルダー　
●アシストグリップ（フロント2個、リヤ2個）　●コートフック（2個）　●リヤセンターアームレスト　●グローブボックス　●オーバーヘッドコンソール　●カップホルダー（フロント2個、リヤ2個）　●助手席シートバックポケット　
●ドアポケット（フロント・リヤ）　●2段デッキボード　●バックドアグリップ　●ラゲージルームランプ　●デッキフック　など
その他 
ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス（カバーレス／6スピーカー） ̶
トヨタ純正ナビ・オーディオ                                          　　　　　　　　＊15 ̶
オーディオレスカバー ̶
DCM（専用通信機） 35

バックカメラ                                          　　　　　　　　　　　　　　　　＊16 31 27,500円
（消費税抜き25,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）

そ
の
他
アクセサリーコンセント（ラゲージ） 45 AC100V・100W

8,800円（消費税抜き8,000円）＊17
AC100V・1500W（非常時給電システム付）
44,000円（消費税抜き40,000円）＊3＊18

寒冷地仕様（タイマー付ウインドシールドデアイサー など） 　　　　　　＊4＊9＊19 ̶ 23,100円（消費税抜き21,000円） 19,800円（消費税抜き18,000円）
全車標準装備　●シャークフィンアンテナ　●アクセサリーソケット（DC12V・120W／前席1個・ラゲージ1個）＊20　●充電用USB端子（センターコンソールボックス内側2個・後部2個）＊21　
●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]　●工具（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチ） など

リサイクル預託金
資金管理料金 合 計

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 情報管理料金
8,690円 1,930円 ー 130円 290円 11,040円

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（全車）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※リサイクル料金は’19年10月時点の金額。
■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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掲
載
ペ
ー
ジ

2.0L ガソリン車 2.5L ハイブリッド車

Adventure G X HYBRID G HYBRID X
 “Z package”
4WD 4WD/2WD E-Four E-Four/2WD

外装＆メカニズム

足
回
り

235/55R19タイヤ&19╳7 1/2Jアルミホイール（切削光輝＋ブラック＋マットクリア塗装） ＊1　22・54
235/55R19タイヤ&19╳7 1/2Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装） ＊1 22・54

225/60R18タイヤ&18╳7Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装） 54 44,000円
（消費税抜き40,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

225/65R17タイヤ&17╳7Jアルミホイール（シルバーメタリック塗装） 54

スペアタイヤ（応急用）　　　　　　　　 ＊2 ̶ T165/90D18
11,000円（消費税抜き10,000円）

T165/80D17
11,000円（消費税抜き10,000円）

T165/80D17
11,000円（消費税抜き10,000円）＊3

メ
カ
ニ
ズ
ム

ダイナミックトルクベクタリングAWD 14
ダイナミックトルクコントロール4WD 15 4WD
E-Four（電気式4WDシステム） 15 E-Four
マルチテレインセレクト[MUD&SAND／NORMAL／ROCK&DIRT] 16 ダイヤル式 プッシュ式 プッシュ式（4WD）
TRAILモード 16 E-Four

ドライブモードセレクト[ECO／NORMAL／SPORT] 17 プッシュ式 ダイヤル式 ダイヤル式（E-Four）
／プッシュ式（2WD）

SNOWモード 17 4WD
ダウンヒルアシストコントロール 17
ヒルスタートアシストコントロール 17 　

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントバンパー 54 専用
フロントグリル 54 専用 ガンメタリック塗装 ブラック ガンメタリック塗装 ブラック

スキッドプレート
フロント 54 専用大型／

専用シルバー塗装 シルバー塗装 シルバー塗装

リヤ 54 専用シルバー塗装 ダークシルバー塗装 ダークシルバー塗装
ホイールアーチモール（フロント･リヤ）　 54 専用大型 　
リヤスポイラー（カラード） ̶ 　
リヤサイドスポイラー ̶ ブラック ブラック塗装 ブラック ブラック塗装

バックドアガーニッシュ 54 カラード カラード＋高輝度シルバー塗装 カラード カラード＋高輝度
シルバー塗装 カラード

車名プレート（リヤ） 54 マットブラック
グレードマーク（リヤ） 54 マットブラック
ハイブリッドシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ） ̶

