
特別仕様車　TX“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”

70th 
ANNIVERSARY LIMITED



ランドクルーザーシリーズ70周年の

アニバーサリーも通過点。

誇り高き黒と特別な内装色をまとって、

いざ新しい世界へ。

ランドクルーザープラドの旅は

これからも続く。
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Photo：特別仕様車TX“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”（2.8Lディーゼル車7人乗り）［ベース車両はTX（2.8Lディーゼル車7人乗り）］。ボディカラーはブラック〈202〉。
ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット、マルチテレインモニターはセットでメーカーオプション。 ※マルチテレインモニターを装着しているため、補助確認装置（2面鏡式）が非装着となっています。
■写真は販売店装着オプションのエンブレム（70周年）装着状態イメージです。　■写真は合成です。
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Photo：特別仕様車TX“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”（2.8Lディーゼル車7人乗り）［ベース車両はTX（2.8Lディーゼル車7人乗り）］。ボディカラーはブラック〈202〉。内装色は特別設定色のサドルタン。
ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット、マルチテレインモニターはセットでメーカーオプション。※マルチテレインモニターを装着しているため、補助確認装置（2面鏡式）が非装着となっています。04



スライド機能付大型フロントアームレスト（サドルタン）

本革シート表皮（サドルタン）

センタークラスターサイドニーパッド（サドルタン／本革＋ステッチ付）

ドアトリムオーナメント（サドルタン）

オーナメントパネル（シルバー塗装）

SADDLE TAN×INTERIOR
SPECI A L EQU IPMENTS
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ランドクルーザープラドは「セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞」です。
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、高齢者を含むすべての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。

ラジエーターグリル（ブラック塗装）＆グリルインナーバー（漆黒メッキ）

専用ルーフレール（ピアノブラック塗装）

ヘッドランプガーニッシュ（漆黒メッキ）
専用フォグランプベゼル（ピアノブラック塗装）

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
（ブラック塗装）

265/60R18タイヤ＆18×71/2Jアルミホイール（ブラック塗装）

バックドアガーニッシュ（漆黒メッキ）

BLACK×EXTERIOR
SPECI A L EQU IPMENTS



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。  DE A L E R  OP T ION

ロゴアップ
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Photo：特別仕様車TX“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”（2.8Lディーゼル車7人乗り）［ベース車両はTX（2.8Lディーゼル車7人乗り）］。ボディカラーはブラック〈202〉。
ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット、マルチテレインモニターはセット＜446,600円＞でメーカーオプション。 ※マルチテレインモニターを装着しているため、補助確認装置（2面鏡式）が非装着となっています。　
■写真は販売店装着オプションのエンブレム（70周年）装着状態イメージです。　■写真は合成です。

エンブレム（70周年）
23,100円（消費税抜き21,000円）
0.5H  〈Q8J5〉

■価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）'21年6月現在のもの＞で参考価格です。0.0H は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要になります。■価格、取付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。■トヨタ純正用品について保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認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。

■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。

フロアマット（70周年）
1台分・5人乗り用35,200円（消費税抜き32,000円）〈A2BE〉
1台分・7人乗り用40,700円（消費税抜き37,000円）〈A2BF〉
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

【フロアマットを固定する工夫が施されています】
運転席側は、2ヶ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットを
しっかり固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しも
スムーズにできます。

■「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。＊1.本革シートの一部に人工皮革を使
用しています。 ＊2.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＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞となります。 ■価格はメーカー希望小売価格
＜（消費税10%込み）'21年6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。

※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）’21年6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。 ■価格はスペアタイヤ（車両装着タイヤ）、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（12,780円〈’21年6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。

COLOR  VA R I AT ION

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉
［メーカ－オプション］

レッドマイカメタリック〈3R3〉

ブラック〈202〉

アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

内外配色一覧表 ■ 標準設定

特別仕様車 TX“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”

シート表皮 本革＊1

内装色 サドルタン（特別設定色）
ボディカラー〈カラーコード〉 オーナメントパネル シルバー塗装（特別装備）
ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＊2

