
※本仕様ならびに装備は、予告なく変更となることがあります。（この冊子の内容は、2021年10月現在のものです。）
※ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える場合があります。

■アドバンスト パークは、あくまで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を
持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。 ■アドバンスト パークは、駐車環境や周辺状況に
よっては使用できない場合があります。詳しくは販売店でご確認ください。

アドバンスト パークを安全にお使いいただく上での留意事項説明

クルマがたすける。その駐車。

 トヨタ チームメイト

アドバンスト パーク
GUIDE BOOK



アドバンスト パークで
できること。

Advanced Park
高度運転支援で、駐車をもっとスムーズに。

アドバンスト パーク

駐車したいスペースの横に停車後、アドバンスト パーク スイッチを押して駐車位置＊1を確認。

その後、開始スイッチを押すと、カメラとソナーによって周囲を監視しながら、

ステアリング・シフト・アクセル・ブレーキ操作を制御し、駐車操作をアシストして駐車を完了させます。

I N D E X

P.02　アドバンスト パークでできること

P.03　並列バック駐車機能／縦列駐車・出庫機能

P.05　メモリ機能

P.06　アドバンスト パーク設定車種 LINE UP
【シフト操作について】アドバンスト パークがシフト制御を行います。手動でのシフト操作が必要な車種があります。（YARISなど＊2）

＊1.駐車スペースが複数ある場合は変更可能。 ＊2.この他にもアドバンスト パーク搭載車種がございます。詳しくは販売店スタッフにお問い合わせください。

並列バック駐車機能 メモリ機能縦列駐車・出庫機能

白線・隣接車両のある駐車をサポート 白線・隣接車両がない
駐車場でも使える

■写真はトヨタ チームメイト（アドバンスト パーク）の作動イメージです。また、写真は合成です。 ■画面はハメ込み合成です。

トヨタ チームメイトは、人とクルマが気持ちを通わせながらお互いを高め合い、

クルマと人が仲間のようにともに走るという「Mobility Teammate Concept」に

基づいて開発された最新の高度運転支援です。

高速道路や自動車専用道路の本線上の走行を支援する「アドバンスト ドライブ」、

安全･安心でスムーズな駐車支援を行う「アドバンスト パーク」を設定。

あたかも人が運転しているかのような滑らかな走りや、

周囲のドライバーへの配慮した制御など、

人に寄り添った運転支援を実現します。

※本誌は、アドバンス トパークについて記載しております。

人とクルマがともに走る。トヨタの高度運転支援

Toyota Teammate

02

動画でチェック!
シフト制御ありの場合 シフト制御なしの場合



操作方法

対処法

駐車スペース 操作方法

駐車目標となる白線や隣接車両がある並列駐車場での駐車を
サポート。白線や隣接車両は片側でも作動。

並列バック駐車と
同様に操作

■駐車スペースとして検出させるための目安です。周囲の環境によっては検出できないこと
があります。

縦列駐車・出庫機能

出庫する場合

駐車する場合

駐車目標となる白線や前後に車両がある縦列駐車場での駐車を
サポート。白線や前後車両は片側でも作動。出庫機能について
は、前方に車両がある場合のみ使用可能。

白線・隣接車両のある駐車をサポート

次のような状況では使用しないでください

●傾斜、段差のある場所

次のような状況では、路面の駐車枠を検出することができない場合があります

速度や障害物に接近する距離が感覚に合わない場合

●ゼブラ線 ●かすれていたり、薄くなっていたり、同系色
　により路面と白線とのコントラストが小さい

●機械式駐車場 ●フラップ板のある駐車場

●穴や側溝 ●背の低いもの
　（縁石やブロックなど）

●背が高く上部が
　張り出しているもの

●通行量が多い場所 など

など

ブレーキを踏んでいただくと減速します。

■安全にお使いいただくために
本システムは認識性能・制御性能に限界があります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

次のようなものは検知できないことがあります

など

並列バック駐車機能

ワンポイント
アドバイス

ワンポイント
アドバイス

停車位置や日射条件などよって正しく認識
できない場合があります。真横にまっすぐ
停車いただくか、前後に車両を少し移動
することで使用できることがあります。

対処法 ワンポイントアドバイス

対処法 別の場所へ移動してご使用ください。

カスタマイズ設定で、速度モードと障害物
回避距離を変更できます。

P

トヨタ チームメイト［アドバンスト パーク］

P

P

0403

駐車スペース

■片側しか区画線がない場合でも作動します。 ■駐車スペースとして検出させるため
の目安です。周囲の環境によっては検出できないことがあります。

※作動条件は取扱説明書をご参照ください。

使用できる駐車環境

※作動条件は取扱説明書をご参照ください。

使用できる駐車環境

※以下に記載させていただく内容は一部になるため、詳細は取扱説明書をご参照ください。

●鋭角的な形のもの
　（ブロック塀や柱などの角
　に向かっていく様なシーン）

●針金・フェンス・
　ロープ・ポールの
　ような細いもの

縦列駐車が苦手なのに
縦列駐車の枠しか
空いていない ...