パノラマムーンルーフ（チルト＆スライド電動［フロント側］／挟み込み防止機能付） 44 143,000円
（消費税抜き130,000円）

143,000円
（消費税抜き130,000円）

チルト＆スライド電動ムーンルーフ（挟み込み防止機能付） 44 110,000円
（消費税抜き100,000円）

110,000円
（消費税抜き100,000円）

アウトサイドドアハンドル 54 カラード メッキモール付 カラード メッキモール付 カラード
全車標準装備　 ●タイヤパンク応急修理キット＊2　●4WD統合制御（AIM）[4WD・E-Four車]　●マクファーソンストラット式フロントサスペンション　●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション　●電動パーキングブレーキ
●ブレーキホールド　●ばね上制振制御　 ●スタビライザー（フロント・リヤ）　 ●フードサイレンサー　●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）　●エアスパッツ（フロント・リヤ）  など
安全装備 

視
界

3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デイライト 32
Bi-Beam 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（デイライト機能付） 32
フロントフォグランプ（ハロゲン） 33
LEDリヤフォグランプ（リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側のみ） 　　　　　　　＊4 33
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
（ヒーター付）＋補助確認装置

33 ＊5

＋足元照明付 ̶ ＊5＊6 ＊6 ＊6

デジタルインナーミラー 31 44,000円
（消費税抜き40,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

55,000円
（消費税抜き50,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

55,000円
（消費税抜き50,000円）

防眩インナーミラー ̶ 自動 自動 自動

予
防
安
全

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）

28

レーントレーシングアシスト[LTA] 26
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付） 27
オートマチックハイビーム[AHB] 29
ロードサインアシスト[RSA] 29

先行車発進告知機能[TMN] 29

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 30 28,600円
（消費税抜き26,000円）

28,600円
（消費税抜き26,000円）

28,600円
（消費税抜き26,000円）

リヤクロストラフィックオートブレーキ [パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）]＋
ブラインドスポットモニター[BSM] 30・31

68,200円
（消費税抜き62,000円）

＊6＊8

68,200円
（消費税抜き62,000円）

＊6＊8

68,200円
（消費税抜き62,000円）

＊6＊8
車両接近通報装置 ̶

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席）＋SRSサイドエアバッグ
（運転席・助手席）＋SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席） 33

全車標準装備　●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）　●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス）　●UVカットフロントドアグリーンガラス＊9
●UVカット機能付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）　●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式・ミスト機能付）　●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー　●LEDハイマウントストップランプ　
●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●緊急ブレーキシグナル　●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&ACA&TRC　●上下調整式フロントヘッドレスト　
●上下調整式リヤヘッドレスト　●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席）　●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）＊10　
●ELR付3点式フロントシートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　●ELR付3点式リヤシートベルト（左右席プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　●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）　
●歩行者傷害軽減ボディ　●全方位コンパティビリティボディ構造　●チャイルドプロテクター　●衝撃感知式フューエルカットシステム　など
操作性

操
作
系

3本スポークステアリングホイール

ウレタン

54
本革巻き＋サテンメッキ加飾付

81,400円
（消費税抜き74,000円）

＊11
ステアリングヒーター 45 ＊11
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＊12・
レーダークルーズコントロール・レーントレーシングアシスト・ハンズフリー） 45

シーケンシャルシフトマチック 20・21 10速 6速

シフトノブ 　 54
＋本革巻き＋サテンメッキ加飾付 ＊11

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付）&
スタートシステム（スマートキー2個） 　 ＊13 45

EVドライブモードスイッチ ̶

パワーウインドゥ（フロント・リヤドア／キーOFF後作動機能・ワンタッチ式・挟み込み防止機能付） ̶ サテンメッキ加飾付（スイッチ） サテンメッキ加飾付
（スイッチ）

計
器
盤

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） 44
アナログメーター（メーター照度コントロール付） 44

マルチインフォメーションディスプレイ　　
7.0インチTFTカラー（スピードメーター表示）

44
4.2インチTFTカラー

エコドライブインジケーター ̶
ハイブリッドシステムインジケーター ̶

全車標準装備　●電動パワーステアリング　●チルト＆テレスコピックステアリング　●パワードアロック（全ドア連動／車速感応式オートロック機能付）　●フューエルリッドオープナー 　●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）　
●フューエル残量ウォーニング　●ランプ消し忘れウォーニング　●シフトポジションインジケーター　●電気式バックドアハンドル　●デジタルクロック（マルチインフォメーションディスプレイ表示）　など