ブラック〈202〉
アティチュードブラックマイカ〈218〉
レッドマイカメタリック〈3R3〉
アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉

メーカー
希望小売価格※1

北海道地区メーカー
希望小売価格※2消費税抜き 消費税抜き

価格表
特別仕様車
TX“Lパッケージ・
70th ANNIVERSARY LIMITED”

クリーンディーゼルエンジン
7人乗り 5,118,000円 4,652,727円 5,135,600円 4,668,727円
5人乗り 4,960,000円 4,509,091円 4,977,600円 4,525,091円

ガソリンエンジン
7人乗り 4,448,000円 4,043,636円 4,459,000円 4,053,636円
5人乗り 4,290,000円 3,900,000円 4,301,000円 3,910,000円

PR ICE



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザープラド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 9：00～16：00　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 ’21年 6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。
後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。
HDT10101-2106

70th 

※1.車両型式の末尾に、TX“Lパッケージ”は-L、特別仕様車 TX“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY 
LIMITED”は-Dが付きます。 ※2.TX“Lパッケージ”は＋10㎏、特別仕様車  TX“Lパッケージ・70th 
ANNIVERSARY LIMITED”は＋20㎏となります。また、チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は
＋20kg、ルーフレールを装着した場合は＋10kg、ディスプレイオーディオを装着した場合は＋20kgそれぞれ増加
します。 ※3.寒冷地仕様を装着した場合は＋30kg増加します。 ※4.19インチタイヤを装着した場合は＋10kg増加
します。 ※5.ルーフレール（ブラック）を装着した場合は1,895mm、ディスプレイオーディオを装着した場合は
1,900mmとなります。特別仕様車 TX“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”は1,865mmとなります。 
※6.チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,175mm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。 ●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。 
●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。

■“LAND CRUISER” “PRADO” “ECT” “VSC” “TRC” “EFI” “TOYOTA SAFETY SENSE” “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

★印の装備はTX“Lパッケージ”にも装着されています。 
■主要装備一覧表につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご覧ください。 
＊1.字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊2.ブラインドスポットモニター＋リヤクロストラフィックアラートはマルチテ
レインモニターを選択した場合のみ、装着できます。 ＊3.リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ、メーカーオプ
ション選択できます。 ＊4.マルチテレインモニターを選択した場合、ドアミラーは足元照明・カメラ（左右）付となります。 ＊5.マル
チテレインモニターを選択した場合、補助確認装置（2面鏡式）は装着されません。 ＊6.特別仕様車 TX“Lパッケージ・70th 
ANNIVERSARY LIMITED”はルーフレール（ブラック）を選択することもできます。 ＊7.本革シートの一部に人工皮革を使用し
ています。 ＊8.オーディオスイッチは、メーカーオプションのディスプレイオーディオ、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。 ＊9.ディスプレイオーディオを選択した場合、オーバーヘッドコンソールはマイク付となります。  
＊10.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。 ＊11.ディスプレイオーディオ選択時にご利用
になれます。ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく引き続きご利用
いただけます。 ＊12.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。 ＊13.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。また、熱線式ウインドシールドデアイサーが装着され、2.8Lディーゼル車にはバッテリー
が2個装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。 ＊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。 ＊15.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。 ＊16.スマート
フォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 
■「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。 ■“Lパッケージ”、“Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED”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）'21年6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。 ■SmartDeviceLinkTMは、SmartDeviceLink Consortium
の商標、または登録商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の
国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android AutoTMは、Google LLCの商標です。 ■“Bluetooth®”は
Bluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■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。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。

TX

7人乗り 5人乗り 7人乗り 5人乗り

エンジン種類 2.8Lディーゼル 2.7Lガソリン
■車両型式・重量・性能

車両型式
3DA-

GDJ150W-
GKTEY ※1

3DA-
GDJ150W-
GGTEY ※1

3BA-
TRJ150W-
GKTEK ※1

3BA-
TRJ150W-
GGTEK ※1

車両重量 ※2 kg 2,220 ※3※4 2,180 ※3※4 2,090 ※4 2,050 ※4
車両総重量 ※2  kg 2,605 ※3※4 2,455 ※3※4 2,475 ※4 2,325 ※4
最小回転半径 m 5.8

