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写真は、4ドアハードトップ・ロイヤルサルーンG。
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「思いのままに。」この一言を実現するために、私たちは総てのテクノロジーを注ぎました。
4Door Hardtop /Royal Saloon G ツインカム
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あらゆる状況で、確実に発揮される高性能。私たちは、それが高級車の逞しさだと考えます。
4Door Hardtop /Royal Saloon G ツインカム
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揺るぎない安心感と
大いなる豊かさの空間。

それがクラウンの
「快適」です。

ハードトップとセダン、

各々のアイデンティティを豊かに語るシート。

パワーアジャスト機能が、

全身を的確なホールド感で支える運転席。

そして、使いやすさと快適さの

理想的な姿を追求したシートベルトなど。

厳選された素材と、

確かな品質感に満たされたこの室内は、

乗る方の気持ちを、常に最優先する、

まぎれもない、クラウンの空間です。
ハードトップ：セパレートフロントシート（ロイヤルサルーンG）

スイッチ操作でシート腰部を無
段階に前後調節できるパワーラン
バーサポートを、運転席に装備。
運転姿勢を崩すことなく手軽に、
より細かな調整ができ、最適なサ
ポート感が得られます。シートの
上下移動も、レバー操作で無段
階に調節できます。前端、後端の
微妙な移動量の違いで着座時の
フィット感も格別。体格に合わせ
た、最良のポジションが選べます。
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くつろぎを生む後席、リヤ分割
パワーシート。スイッチ操作でそ
れぞれを前後へスライドできる左
右分割タイプのリヤパワーシート
(3000ロイヤルサルーン以上と、
セダン・2000ロイヤルサルーンに
標準。ハードトップ・2000ロイヤ
ルサルーン1G-GZE車に注文装
備)。シートバックに、2段折れ機
構を採用し、ゆったりとリクライニ
ング。マニュアルスライド式の一体
型リヤシートも用意し、豊かな広
がりと、贅を尽くした後席を実現。
豪華で使いやすい、ファブリック
巻き大型コンソールボックス。内
容積の大きな一体成形の大型コ
ンソールボックスです。上品なファ
ブリック地使用のフタ付タイプで
すので、大型のアームレストとして
も便利です。(ロイヤルサルーン
以上フロアシフトA/T車)。
上品にソフィスティケートされた、
ファブリック巻きガーニッシュ。質

感、触感に優れたファブリック地
を、キャビン、ガーニッシュなどに
使用。室内の気品とやすらぎ感
を向上するとともに、高級車とし
ての豊かさを演出します(ロイヤル
サルーン以上)。
使いやすさの理想を追求した、
シートベルトシステム。安全なドラ
イブに欠かせないシートベルトを、
快適に使っていただくために各種
装 備を充実。体 格に合わせて
高さを調整できるアジャスタブル
ショルダーベルトアンカや、シート
のスライドと連動するインナーバッ
クル、装着感を向上するソフト
エッジベルトを採用。また、リヤ
パワースライドシートに、自立・格
納式インナーバックルを採用。片
手でシートベルトの装着ができ、
未使用時にはシートバックに収納
が可能。さらに、装着時の圧迫
感を低減する電気式テンションリ
デューサー付ベルトも設定拡大。

贅を尽くした後席を実現。
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確かな運転のための
優れた最新技術。
それがクラウンの
｢先進｣です。

たとえば、走行状態や好みに応じて

ビジュアルモードを選択できる、

デュアルビジョンメーター。

人とクルマのインタフェイスをさらに深める、

エレクトロマルチビジョン。

そして、操作性の理想を求めて配置された

計器、スイッチ類など。

ここに投入された、

先進テクノロジーのひとつひとつが、

より確実な運転のための

優れた環境を生み出しています。

先進性を誇るデュアルビジョンメー
ターを世界で初めて採用(ハード
トップの7M-GE車に標準。ハード
トップの1G-GZE車に注文装備)。
スピードメーターや、タコメーター
などのフル表示画面と、スピード
表示のクローズアップ画面との切

り換えが可能。走行条件やお好
みに応じて画面を選択でき、より
快適なドライブを約束。特にクロー
ズアップ表示は、画面のシンプル
化と遠視点化により、さらに見や
すく、安全運転に貢献する。
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操作性を向上する、イメージオペレートスイッチ。オーディオ、空調類の主要スイッチを、大きく
操作しやすい位置に集中配置し、ドライバーの負担を低減させています。

マイコンオートエアコン。センサーで室内温度の変化を感知し、マイコンが常に最適の温度に自動
的に制御。操作性の向上するロジックコントロールパネルを採用しています(ロイヤルサルーンG)。

使いやすさと快適性を追求。
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総てを委ねられる
逞しき包容力。