トヨタ RAV4 主要装備一覧表
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＊1.  235/55R19タイヤ&19╳7 1/2Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。詳しくは
取扱書をご覧ください。

＊2. 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、デッキアンダートレイ収納スペースは非装着となります。 
＊3. スペアタイヤとアクセサリーコンセント（AC100V・1500W）は同時装着できません。　
＊4. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。　
＊5. ボディカラーの2トーン選択時、ドアミラーはブラックとなります。　
＊6.  リヤクロストラフィックオートブレーキ＋ブラインドスポットモニターを装着した場合、ドアミラーに足元照明が追加
されます。　

＊7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　
＊8.  リヤクロストラフィックオートブレーキ＋ブラインドスポットモニターは、インテリジェントクリアランスソナーとバック
カメラの同時装着時に選択できます。また、リヤクロストラフィックオートブレーキのレーダーは真後ろの車両を
検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。　

＊9. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは撥水機能付となります。　
＊10.  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。　
＊11.  本革巻き＋サテンメッキ加飾付3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＋サテンメッキ

加飾付シフトノブ、快適温熱シート＋シートベンチレーションはセットでメーカーオプションとなります。またシート
表皮はパーフォレーション付となります。なお寒冷地仕様と同時装着および北海道地区の場合、価格から3,300円（消費
税抜き3,000円）が減額されます。　

＊12.  オーディオ操作スイッチは、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を選択した場合に操作
可能となります。　

＊13.  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。　

＊14.  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。　

＊15.  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。　

＊16. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。　
＊17.  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。

詳しくは販売店におたずねください。　
＊18.  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。　
＊19.  寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。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。　
＊20.  合計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。 
＊21. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。 

■「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。　
■“Z package”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）’19年10月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自
に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■「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。

■ 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

掲
載
ペ
ー
ジ

2.0L ガソリン車 2.5L ハイブリッド車

Adventure G X HYBRID G HYBRID X
 “Z package”
4WD 4WD/2WD E-Four E-Four/2WD

内装

シ
ー
ト

シート表皮
合成皮革＋ステッチ付

50・51
専用

ファブリック 　

フロントシート

運転席8ウェイパワーシート（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） 45 スポーティ

運転席6ウェイマニュアルシート
（前後スライド＋リクライニング＋シート上下） ̶

助手席4ウェイマニュアルシート
（前後スライド＋リクライニング） ̶ スポーティ

運転席シートポジションメモリー（2メモリー付） 45
電動ランバーサポート（運転席／2ウェイ） 45
快適温熱シート（運転席・助手席） 45
快適温熱シート＋シートベンチレーション（運転席・助手席） 45 ＊11

イ
ン
テ
リ
ア

インパネセンタークラスター ̶ ピアノブラック＋高輝度シルバー塗装 ピアノブラック ピアノブラック＋
高輝度シルバー塗装 ピアノブラック

ドアトリムショルダー ̶ ソフトタイプ（ステッチ付） ソフトタイプ
（ステッチ付）

センターコンソールボックス 42 合成皮革巻き
（ステッチ付）

合成皮革巻き（ステッチ付）＋
インナートレイ付

合成皮革巻き
（ステッチ付）＋
インナートレイ付

オープントレイ（運転席・助手席・センター）　 42 ソフトマット付 　 ソフトマット付 　
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
45

S-FLOW（1席集中モード／湿度センサー付）

レジスターノブ
センター

̶
ブラック（ダイヤル付） メッキ（ダイヤル付） ブラック メッキ（ダイヤル付） ブラック

サイド ブラック（ダイヤル付） メッキ（ダイヤル付） ブラック（ダイヤル付） メッキ（ダイヤル付） ブラック（ダイヤル付）
インサイドドアハンドル（フロント・リヤ／サテンメッキ加飾付） ̶

