
トヨタ プリウス PHV S“ナビパッケージ・GR SPORT”/ S“GR SPORT”  主要装備一覧表

 GR SPORT専用装備　  設定あり（ご注文時にご指定ください）
 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

GR SPORT ベース車両

S“ナビパッケージ・GR SPORT” S“GR SPORT” S“ナビパッケージ” S

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

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） 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） -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）

足
回
り

225/40R18タイヤ（ダンロップ SP SPORT 2050）＆18×7½J アルミホイール（ダークスパッタリング）
＋専用センターオーナメント＊2
225/40R18タイヤ（ダンロップ SP SPORT 2050）＆18×7½J アルミホイール

（ダークグレー塗装＋切削光輝＋レーザー照射レッドライン）＋専用センターオーナメント＊2
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）
専用チューニングサスペンション（フロント約13mm ダウン）
専用剛性アップパーツ&空力パーツ
専用ブレーキキャリパー（ホワイト塗装〈フロント･リヤ〉/GRロゴ付〈フロントのみ〉）
GRバルブキャップ

エ
ク
ス
テ
リ
ア

専用アッパーグリル＋大開口ロアグリル（スモークメッキ）
専用フロントバンパー
大型フォグランプベゼル＆フロントコーナーベゼル

リヤピラー
ガーニッシュ

ボディ同色
艶ありブラック

リヤコーナーベゼル
専用リヤバンパー＋リヤバンパーロアカバー
専用エンブレム（フロント・サイド・リヤ）
トヨタエンブレム（アクリル+ブラック）
GRボディストライプ
GRフロントアンダースポイラー
GRディスチャージテープ（GRロゴ入りアルミテープ）

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 スモーク加飾
LED フロントフォグランプ（イルミネーションビーム［点灯切替スイッチ付］）
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）
LEDリヤコンビネーションランプ＆ハイマウントストップランプ スモーククリアレンズ
LED サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー（メッキ加飾） ブラック/ヒーター付 ブラック＊3 カラード/ヒーター付 カラード＊3
リヤフォグランプ LED＊4

予
防
安
全

Toyota Safety Sense P　・プリクラッシュセーフティシステム（歩行者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 P 非装着 -124,200 円
（消費税抜き-115,000 円） ＊5＊6

ITS Connect 27,000 円（消費税抜き25,000 円） 27,000 円
（消費税抜き25,000 円） ＊5

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/ホワイト加飾）
専用小径本革巻き3本スポークステアリングホイール

（シルバーステッチ＋ GR エンブレム＋スポーク部：ダークシルバー塗装）
ステアリングヒーター

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 ＊7＊8 ＊7＊8
ハンズフリー通話 ＊7
車間距離切替・レーンディパーチャーアラート ＊6
ステアリングヒーター

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＊9 専用スタートスイッチ（GRロゴ付）
専用タコメーター（GRロゴ付）
エレクトロシフトマチック スモークブラック加飾シフトノブ
シフトパネル ブラック加飾 ホワイト加飾
アルミペダル
先読みエコドライブ［先読み減速支援］

シ
ー
ト

シート表皮
パーフォレーション付ブランノーブ®＋合成皮革（スポーティシート/GRエンブレム付） シルバーダブルステッチ付

ファブリック

リヤ大型センターアームレスト（カップホルダー2個・ボックス付）
スエード調ファブリック巻き＋ダブルステッチ

＋ブラック加飾 ファブリック巻き＋ブラック加飾

イ
ン
テ
リ
ア

メーターフード（スエード調ファブリック＋ダブルステッチ）
センタークラスターパネル ダークアルマイト調塗装＋ヘアライン加工
センタークラスターモール ダークメッキ調 サテンメッキ加飾
レジスターノブ（センター・サイド） ダークメッキ調 メッキ加飾
サイドレジスター ダークメッキ調ベゼル サテンメッキ加飾ベゼル シルバー塗装ベゼル
フロントピラー ブラック クールグレー
フロントドアスイッチベース ダークアルマイト調塗装＋ヘアライン加工
リヤドアスイッチベース ダークアルマイト調塗装
フロント&リヤドアアームレスト スエード調ファブリック＋ダブルステッチ
フロアマット GR専用GRエンブレム付

空
調 静電式ヒーターコントロールパネル

収
納

フロント大型コンソールボックス スエード調ファブリック巻き＋ダブルステッチ ファブリック巻き
ラゲージマット GR専用GRエンブレム付

ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

T-Connect SD ナビゲーションシステム＊10　【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 
【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＊11、Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、Wi-Fi 接続対応、音声認識【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）＊12 27,000 円（消費税抜き25,000 円） 27,000 円（消費税抜き25,000 円）

トヨタ純正ナビ・オーディオ＊13
オーディオレスカバー
ETC2.0 ユニット＊14 27,000 円（消費税抜き25,000 円） 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）＊15 75,600 円（消費税抜き70,000 円）

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど）＊16 7,560 円
（消費税抜き7,000 円）

12,960 円
（消費税抜き12,000 円）＊3

18,360 円
（消費税抜き17,000 円）＊4

23,760 円
（消費税抜き22,000 円）＊3＊4

■「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。　■“GR SPORT”“ナビパッケージ・GR SPORT” “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9 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。　■“ブランノーブ®”
はTBカワシマ株式会社の登録商標です。　■“Wi-Fi®”は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　＊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. タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができません。雪道や凍結路を走行する場合は冬用タイヤをご使用
ください｡　＊3. 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。　＊4. 寒冷地仕様選択時にはLEDリヤフォグランプが同時装着されます。　＊5. Toyota Safety Sense P 非装着を選択した場合、ITS Connect は装着できません。　＊6. 
Toyota Safety Sense P 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。　＊7. 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。　＊8.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。　＊9. 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。　＊10. DVD/CD デッキは搭載されていません。　＊11. 字光式ナンバープレートは
同時装着できません。　＊12. 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。　＊13.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。詳しくは販売店におたずねください。　＊14. 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。 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。　＊15. 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。　＊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。