それがクラウンの
「信頼」です。

高級車であることの深い満足感を

限りない静寂と安心感で表現する、

フルフレーム付高剛性ボデー。

あくまでも、自然に、滑らかでありながら、

時に応じて、圧倒的な力を生み出す

卓越のパワーユニット。

そして、つややかに力感を湛えた

ハードトップ・ワイドボデー。

新しいクラウンの、その逞しき信頼感は、

技術と感性の限り無い融合の中から

生み出されました。
＊7M-GE 車

＊

確かな信頼感を与えてくれる強靭
さ、常に快適な居住空間が得られ
る静粛性。高級車に求められるこ
れらの要素を、より高い次元で両
立するために、新しいクラウンは、
伝統のフルフレームとボデー構造
全体にわたる新設計を施しました。
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高度に完成された3.0DOHC、レー
ザーα7Mツインカム24。ナチュラ
ルな加速フィーリング、全域にわた
る高トルク、そして特筆に値する中・
高速域の優位性。ツインカムの高
性能を、さらに高い次元で達成し
た3.0DOHC直列6気筒。それは
トヨタのエンジン技術のひとつの
頂点といえます。4バルブ化による
吸入空気量の増加や、高効率の

燃焼を実現するペントルーフ形燃
焼室、そして回転数に応じて吸
気管長を変化させる可変吸気制
御システムなどの採用により、低
速域から、高速域に至るまで全
域にわたり高トルクを獲得。高級
車にふさわしい、最高出力ネット＊

190ps/5600r.p.m.、最大トルク
26.0kg-m/3600r.p.m.の、ゆとり
のある力強さを実現しました。

滑らかな走りを実現するエンジン。

＊「ネット」とはエンジンを車両搭載状態で測定したものです。
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制御範囲をさらに拡大。7M-GE
エンジン専用、新ECT(ELECT-
RONIC CONTROLLED TRANS-
MISSION)。オーバードライブ機
構やロックアップ機構もマイコン
制御する、先進のオートマチック
＝ECTを、7M-GEエンジン用
に新設計。ECTや、エンジン、
サスペンション間の制御機能の
一新により、本格的総合制御を
達成。変速特性の大幅な向上、
コーナリング時の滑らかな走りを
実現します。

本格的な
総合制御を達成。
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ゆとりある高性能が生む
高級車ならではの味わい。

それがクラウンの
「余裕」です。

抜きんでた高速走行安定性をはじめとする、

確かな信頼感を与えてくれる基本性能。

豪快な走りの中に息づく、滑らかな乗り心地。

そして、あらゆる状況下でのゆとりある走り。

乗る方すべてが実感できる

真の高級車の走りを求めて、

新しいクラウンの足は生み出されました。

ここに投入されたテクノロジーの

ひとつひとつが、一体となり、

高級車の名にこそ相応しい

卓越の走行感覚を実現しています。

衝撃やひずみに揺るぎない強靭さを発
揮するペリメーター型フルフレームと、
前ダブルウイッシュボーン、後セミトレー
リングアーム式4輪独立懸架。このク
ラウンならではの組み合わせを、さらに
徹底して磨き込みました。
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さらにゆとりある柔軟性、トヨタ
電子制御エアサスペンション（ロイ
ヤルサルーンG）。真の高級車の
走り。クラウンが求め続けてきた
この理想像を、より高度な次元で
実現するために、新しいクラウン
は、先進の電子制御式エアサスペ
ンションを装備しました。従来の
コイルに代え、エアチャンバー内の
空気にスプリング機能を持たせ、
ばね定数、アブソーバー減衰力、
車高を、路面の状況、車速、運
転状況（アクセル、舵角等）に応じ
て、コンピュータが自動制御。た
とえば、高速時には車高を下げて
抵抗を減らし、走行安定性を向

上。そして前輪が悪路に入ると車
高を上げ、ばね、アブソーバーを
最適に制御します。エアサスペン
ションを電子制御することにより、
類いまれな滑らかで重厚な乗り心
地と、ハードな走りにも的確に応
答する卓越のハンドリングを高度
に両立しました。また、乗る方の
お好みに応じて、ばね、アブソー
バーのセッティングをNORMAL 
AUTOとSPORT AUTOに、車高を
NORMAL AUTOと、HIGH AUTO
に、それぞれ自由に選択できます。
磨き抜かれたフルフレーム4輪独
立懸架と、電子制御エアサスペン
ション。それは高級車の新たな指

標です。
頭脳を持った先進の電子制御サ
スペンション＝TEMS＊。走行状
況に応じて、マイコンがショックア
ブソーバーの減衰力をつねに最
適に制御するTEMS（TOYOTA 
ELECTRONIC MODULATED 
SUSPENSION）。NOR MAL 
AUTOとSPORT AUTOのモード
選択で、悠々たる走りと、スポー
ティな走りを、選ぶことができます。

高級車の新たな指標になる。

（＊セダン・3000ロイヤルサルーンに注文
装備。ハードトップ・ロイヤルサルーン〈除
IG-GE車〉、セダン・2000ロイヤルサルーン

〈除 IG-GE車〉にオートレベラーとセットで
注文装備）
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写真は、4ドアハードトップ・ロイヤルサルーンG。

つややかな流麗さと、堂 と々した逞しさ。高級車のフォルムは乗る方の自信の表われです。
4Door Hardtop /Royal Saloon G ツインカム
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この大いなるゆとりと先進性は、常に揺るぎない頂点であり続けるための前進です。
4Door Hardtop /Royal Saloon G ツインカム
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