インサイドドアグリップ ̶ 内側ソフトタイプ
（フロント）

内側ソフトタイプ
（フロント）

おくだけ充電 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊14 45 13,200円（消費税抜き12,000円）

イルミネーテッド
エントリーシステム

ルームランプ・フロントパーソナルランプ ̶ エンジンスイッチ パワースイッチ
前席足元照明・フロントカップホルダー
（クリアブルー照明） 44 オープントレイ

（運転席・助手席・センター）　
オープントレイ

（運転席・助手席・センター）

ラ
ゲ
ー
ジ

ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付） 41 77,000円
（消費税抜き70,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

パワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付） ̶
デッキアンダートレイ収納スペース 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊2 ̶
デッキサイドポケット 43 ネット付 仕切り板付 ネット付 仕切り板付
トノカバー 43

全車標準装備　●6:4分割可倒式リヤシート（リクライニング機構付）　●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）　●サンバイザー（運転席・助手席／バニティミラー・ランプ付）　●カードホルダー　
●アシストグリップ（フロント2個、リヤ2個）　●コートフック（2個）　●リヤセンターアームレスト　●グローブボックス　●オーバーヘッドコンソール　●カップホルダー（フロント2個、リヤ2個）　●助手席シートバックポケット　
●ドアポケット（フロント・リヤ）　●2段デッキボード　●バックドアグリップ　●ラゲージルームランプ　●デッキフック　など
その他 
ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオレス（カバーレス／6スピーカー） ̶
トヨタ純正ナビ・オーディオ                                          　　　　　　　　＊15 ̶
オーディオレスカバー ̶
DCM（専用通信機） 35

バックカメラ                                          　　　　　　　　　　　　　　　　＊16 31 27,500円
（消費税抜き25,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）

そ
の
他
アクセサリーコンセント（ラゲージ） 45 AC100V・100W

8,800円（消費税抜き8,000円）＊17
AC100V・1500W（非常時給電システム付）
44,000円（消費税抜き40,000円）＊3＊18

寒冷地仕様（タイマー付ウインドシールドデアイサー など） 　　　　　　＊4＊9＊19 ̶ 23,100円（消費税抜き21,000円） 19,800円（消費税抜き18,000円）
全車標準装備　●シャークフィンアンテナ　●アクセサリーソケット（DC12V・120W／前席1個・ラゲージ1個）＊20　●充電用USB端子（センターコンソールボックス内側2個・後部2個）＊21　
●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]　●工具（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチ） など

リサイクル預託金
資金管理料金 合 計

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 情報管理料金
8,690円 1,930円 ー 130円 290円 11,040円

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（全車）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※リサイクル料金は’19年10月時点の金額。
■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。　

 57 

掲
載
ペ
ー
ジ

2.0L ガソリン車 2.5L ハイブリッド車

Adventure G X HYBRID G HYBRID X
 “Z package”
4WD 4WD/2WD E-Four E-Four/2WD

外装＆メカニズム

足
回
り

235/55R19タイヤ&19╳7 1/2Jアルミホイール（切削光輝＋ブラック＋マットクリア塗装） ＊1　22・54
235/55R19タイヤ&19╳7 1/2Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装） ＊1 22・54

225/60R18タイヤ&18╳7Jアルミホイール（スーパークロームメタリック塗装） 54 44,000円
（消費税抜き40,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

225/65R17タイヤ&17╳7Jアルミホイール（シルバーメタリック塗装） 54

スペアタイヤ（応急用）　　　　　　　　 ＊2 ̶ T165/90D18
11,000円（消費税抜き10,000円）

T165/80D17
11,000円（消費税抜き10,000円）

T165/80D17
11,000円（消費税抜き10,000円）＊3

メ
カ
ニ
ズ
ム

ダイナミックトルクベクタリングAWD 14
ダイナミックトルクコントロール4WD 15 4WD
E-Four（電気式4WDシステム） 15 E-Four
マルチテレインセレクト[MUD&SAND／NORMAL／ROCK&DIRT] 16 ダイヤル式 プッシュ式 プッシュ式（4WD）
TRAILモード 16 E-Four