燃料消費率
 （国土交通省審査値）

km/L 11.2 8.3
市街地モード km/L 8.7 6.1
郊外モード km/L 11.3 8.5
高速道路モード km/L 12.7 9.7

主要燃費改善対策
直噴エンジン、電子制御式
燃料噴射、過給器、インター
クーラー、高圧噴射

可変バルブタイミング、
充電制御

■エンジン
型式 1GD-FTV 2TR-FE
種類 直列4気筒 直列4気筒
使用燃料 軽油 ガソリン（レギュラー）
総排気量 L 2.754 2.693
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 150（204）/3,000～ 3,400 120（163）/5,200
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 500（51）/1,600～ 2,800 246（25.1）/3,900

燃料供給装置 コモンレール式
燃料噴射システム

EFI（電子制御式
燃料噴射装置）

燃料タンク容量 L 87
■寸法
全長/全幅/全高 mm 4,825/1,885/1,850 ※5
ホイールベース mm 2,790
トレッド フロント/リヤ mm 1,585/1,585
最低地上高（社内測定値） mm 220

室内
（社内測定値）

長 mm 2,520 1,825 2,520 1,825
幅 mm 1,565
高 mm 1,240 ※6

■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 ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング

（スタビライザー付）

リヤ トレーリングリンク車軸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/リヤ ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駆動方式 4輪駆動（フルタイム4WD）

トランスミッション フレックスロックアップ付スーパーインテリジェント
6速オートマチック〈6 Super ECT〉

ベース車両 トヨタ ランドクルーザープラド 主要諸元表

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ
（https://toyota.jp/ecocar/about1/）をご確認、または販売店におたずねください。

主な全車標準装備　●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/トップテザーアンカー付）＊14 ●ステアリングスイッチ（オーディオ、電話、
音声認識、マルチインフォメーションディスプレイ、レーンディパーチャーアラート、レーダークルーズコントロール）＊8 ●スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア・
ガラスハッチ）&スタートシステム（ワイヤレスドアロックリモートコントロール＋アンサーバック機能付＋スマートキー 2本）＊15 ●オーバーヘッドコンソール＊9　など

特別仕様車 ベース車両
TX“Lパッケージ・70th 

ANNIVERSARY LIMITED” TX
“Lパッケージ”

7人乗り / 5人乗り
2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン

■タイヤ＆ホイール
265/60R18タイヤ＆18×7½Jアルミホイール（ブラック塗装）
265/55R19タイヤ&19×7½Jアルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

66,000円
（消費税抜き60,000円）

265/65R17タイヤ&17×7½Jアルミホイール
（シルバーメタリック塗装）
■安全装備・視界

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）
・ レーンディパーチャーアラート［LDA］（ヨーアシスト機能付）
・ オートマチックハイビーム［AHB］
・ レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
・ ロードサインアシスト［RSA］
先行車発進告知機能［TMN］
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）］ ＊1

VSC&TRC(トラクションコントロール)＋ヒルスタートアシストコント
ロール（HAC）＋電動センターデフロック 2.7Lガソリン車

VSC＋アクティブトラクションコントロール&ダウンヒルアシスト
コントロール（DAC）制御&ヒルスタートアシストコントロール（HAC）
＋ハイドロブレーキブースター＋電動センターデフロック

2.8Lディーゼル車

ブラインドスポットモニター［BSM］＋
リヤクロストラフィックアラート ＊2 66,000円（消費税抜き60,000円）

EBD（電子制動力配分制御）付マルチテレインABS
LEDヘッドランプ［ハイ・ロービーム］/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）＋ヘッドランプクリーナー

