
【円】　（消費税別）

２．７L
ガソリン

２．８L
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ

◆サイズ
全　　長 （ｍｍ）
全　　幅 （ｍｍ）
全　　高 （ｍｍ）
ホイールベース （ｍｍ）
最小回転半径 （ｍ）
トレッド 前　　（ｍｍ）

後　　（ｍｍ）
タイヤサイズ 前　　
　　　　 後　　
最低地上高 （ｍｍ）
◆駆動方式・サスペンション
駆動方式
変速機
サスペンション 前

後

◆エンジン
型　式
種　類
総排気量 （ｃｃ）
最高出力(ﾈｯﾄ) kw(PS)/r.p.m.
最大トルク(ﾈｯﾄ) N・m(kg・m)/r.p.m.
使用燃料
燃料供給装置
燃料タンク容量 （Ｌ）

【円】　(消費税別)

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・オートマチックハイビーム

運転席・助手席SRSエアバッグ

フロント＆リヤ　カラードバンパー

◎

■　標準装備車　車両本体価格        ( 2018. 12 ～)

■　標準装備車主要諸元

２ＷＤ ４ＷＤ

プリクラッシュセフティシステム（歩行者感知機能付　　　　　　　※１

2WD 4WD

後輪駆動（２WD） ４輪駆動（ﾌﾙﾀｲﾑ）

車軸式半楕円板ばね

■　架装ベース車の標準装備&オプション装備価格

６A/T

4,840
1,880
2,130

トヨタ　ﾊｲｴｰｽVAN　ﾜｲﾄﾞ ﾐﾄﾞﾙﾙｰﾌ

★　Toyota Safety Sense P

５Dr　ｽｰﾊﾟｰGL　POP-UP　キャンパー

195/80R15 107/105L LT

ﾀﾞﾌﾞﾙｳｨｯｼｭﾎﾞｰﾝ方式ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

水冷直列４気筒
2,693

118(160)/5,200
243(24.8)/4,000

プレシャス　β（ﾍﾞｰﾀ）

2WD/6AT

4WD/6AT

2WD/6AT

２８００ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ
１ＧＤ－ＦＴＶ2TR-FE

２７００ガソリン

2,570

1,655
1,650

5.45.2

175185

ABS＋ﾌﾞﾚｰｷｱｼｽﾄ＋ﾋｰﾙｽﾀｰﾄｱｼｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ＋緊急ﾌﾞﾚｰｷｼｸﾞﾅﾙ

軽油
ＥＦＩ（電子制御式燃料噴射装置） コモンレール式燃料噴射システム

70

ＴＳＳＰ装着
5Dr ｽｰﾊﾟｰGL

5,523,000円

5,805,000円

5,975,000円

◎
◎
◎

ベース車輌

無鉛レギュラーガソリン

水冷直列４気筒
2,754

111(151)/3,600
300(30.6)/1,000～3,400



ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ

AC100Vｱｸｾｻﾘｰｺﾝｾﾝﾄ(最大100W/55Hz）

リヤサイド・リヤクォーター・バックガラス色
★両側固定式ﾘﾔｻｲﾄﾞｶﾞﾗｽ&ﾘﾔｸｫｰﾀｰｶﾞﾗｽ
ﾒｯｷ ｱｳﾄｻｲﾄﾞﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ･ﾊﾞｯｸﾄﾞｱｶﾞｰﾆｯｼｭ 等
フロントグリル

フォグランプ(ﾌﾛﾝﾄ)
フロントサイドバイザー
運転者席フロアマット
マッドガード　カラード1台分
マッドガード　ブラック1台分

★は、メーカー（トヨタ）オプションですので、ご注文後の変更ができません。

※３　装着の場合リヤアンダーミラーは非装着となります。また、字光式ナンバープレートの装着は出来ません。

※４　寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。

■　ボディカラーの種類

２WD ４WD

★特別仕様車”DARK PRIME Ⅱ 50TH ANIＶ”　　※２ 247,000 （ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は246,000） 246,000

スパークリングブラックパールクリスタルシャイン＜220＞  特別色 30,000　（”DARK PRIMEⅡ”仕様のみの設定）

（”DARK PRIMEⅡ 50TH ANIV”仕様のみの設定）

特別仕様につきましてはトヨタ純正カタログをご参照ください。　（『プレシャス　β』としての架装部に変化はございません）

154,000 （ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は153,000） 153,000

オプティトロンメーター(ﾀｺﾒｰﾀｰ･ﾏﾙﾁｲﾝﾌｫﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ付)

ボルドーマイカメタリック＜３Ｒ９＞ ◎

14,000

◎
電動格納式ワイドドアミラー(ﾘﾓｺﾝ式)

★ﾃﾞｨﾕｱﾙﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(挟み込み防止機能付)　⇒　※５

10,000

グレーメタリック＜１Ｇ３＞

ブラックマイカ＜２０９＞

シルバーマイカメタリック＜1Ｅ7＞

ホワイト＜058＞

◎
◎

29,000

30,000

60,000

2,000

◎(ﾒｯｷ)

※２　ベース車両がトヨタ ﾊｲｴｰｽ 特別仕様車ｽｰﾊﾟｰGL”DARK PRIME Ⅱ" および  "DARK PRIME Ⅱ 50TH ANIVERSARY LIMITED" になりますので