ドライブモードセレクト[ECO／NORMAL／SPORT] 17 プッシュ式 ダイヤル式 ダイヤル式（E-Four）
／プッシュ式（2WD）

SNOWモード 17 4WD
ダウンヒルアシストコントロール 17
ヒルスタートアシストコントロール 17 　

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントバンパー 54 専用
フロントグリル 54 専用 ガンメタリック塗装 ブラック ガンメタリック塗装 ブラック

スキッドプレート
フロント 54 専用大型／

専用シルバー塗装 シルバー塗装 シルバー塗装

リヤ 54 専用シルバー塗装 ダークシルバー塗装 ダークシルバー塗装
ホイールアーチモール（フロント･リヤ）　 54 専用大型 　
リヤスポイラー（カラード） ̶ 　
リヤサイドスポイラー ̶ ブラック ブラック塗装 ブラック ブラック塗装

バックドアガーニッシュ 54 カラード カラード＋高輝度シルバー塗装 カラード カラード＋高輝度
シルバー塗装 カラード

車名プレート（リヤ） 54 マットブラック
グレードマーク（リヤ） 54 マットブラック
ハイブリッドシンボルマーク（フロント・サイド・リヤ） ̶

パノラマムーンルーフ（チルト＆スライド電動［フロント側］／挟み込み防止機能付） 44 143,000円
（消費税抜き130,000円）

143,000円
（消費税抜き130,000円）

チルト＆スライド電動ムーンルーフ（挟み込み防止機能付） 44 110,000円
（消費税抜き100,000円）

110,000円
（消費税抜き100,000円）

アウトサイドドアハンドル 54 カラード メッキモール付 カラード メッキモール付 カラード
全車標準装備　 ●タイヤパンク応急修理キット＊2　●4WD統合制御（AIM）[4WD・E-Four車]　●マクファーソンストラット式フロントサスペンション　●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション　●電動パーキングブレーキ
●ブレーキホールド　●ばね上制振制御　 ●スタビライザー（フロント・リヤ）　 ●フードサイレンサー　●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）　●エアスパッツ（フロント・リヤ）  など
安全装備 

視
界

3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デイライト 32
Bi-Beam 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（デイライト機能付） 32
フロントフォグランプ（ハロゲン） 33
LEDリヤフォグランプ（リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側のみ） 　　　　　　　＊4 33
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
（ヒーター付）＋補助確認装置

33 ＊5

＋足元照明付 ̶ ＊5＊6 ＊6 ＊6

デジタルインナーミラー 31 44,000円
（消費税抜き40,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

55,000円
（消費税抜き50,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

55,000円
（消費税抜き50,000円）

防眩インナーミラー ̶ 自動 自動 自動

予
防
安
全

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）

28

レーントレーシングアシスト[LTA] 26
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付） 27
オートマチックハイビーム[AHB] 29
ロードサインアシスト[RSA] 29

先行車発進告知機能[TMN] 29

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 30 28,600円
（消費税抜き26,000円）

28,600円
（消費税抜き26,000円）

28,600円
（消費税抜き26,000円）

リヤクロストラフィックオートブレーキ [パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）]＋
ブラインドスポットモニター[BSM] 30・31

68,200円
（消費税抜き62,000円）

＊6＊8

68,200円
（消費税抜き62,000円）

＊6＊8

68,200円
（消費税抜き62,000円）

＊6＊8
車両接近通報装置 ̶

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ（運転席）＋SRSサイドエアバッグ
（運転席・助手席）＋SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席） 33

全車標準装備　●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）　●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス）　●UVカットフロントドアグリーンガラス＊9
●UVカット機能付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）　●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式・ミスト機能付）　●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー　●LEDハイマウントストップランプ　
●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●緊急ブレーキシグナル　●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&ACA&TRC　●上下調整式フロントヘッドレスト　
●上下調整式リヤヘッドレスト　●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席）　●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）＊10　
●ELR付3点式フロントシートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　●ELR付3点式リヤシートベルト（左右席プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　●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）　
●歩行者傷害軽減ボディ　●全方位コンパティビリティボディ構造　●チャイルドプロテクター　●衝撃感知式フューエルカットシステム　など
操作性

操
作
系

3本スポークステアリングホイール

ウレタン

54
本革巻き＋サテンメッキ加飾付

81,400円
（消費税抜き74,000円）

＊11
ステアリングヒーター 45 ＊11
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＊12・
レーダークルーズコントロール・レーントレーシングアシスト・ハンズフリー） 45