ヘッドランプガーニッシュ
（漆黒メッキ）

LEDフロントフォグランプ 専用フォグランプベゼル
（ピアノブラック塗装）

リヤフォグランプ（左右） ＊3 11,000円（消費税抜き10,000円）
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
（リバース連動機能・ヒーター付） ＊4 ブラック塗装 カラード

補助確認装置（2面鏡式） ＊5
防眩インナーミラー 自動防眩付★ 自動防眩付
ウォッシャー連動フロント間欠ワイパー 雨滴感知式★ 雨滴感知式 時間調整式
■外装
チルト&スライド電動ムーンルーフ（挟み込み防止機能付） 110,000円（消費税抜き100,000円）

ドアベルトモールディング ブラック 2.8Lディーゼル車：クローム、
2.7Lガソリン車：ブラック ブラック

ルーフレール
ブラック ＊6 27,500円（消費税抜き25,000円）
専用 ピアノブラック塗装＊6

ラジエーターグリル＆グリルインナーバー ブラック塗装＆漆黒メッキ シルバー塗装＆クローム
バックドアガーニッシュ 漆黒メッキ
エンブレム（70周年）
■内装・収納・照明
内装色サドルタン （本革シート表皮、スライド機能付大型フロントアームレスト、
ドアトリムオーナメント、センタークラスターサイドニーパッド［本革＋ステッチ付］）
本革巻きステアリングホイール＆シフトノブ＆パーキングブレーキレバー ★
センタークラスターサイドニーパッド（本革＋ステッチ付） ★
インサイドドアハンドル シルバー塗装★ シルバー塗装 ブラック
レジスター金属調加飾 ★
オーナメントパネル シルバー塗装 木目調＋金属調加飾 ブラック
フロアマット 70周年

ルームランプ（ドームカットリレー機能付）
フロント2・セカンド2（読書灯） 7人乗り：サード2（読書灯）、

5人乗り：デッキ1★
7人乗り：サード2（読書灯）、

5人乗り：デッキ1

フロント2・セカンド1 デッキ1（ルーフ）

イルミネーテッドエントリーシステム
足元照明（運転席・助手席）・ドアトリム ★
ドアミラー足元照明　　＊4

■シート
シート表皮 本革＊7★ 本革＊7 ファブリック

フロントシート
パワー（運転席8ウェイ・助手席4ウェイ） ★
マニュアル（運転席6ウェイ・助手席4ウェイ）
快適温熱シート＋シートベンチレーション機能（運転席・助手席） ★

サードシート（5：5分割フロア格納シート）＜7人乗りのみ＞ 電動★ 電動 手動
■ナビ＆オーディオ・その他

ディスプレイオーディオ＋T-Connectナビキット&プラド・スーパーライブサウンド
システム＊1＊8＊9＋マルチテレインモニター〈フロントカメラ＋サイドカメラ（左右）＋
バックカメラ付〉＊2＊4＊5
【ナビ】9型ワイドVGAディスプレイ（タッチ式）
【オーディオ】AM/FM（ワイドFM対応）、14スピーカー（10chアンプ）、 
USB（動画・音声再生/給電）＊16入力端子、Miracast®対応、ガラスアンテナ
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLinkTM）、Apple CarPlay、
Android AutoTM 対応
【T-Connect】ヘルプネット、マイカーサーチ
【その他】ETC2.0ユニット（VICS機能付）＊10、 Bluetooth®対応（ハンズフリー・
オーディオ）、音声認識、DCM（専用通信機）、ルーフアンテナ（シャークフィン）　

446,600円（消費税抜き406,000円）

TV（フルセグ） ＊11
オーディオレス（6スピーカー）＋オーディオレスカバー　
トヨタ純正ナビ・オーディオ ＊12

寒冷地仕様 ＊13 2.8Lディーゼル車：17,600円（消費税抜き16,000円）/
2.7Lガソリン車：11,000円（消費税抜き10,000円）

トヨタ ランドクルーザープラド 特別仕様車 TX “Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED” 主要装備一覧表

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
オプションサービス


