
同乗体験されるお客様へ

NEW

同乗体験でオフロード走行を体感！
オフロードインストラクターの運転による

プレゼント！

ご記入いただいた方には
記念品として

トヨタ車ラインナップトヨタの平
成最後の

ラインナッ
プが勢ぞ

ろい！

クロスオーバーSUV クロスカントリーSUV

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］＜54,000円税込＞はメーカーオプション。　■写真は合成です。

Photo：TZ-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〉＜32,400円税込＞は
メーカーオプション。■写真は合成です。

Photo：特別仕様車Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはクリムゾン
スパークレッドメタリック〈3T6〉。 ■写真は合成です。

Photo：PROGRESS“Metal and Leather Package”（ターボ2WD車）。
ボディカラーはブラック〈202〉。 ■写真は合成です。

Photo：ZX。ボディカラーはブラック〈202〉。■写真は合成です。

TOYOTA SUV LINE UP
TOYOTAのSUV は、車の構造からエンジンやサイズ、燃費もさまざま。

トヨタのお店でお気に入りのSUVを見つけてください！

終了後、アンケート記入
に

ご協力をお願いします。

手ぬぐい

※お一人様1枚限りとさ
せていただきます。

※数に限りがありますの
で品切れの際はご了承く

ださい。

■同乗体験は4歳以上・身長95cm以上の方が対象になります。　　■同乗体験後、アンケートのご記入をお願い致します。
■各日整理券を配布し、乗車は先着順になりますので、お待ちいただく場合がございます。なお、事前予約は受け付けておりません。

モーグル バンク 傾斜25°階段

Photo：特別仕様車G-T“Mode-Nero”（2WD）［ベース車両はG-T（2WD）］。ボディカラーのブラッキッシュ
アゲハガラスフレーク〈221〉＜32,400円税込＞は特別設定メーカーオプション。■写真は合成です。

●価格は消費税8％込み〈2019年4月現在のもの〉です。　●車両本体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。　●車両本体価格にオプション価
格、取付費は含まれていません。　●保険料、税金（除く消費税）、登録料等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、リサイクル料金が別途必要に
なります。　●掲載の内容は2019年4月現在のものです。　●詳しくは車種カタログをご覧いただくか販売店スタッフにおたずねください。

（国土交通省審査値）

（国土交通省審査値）

・・・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。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行
　 を想定。郊外モード：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：高速道路等での走行を想定。　
・・・燃費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）に応じて燃費消費率は異なります。　

エンジン ・ 駆動

ハイブリッド
2.5L

ガソリン
2.0L

11.8 km/L

2WD
4WD

2WD
4WD

（電気式4WD）

燃費

3,137,400 2,608,200円～3,817,800円
円

車両本体価格 価格帯
Adventure<4WD>

<2WD>

<2WD>

取扱い販売店

全長：4,825mm
全幅：1,885mm
全高：1,835～
  　 1,900mm

サイズ

エンジン ・ 駆動

ディーゼル
2.8L

ディーゼル車

ガソリン
2.7L

11.2～11.8 km/L
15.2～21.4 km/L

ガソリン車
8.8～9.0 km/L

4WD

4WD

燃費

5,363,280 3,538,080円～5,363,280円
円

車両本体価格 価格帯

［TX・ガソリン5人乗り］［TZ-G］

TZ-G

取扱い販売店

全長：4,725mm
全幅：1,835mm
全高：1,690mm

サイズ

エンジン ・ 駆動

ハイブリッド
2.5L

ガソリン
ガソリンターボ
2.0L

E-Four

2WD
4WD

（電気式4WD）

燃費

4,380,480 2,949,480円～4,984,200円
円

車両本体価格 価格帯
PROGRESS“Metal and Leather Package”（ターボ車）

取扱い販売店

全長：5,320mm～
　　 5,335mm
全幅：1,855mm～
       1,885mm
全高：1,800mm

サイズ

エンジン ・ 駆動

ディーゼル
2.4L

12.8～21.4 km/L

15.4～30.2 km/L

4WD

燃費

全長：4,600mm～
　　 4,610mm
全幅：1,855mm～
       1,865mm
全高：1,685mm～
       1,690mm

サイズ

3,947,400 3,267,000円～3,947,400円
円

車両本体価格 価格帯

［X］［ELEGANCE・2WD］［ハイブリッドPROGRESS
Metal and Leather
Package・Style BLUEISH］

［特別仕様車Z
“Black Rally
Edition”］

特別仕様車Z“Black Rally Edition”