シーケンシャルシフトマチック 20・21 10速 6速

シフトノブ 　 54
＋本革巻き＋サテンメッキ加飾付 ＊11

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付）&
スタートシステム（スマートキー2個） 　 ＊13 45

EVドライブモードスイッチ ̶

パワーウインドゥ（フロント・リヤドア／キーOFF後作動機能・ワンタッチ式・挟み込み防止機能付） ̶ サテンメッキ加飾付（スイッチ） サテンメッキ加飾付
（スイッチ）

計
器
盤

オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付） 44
アナログメーター（メーター照度コントロール付） 44

マルチインフォメーションディスプレイ　　
7.0インチTFTカラー（スピードメーター表示）

44
4.2インチTFTカラー

エコドライブインジケーター ̶
ハイブリッドシステムインジケーター ̶

全車標準装備　●電動パワーステアリング　●チルト＆テレスコピックステアリング　●パワードアロック（全ドア連動／車速感応式オートロック機能付）　●フューエルリッドオープナー 　●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）　
●フューエル残量ウォーニング　●ランプ消し忘れウォーニング　●シフトポジションインジケーター　●電気式バックドアハンドル　●デジタルクロック（マルチインフォメーションディスプレイ表示）　など

トヨタ RAV4 主要装備一覧表
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TRD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。

■詳しくは別冊のACCESSORIES ＆ CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。 ■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。

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：Adventure。ボディカラーはアティチュード
ブラックマイカ〈218〉。パノラマムーンルーフはメー
カーオプション。販売店装着オプションのフロント
ロアガーニッシュ、フロントバンパーガーニッシュ
（LED付）、バックドアガーニッシュ、バックドア
ロアガーニッシュ、オーバーフェンダー（Adventure
用）、マッドフラップ（レッド）、サイドデカール、ハイ
レスポンスマフラーVer.S、ルーフラック、IRカット
フィルム（ダークスモーク）、17インチアルミホイール
「CRIMSON MG MONSTER」を装着しています。

Photo：HYBRID G。ボディカラーのホワイトパール
クリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション。販売
店装着オプションのエアロパーツセット Street 
Mons te r（LED付）、バックドアガーニッシュ、
オーバーフェンダー（ボディ色）、ハイレスポンスマ
フラーVer.S、IRカットフィルム（ダークスモーク）、
20インチアルミホイール「TRD TF X-Limited」＆
ナットセットを装着しています。

Photo：HYBRID G。ボディカラーはグレーメタリック
〈1G3〉。販売店装着オプションのMODELLISTA
エアロキット（フロントフォグランプ付車用）、クール
シャインキット、19インチアルミホイール&タイヤセット
（ロックナット付）（MODELLISTA WingDancerⅪ
〈ブラック×ポリッシュ〉＆トーヨータイヤ PROXES 
Sport SUV）を装着しています。

Photo：Adventure。ボディカラーはアーバンカーキ
〈6X3〉。販売店装着オプションのフロントプロテ
クターキット、サイドプロテクター、ピラープロテク
ター、20インチ アルミホイール＆タイヤセット（JAOS 
BACCHUS［バッカス］〈スモークブラックポリッシュ〉
＆トーヨータイヤ PROXES CF2 SUV）を装着し
ています。

Photo：Adventure。ボディカラーのアッシュグレー
メタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］は
メーカーオプション。販売店装着オプションのバイ
カラーLEDフォグランプ（切り替え式）、システムラック・
ベースラック（ルーフオンタイプ）、アルミラックアタッチ
メントを装着しています。

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。  

Selected by 
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＊1.   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。

＊2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。
＊3. WLTCモード走行。　 
＊4. 平成28年騒音規制。 　
＊5.  GWP：Global Warming Potential（地球温
暖化係数）  

＊6.  フロン法において、カーエアコン冷媒は、
2023年度までにGWP150以下（対象の乗用
車における国内向け年間出荷台数の加重
平均値）にすることを求められております。 　

＊7.  1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテ
リーを除く）。 　

＊8.  交通安全の観点で使用する部品（ナビゲーション
等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、
ディスチャージランプ、室内蛍光灯）を除く。 　