ボディカラー＜コードＮｏ．＞

ホワイトパールクリスタルシャイン＜070＞　特別色

※５　選択時には、スライドドアガラスが固定式になります。

※１　レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。

アンテナ

メッキ

30,000

14,000

オーディオレス（ｶﾊﾞｰﾚｽ）

フルホイールキャップ ◎

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰｶﾞﾗｽ

★特別仕様車”DARK PRIME Ⅱ”　　 ⇒⇒　　※２

★ボディ色　ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ＜070＞

◎
◎
◎
◎ダークブルーマイカメタリック＜８Ｐ４＞

注意　：　ルーフ部の色は、ホワイト＜058＞色以外、別途ペイント費用がかかります。

◎

グラファイトメタリック＜4X7＞  特別設定色

◎

14,000
◎（４ｽﾋﾟｰｶｰ付）

ガラスアンテナ(右ｸｫｰﾀｰｶﾞﾗｽ）

25,000

17,000　（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は\25,000）

★ヒーター付電動格納式メッキリモコンドアミラー　※４ 5,000

ファブリックサンバイザー（運転席・助手席）

◎

◎　（バニティミラー付）

88,000

◎

▲ 12000

★ステアリングオーディオスイッチ

★リヤフォグランプ（右側のみ）　　　　　　　　　　　　※４ 10,000
★寒冷地仕様（ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱｱｳﾄｻｲﾄﾞﾓｰﾙなど）

★スマートエントリー＆スタートシステム(ｽﾏｰﾄｷｰ×２）

イージークローザー(ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ・ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ） ◎
車速感応パワードアロック (運転席・助手席ﾄﾞｱｷｰ連動）

ﾌﾛﾝﾄｵｰﾄｴｱｺﾝ＋ﾘﾔｸｰﾗｰ＋ﾘﾔﾋｰﾀｰ
★ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀｰ内蔵自動防眩ｲﾝﾅｰﾐﾗｰ　⇒⇒　　※３ 34,000

盗難防止システム(ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰｼｽﾃﾑ・ｵｰﾄｱﾗｰﾑ)

◎

★ＬＥＤヘッドランプ(ﾛｰﾋﾞｰﾑ) [ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ機能付き]



ガソリンＦＦヒーター
サイドオーニング(3.0m)

サブバッテリープロテクター(過放電防止装置)
AC100V外部入力ｺﾝｾﾝﾄ＆車内出力ｺﾝｾﾝﾄ
AC/DCｻﾌﾞﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ(12A)
オールLED照明　
DC12V室内出力(ｼｶﾞｿｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)
電子レンジ（AC100V専用）
1500Wサイン波インバーター
サブバッテリー用ボルトメーター

引き出し式調理台

前開き式40㍑冷蔵庫
リヤオーバーヘッド収納庫
断熱材入りフルトリム内装仕上げ
運転者席後部より車内全面遮光ｶｰﾃﾝ（6面）
抗菌クッションフロア仕上げ

ポータブルトイレ
DVD付19ｲﾝﾁリヤ用TV＋取付ｱｰﾑ
リヤTV専用地ﾃﾞｼﾞｱﾝﾃﾅ(4ch)＆ﾁｭｰﾅｰ（ﾘﾓｺﾝ付）

ＥＴＣ　（ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料金は別途)
SDｶｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ2DINﾜｲﾄﾞカーナビ

●上記価格は、製造元渡し消費税別の希望小売価格です。
●価格・装備は、品質改良のため予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。

■　リサイクル関連諸費用明細

シュレッダーダスト料金
エアーバッグ料金
フロン類料金
情報管理料金
資金管理料金(消費税込)

２台積みサイクルキャリア　（３台積みの場合） 77,300　（82,300）

脱着式ダイネットテーブル（ｾﾝﾀｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ）

◎

195,000

90,000

ﾂｲﾝｻﾌﾞﾊﾞｯﾃﾘｰ(10０Ah×2）＆走行充電システム

カーゴキャリア　（ｻｲｸﾙｷｬﾘｱに追加となります） 20,000

預託金詳細

合計額（円）

5,840
1,930
1,650
130
290

9,840

【円】　（消費税別）■　架装部の標準装備＆オプション装備価格

網戸（１枚） 12,000

◎
◎

60,000
56,000

◎

◎
◎
◎

難燃ニット布地トリム

159,000
18,000

◎

200,000
128,000

◎
◎
◎

◎

コの字型ソファーベッド（定員座席兼用）

◎

◎
プレシャス　　β（ﾍﾞｰﾀ）

◎
◎

コンパクトギャレーセット（20㍑清・排水ﾀﾝｸ）

64,000

格納脱着式大人用２段ベッド

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾙｰﾌ他車体同色ﾍﾟｲﾝﾄ(特別色の場合) 
ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾙｰﾌ他車体同色ﾍﾟｲﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ除く) 
プレシャス専用FRP製ポップアップルーフ

横向きシート用２点式シートベルト（６名分） ◎
◎
◎

154Wソーラーチャージングシステム

23,000

◎



諸費用項目

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ　　　　2WD/6AT
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　　　2WD/6AT

取得税 （車種により異なります） ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ　　　　4WD/6AT

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ　　　　2WD/6AT
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　　 2WD/6AT
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ　　　　4WD/6AT

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン　　　2,754cc
自動車税（年税） 40,800

115,100
128,600
126,800

118,300
137,300
126,800

2WD/6AT
2WD/6AT
4WD/6AT

2WD/6AT
2WD/6AT
4WD/6AT

ポップアップルーフ車

ハイルーフ車

■　『プレシャス β』の車種別 諸費用関連 一覧

摘　　要 金　　額　　（円）

ガソリンエンジン　　　2,693cc

重量税（2018年12月現在） 車輌総重量 2.0t ～ 3.0t　 (２年間) 24,600

自賠責保険 キャンピング車　　２５ヵ月分 31,230