【活用シーン例】

そんな時に！

あとは音声案内とアドバイス表示に
沿って操作すれば、駐車完了！

出庫位置で停車後、
ブレーキまたはアクセルを踏んで出発

『真横』に停車し、　　　　 を押す

駐車できる場所に正しく出ているか
画面を確認！

ブレーキに足を添えておく

シフトPで停車した状態で　　　　　

            を押す

ウインカーまたは画面の　　　

　　　　　を選択

駐車枠を選択し、　　　を押す

縦列可能な場所で　　　　 を押すと、
縦列駐車に切り替わります

P

シフトを進行方向と
逆に入れて切り返し
例：D ⇒R（左図） 

カスタマイズで
道幅を制限
できます
【注意】
切り返しや中止が
増える場合があります

を押し、中止

1

1

1

2

3

2

2
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斜めに前進した先にある障害物には特に注意してご使用ください。

P

全長4.5m未満の車両：約5m以上
全長4.5m以上の車両：約6m以上

約1m

約2.5m

約3m以上

P

約4.5m以上

全長4.5m未満の車両：約6m以上
全長4.5m以上の車両：約7m以上

全長4.5m未満の車両：約5m以上
全長4.5m以上の車両：約6m以上

約1m

留意事項駐車が苦手で、
スーパーなどの駐車場で
何度も切り返してしまう...

【活用シーン例】

そんな時に！

OR

P

ブレーキを踏む

危険！

P

道幅側に検知できない
障害物がある場合

P



駐車スペース

操作方法

駐車スペースの登録

登録した駐車スペースに駐車する

メモリ機能
登録時に路面模様をカメラ画像で記憶し、白線や隣接車
両がない環境への駐車をサポート。いつも使う駐車スペース
を3箇所登録可能。

トヨタ チームメイト［アドバンスト パーク］の設定車種、拡大中。
ぜひ一度、高度運転支援のスムーズな駐車をご体感ください。

白線・隣接車両がない駐車場でも使える

正しく認識できない環境

カメラを使って路面模様を認識する
機能のため、下記のような状態では
正しく登録できない場合があります

●同一の模様で
　構成されているとき

●影が出ているとき
など

●カメラが汚れているとき ●雨や雪が降っているとき など

対処法 カメラの汚れや付着物を
除去してください。

登録時と停車位置を合わせることで正しく認識できる
可能性があります。

別の場所へ移動して
ご使用ください。対処法

ワンポイントアドバイス

トヨタ チームメイト［アドバンスト パーク］

P

P

P

約1m

P

P

P

0605

※作動条件は取扱説明書をご参照ください。

使用できる駐車環境

■ボディカラーは撮影、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。 ■掲載の内容は2021年10月現在のものです。

アドバンスト パーク 設定車種 LINE UP

Z“Executive Package Advanced Drive”、Z“Advanced Drive”、
Z“Executive Package”、Z、G“Executive Package”、G“A Package”に標準装備

シフト制御あり

Z“Executive Package Advanced Drive”、Z“Advanced Drive”に標準装備

アドバンスト ドライブ設定あり

全車にメーカーオプション

シフト制御あり

ハイブリッド車にメーカーオプション

シフト制御なし（シフト操作は手動）
ハイブリッド車にメーカーオプション

シフト制御なし（シフト操作は手動）

『真横』に停車し、

　　　　 を押す

”登録した場所”の『真横』で

停車し、　　　　 を押す

最後に位置を調整して
登録完了

　　　を押して、アドバンスト パークで駐車

　　を押し、駐車方法と位置を設定

　　　を押した後は、
並列バック駐車等と同じ

“MODE”が表示されたときは、選択してメモリ機能に切り替え

1

2

3

4

1

2

留意事項

P P P

登録時 ２回目以降

○ ×

いつも止める
駐車スペースに
白線がない ...

【活用シーン例】

そんな時に！

駐車できる場所に正しく出て
いるか画面を確認！