＊9. VOC：Volatile Organic Compounds　
＊10. TSOP：Toyota Super Olefin Polymer　 
＊11. TPO：Thermo Plastic Olefin
＊12.  厚生労働省が2002年1月に定めた指定

物質で自動車に関する物質の指針値。

2.0L ガソリン車 2.5L ハイブリッド車

Adventure G X HYBRID G HYBRID X“Z package”
4WD 4WD/ 2WD E-Four E-Four/ 2WD

車
両
型
式
・
駆
動
方
式
・
重
量
・
性
能

車両型式
4WD（4輪駆動方式） 6BA-MXAA54-ANXVB 6BA-MXAA54-ANXGB（A）6BA-MXAA54-ANXＧB 6BA-MXAA54-ANXＭB ̶ ̶
E-Four（電気式4輪駆動方式） ̶ ̶ ̶ ̶ 6AA-AXAH54-ANXGB★ 6AA-AXAH54-ANXＭB★
2WD（前輪駆動方式） ̶ ̶ ̶ 6BA-MXAA52-ANXＭB ̶ 6AA-AXAH52-ANXＭB★

車両重量 kg 1,630※1 1,620※1 1,590※1 1,570※2※3
［1,500※2※3］ 1,690※1 1,670※2※3

［1,620※2※3］

車両総重量 kg 1,905※1 1,895※1 1,865※1 1,845※2※3
［1,775※2※3］ 1,965※1 1,945※2※3

［1,895※2※3］
最小回転半径 m 5.7 5.5

燃料消費率
（国土交通省審査値）

 km/L 15.2 15.2[15.8] 20.6 20.6[21.4]
市街地モード  km/L 11.5 11.5 11.5[11.9] 18.1 18.1[19.4]
郊外モード  km/L 15.3 15.5 15.5[16.1] 22.4 22.4[23.4]
高速道路モード  km/L 17.5 17.4 17.4[18.1] 20.7 20.7[21.1]

 km/L ̶　 ̶ 25.0 25.0[25.2]

主要燃費改善対策 全車：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　
ガソリン車：自動無段変速機　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、充電制御、電気式無段変速機　

寸
法・定
員

全長 mm 4,610 4,600
全幅 mm 1,865 1,855
全高 mm 1,690 1,685
ホイールベース mm 2,690
トレッド フロント/リヤ mm 1,595/1,615 1,605/1,625
最低地上高※4 mm 200 195 190
室内 長/幅/高※4 mm 1,890/1,515/1,230※5
乗車定員 名 5

エ
ン
ジ
ン

型式 M20A-FKS A25A-FXS
総排気量 L 1.986 2.487
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 80.5×97.6 87.5×103.4
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 126（171）/6,600 131（178）/5,700
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 207（21.1）/4,800 221（22.5）/3,600～5,200
燃料供給装置 筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S） 
燃料タンク容量 L 55

走
行
装
置

サスペンション
フロント マクファーソンストラット式コイルスプリング
リヤ ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

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 油圧式 油圧・回生ブレーキ協調式

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッション・

変
速
比・
減
速
比

トランスミッション Direct Shift-CVT（ギヤ機構付自動無段変速機） 電気式無段変速機

変速比
ギヤ機構部

前進 3.377 ̶
後退 3.136 ̶

無段変速部 前進 2.236～0.447 ̶
減速比 4.262 フロント：3.605/リヤ※6：10.781

フ
ロン
ト
モ
ー
タ
ー

型式

ー

3NM
種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 88（120）
最大トルク N・m（kgf・m） 202（20.6）

リ
ヤ
モ
ー
タ
ー

型式

ー

4NM※6
種類 交流同期電動機※6
最高出力 kW（PS） 40（54）※6
最大トルク N・m（kgf・m） 121（12.3）※6

動
力
用

主
電
池

種類
ー

ニッケル水素電池
容量 Ah 6.5

●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。

● ［ 　］ は2WD車です。　　

※1.  パノラマムーンルーフを装着した場合、
20kg増加します。

※2.  チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着
した場合、10kg増加します。

※3.  18インチタイヤを装着した場合、10kg増加
します。

※4.  社内測定値。
※5.  パノラマムーンルーフを装着した場合、室内

高は1,210mmとなります（除くX/HYBRID 
X ）。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1,200mmとなり
ます（X/HYBRID X）。