取扱い販売店

全長：4,360mm
全幅：1,795mm
全高：1,550mm～
       1,565mm

サイズ

エンジン ・ 駆動

ハイブリッド
1.8L

ガソリンターボ
1.2L

2WD

2WD
4WD

燃費

2,655,200 2,290,000円～2,979,200円
円

車両本体価格 価格帯
特別仕様車G-T“Mode-Nero”

取扱い販売店

全長：4,950mm
全幅：1,980mm
全高：1,870～
  　 1,925mm

サイズ

エンジン ・ 駆動

ガソリン
4.6L

6.7～6.9 km/L

4WD

燃費

6,847,200 4,739,040円～6,847,200円
円

車両本体価格 価格帯

［GX・5人乗り］［S-T・2WD］ ［特別仕様車G“Mode-Nero”
/G“Mode-Bruno”］

［ZX］

ZX

取扱い販売店

SNSパネルを使って撮った写真をSNSにアップしよう！トヨタSUVオフロード体験の様子をSNSパネルを使って写真撮影→SNSに投稿していただきました方に

先着30名様に
プルバックカー
プレゼント！＜非売品＞

（ランドクルーザー、ハリアー、RAV4から1台お選びいただけます。）

市街地モード
：11.5～19.4km/L
郊外モード
：15.3～23.4km/L
高速道路モード
：17.5～21.1km/L

20SAT 214/
2019. SUN

10:00～16：00  /  10:00～15：30



そもそもSUVってなに？

（ランドクルーザー）

（RAV4）

・ 横方向の安定感
・ 前後輪のサスペンションの動き

SUVとは「Sport Utility Vehicle（スポーツ・ユーティリティ・ビークル）の略で、日本では「多目的
スポーツ車」と訳されます。わかりやすく言い換えると、どんなシーンにも対応できるスポーティな
クルマです。お買い物や送迎、旅行やアウトドアなど、目的を問わず使える便利なクルマです。

左右の凹凸も簡単に乗り越える
圧倒的な悪路走破性能！

走行すると車体が25度以上傾斜し、横方向の傾き
を楽しめます。外から後輪を見ると、サスペンション
が大きく上下しているのが分かり、路面接地性能
の高さを確認できます。

バンクセクション

急な登坂も安定して登れる
力強い低速トルク

1段約15cm・傾斜角約25度の階段。タイヤの接地
面積が少ないので、低回転からしっかりトルクが
出る動力性能が必要です。ランドクルーザーは
4.6Lガソリンエンジンならではの、プラド・ハイ
ラックスはディーゼルならではの太い低速トルク
で着実に階段を上がっていきます。

階段セクション
登坂セクション

丸太の大小を使い、凹凸の激しい大きな岩など
路面を想定しています。前後のタイヤが一輪ずつ
完全に浮いた状態になり、そこからの走破で制御
装置の有効性が確認できます。

モーグルセクション

同乗体験キ
ットのご紹

介オフロード

SUVにはどんな種類があるの？

構
造
の
違
い

主
な
車
種

メ
リ
ッ
ト・デ
メ
リ
ッ
ト

RAV4、ハリアー、C-HR
エクストレイル
ヴェゼル
CX-5、CX-3
フォレスター、XV　 など

ランドクルーザー
ランドクルーザープラド
ハイラックス
FJクルーザー（販売終了）
ジムニー

［トヨタ］
［ 日 産 ］
［ホンダ］
［マツダ］
［スバル］

［トヨタ］

［スズキ］

・衝突による変形腐食で大幅に強度が低下する
・路面の騒音・振動を抑えるのが難しい

・軽量で燃費も良い
・衝突時のエネルギー吸収性に優れる
・床を低くできるので室内を広くできる

・頑丈で耐久性が高い
・悪路走破性に優れる

・モノコックよりも車重が重くなりがち
・重心が高めになる

SUVは、「クロスオーバー派」と「クロスカントリー派」に分けられ、
その分類方法はボディフレーム構造に違いがあります。

シャシー（車台）とボディが一体化さ
れている構造。現代の乗用車のほと
んどに採用されている。

エンジンやサスペンションなどが取り
付けられたフレームシャシーの上に
ボディが載せられている別体構造。

モノコック構造 ラダーフレーム構造

デメリット デメリット

メリット メリット

クロスオーバーSUV クロスカントリーSUV
（シティSUV） （オフロードSUV）

S p o r t U t i l i t y V e h i c l e