※6.  2.5Lハイブリッド車（E-Four）のみとなります。

■“RAV4”“HYBRID SYNERGY DR IVE”
“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”
“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“OPTITRON”“TSOP”
“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

●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。

★印の車両は、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2020年9月30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。

車両型式 6BA-MXAA54 6BA-MXAA52 6AA-AXAH54 6AA-AXAH52
エンジン   総排気量 L 1.986 2.487
駆動装置 駆動方式 4輪駆動方式 前輪駆動方式 電気式4輪駆動方式 前輪駆動方式
車両重量 kg 1,570～1,650 1,500～1,520 1,670～1,710 1,620～1,640

燃料消費率

燃料消費率＊1（国土交通省審査値） km/L 15.2 15.8 20.6 21.4
CO2排出量 g/km 153 147 113 108
燃料消費率＊1（国土交通省審査値） km/L ー ー 25.0 25.2
CO2排出量 g/km ー ー 93 92

参考 「平成27年度燃費基準＊2」をクリアしています。 「2020年度燃費基準＊2」をクリアしています。

排出ガス
認定レベルまたは適合規制（国土交通省） 平成30年基準排出ガス75％低減レベル＊3
認定レベル値または適合規制値 CO/NMHC/NOx　     g/km 1.15/0.025/0.013

車外騒音（加速/定常/近接）＊4 dB 72（規制値）/ー/75 73（規制値）/ー/70
冷媒の種類（GWP値＊5）/使用量　 g HFO-1234yf（1＊6）/550

環境負荷物質削減
鉛/水銀 自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下＊7）/自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止＊8）
カドミウム/六価クロム 自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止） /自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）

車室内VOC＊9 自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指針値＊12以下）

リサイクル
関係

リサイクルし易い材料を
使用した部品

TSOP＊10 バンパーカバー、グローブボックス、ルーフサイドガーニッシュ など
TPO＊11 インストルメントパネル、SRSカーテンシールドエアバッグ、ガラスラン など

樹脂、ゴム部品への材料表示 あり

リサイクル材の使用
再生PE フューエルタンク など
再生フェルト ダッシュサイレンサー

トヨタ RAV4 環境仕様
2023年 1

トヨタ RAV4 主要諸元表　

PHOTO CAPTION  フォトキャプション一覧
表紙／ 2-3 ／ 6-7（右） ／ 8-9（上）  ／ 14-15 ／ 18-19 ／ 20-21
Photo：Adventure。ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］はメーカーオプション。
パノラマムーンルーフはメーカーオプション。　■写真は合成です。

4-5 ／  6-7 （左）／ 16-17
Photo：Adventure。ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］はメーカーオプション。　
■写真は合成です。

8-9（下） ／ 10-11 ／ 12-13 ／ 22-23 ／ 36-37　
Photo：Adventure。内装色のオーキッドブラウンは設定色（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）。アクセサリーコンセント（AC100V・100W）はメーカーオプション。本革巻き＋サテンメッキ加飾付3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＋サテンメッキ加飾付シフトノブ、快適温熱シート＋シートベンチ
レーションはセットでメーカーオプション。　 ■写真は販売店装着オプションのT-Connect ナビ9インチモデル装着状態
イメージです。詳しくは販売店におたずねください。　■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。 　■画面はハメ込み合成です。

24-25
Photo：G “Z package”。ボディカラーはダークブルーマイカ〈8X8〉。　■写真は合成です。

26-27
Photo：G “Z package”。ボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉。　■写真は合成です。

28
Photo：G “Z package”。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション。　■写真は合成です。

34-35
Photo：HYBRID X（2WD）。ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ〈3T3〉はメーカーオプション。　■写真は合成です。

40-41　
Photo：HYBRID G。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。内装色はブラック。デジタルインナーミラー、
ハンズフリーパワーバックドア、アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）はメーカーオプション。

■上記ページの画像はアメリカ合衆国で撮影したものです。日本での走行をイメージしたもので、実際の道路状況とは異なります。 ■24-25  撮影協力：DRILL SURF & SKATE
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