特別仕様車

“ DARK PRIME II ”

Photo：特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”(4WD·2700ガソリン·ワイドボディ)
[ベース車両はスーパーGL(4WD·2700ガソリン·ワイドボディ)]の室内。CD･AM/FMはメーカーオプション。

特別仕様車

“ DARK PRIME II ”
その存在感は大きく。その輝きは深く。
ダークな色調に、輝きをたたえて。
大人を満足させる質感。高い安全性へのこだわり。
そのスタイルで、装備で、
より深く、より大きな存在感を際だたせて。

Photo：特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”
（2WD·2800ディーゼル·標準ボディ）[ベース車両はスーパーGL（2WD·2800ディーゼル·標準ボディ）]。
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ボディカラーの特別設定色スパークリングブラックパールクリスタルシャイン＜220＞はメーカーオプション。

Photo：特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”(4WD·2700ガソリン·ワイドボディ)[ベース車両はスーパーGL(4WD·2700ガソリン·ワイドボディ)]。
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。
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TOUGHNESS&DEEPNESS

S TA N DA R D B O DY
Photo：特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”(2WD·2800ディーゼル·標準ボディ)
[ベース車両はスーパーGL(2WD·2800ディーゼル·標準ボディ)]。
ボディカラーの特別設定色スパークリングブラックパールクリスタルシャイン＜220＞はメーカーオプション。

S PE C I A L I N T E R I O R

渋い輝きを放つダークな仕上がりのインテリア。全体のトーンをブラック系で統一しながら、
シートサイドのステッチや黒木目マホガニー調加飾などでシックな遊び心を表現。

Photo：特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”(2WD·2800ディーゼル·標準ボディ)[ベース車両はスーパーGL(2WD·2800ディーゼル·標準ボディ)]の計器盤。
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CD･AM/FMはメーカーオプション。■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

逞しさと深さ。どちらが欠けても完成しなかった特別なハイエース。
熟成された本物だけが似合う、独特の存在感を堪能するのは誰だ。

W I D E B O DY
Photo：特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”(4WD·2700ガソリン·ワイドボディ)
[ベース車両はスーパーGL(4WD·2700ガソリン·ワイドボディ)]。
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。

Photo：特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”(2WD·2800ディーゼル·標準ボディ)[ベース車両はスーパーGL(2WD·2800ディーゼル·標準ボディ)]の室内。
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SPECIAL EQUIPMENT

■ LEDヘッドランプ（クリアスモーク加飾）

■ 4本スポークステアリングホイール
（本革巻き＋黒木目マホガニー調加飾）

特別装備

■ メッキフロントグリル（ダークメッキ）

■ ステアリングスイッチ
（オーディオ）＆ ベゼル
（ダークシルバー加飾）

■ メッキバックドアガーニッシュ（ダークメッキ）

■ フロントエアコンプッシュ式
コントロールパネル
（ダークシルバー加飾）

■ インストルメントパネルアッパー部（黒木目マホガニー調加飾）
※写真のCD･AM/FMはメーカーオプション。

■ SRS＊エアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構
付シートベルト（助手席）
＊SRS[乗員保護補助装置]：Supplemental Restraint System ●SRSエアバッグおよび

■ シフトベゼル（ダークシルバー加飾）
■ シフトノブ（本革＋黒木目マホガニー調加飾）

■ フロントドアトリム（合成皮革）
■ パワーウインドウスイッチベース
（黒木目マホガニー調加飾）

■ シート表皮：トリコット＋合成皮革＆
ダブルステッチ（ダークグレー）

プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。SRSエアバッグは
あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。●助手席エア
バッグ装着車はチャイルドシートなどを助手席に装着する時は後ろ向きにしないなど、ご注意
いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。■写真は機能説明のためにSRS
エアバッグが作動した状態を再現したものです。

ドアロック解錠･施錠

スマートキー

エンジンスイッチ

■ スマートエントリー＆スタートシステム
■ スマートエントリー＆スタートシステムの室外検知エリア（ドアロックの解錠･施錠）はフロント
ドア・バックドアハンドルから半径約0.7m以内、室内検知エリア（エンジンの始動）は前席･
後席のシート上となります。

■ ルーフ&ピラー＆セパレーターバー（ブラック）

注意：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などの機器を近づけないようにしてください。電波発信を停

■ スライドドアスカッフプレート
（車名ロゴ＆イルミネーション付）

止することもできますので販売店にご相談ください。

■ 専用フロアマット

トヨタ純 正 用品

材質：ポリプロピレン 色：ダークグレー
1 台分 28,080 円（消費税抜き 26,000 円）

（販売店装着オプション）

〈AOGD〉

※写真は運転席側（標準ボディ）

■ 価格はメーカー希望小売価格〈（消費税込み）’
18年8月現在のもの〉
で参考価格です。実際の
販売価格は各販売店が独自に定めております。詳しくは各販売店におたずねください。
■ 保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ指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。 ★ 他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

■販売店装着オプションとしてトヨタ純正用品を多数ご用意しています。詳しくは別冊のAccessories & Customize Catalogueをご覧いただくか販売店におたずねください。

Toyota Safety Sense（衝突回避支援パッケージ）※ 事故を未然に防ぐために、3つの先進安全機能を標準装備。
ぶつからないをサポートする
“自動（被害軽減）ブレーキ”
プリクラッシュセーフティ
（歩行者[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。
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■プリクラッシュブレーキは、対車両は自車速度約10km/h
以上から作動、対歩行者は自車速度約10～80km/hで作動
します。また、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバー
の操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは
取扱書をご覧ください。■プリクラッシュセーフティはあくまで
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。■数値は社内測定値。

はみださないをサポートする
“車線はみ出しアラート”
レーンディパーチャーアラート＊
＊車線逸脱警報

夜間の見やすさをサポートする
“自動ハイビーム”
オートマチックハイビーム

トヨタ ハイエース 特別仕様車スーパーGL
“DARK PRIME II ”
主要装備一覧表
特別仕様車スーパーGL
“DARK PRIMEII”

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）

タイヤ＆ホイール

販売店装着オプション

特別仕様車スーパーGL
“DARK PRIMEII”

ベース車両
スーパーGL

ベース車両
スーパーGL

計器盤・操作性

195/80R15 107/105L LT（15×6Jスチールホイール）
195/80R15 107/105L LT（15×6Jアルミホイール）
フルホイールキャップ（スチールホイール用）

デュアルパワースライドドア（挟み込み防止機能付）
64,800円（消費税抜き60,000円）
ハイグレードタイプ

安全性
Toyota Safety Sense
プリクラッシュセーフティ（歩行者［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・
オートマチックハイビーム
非装着
VSC&TRC・EBD（電子制動力配分制御）付ABS
＋ブレーキアシスト・ヒルスタートアシストコントロール・
緊急ブレーキシグナル
非装着

シートベルト非着用
ウォーニング＋リマインダー

＊2
＊3

－33,480円（消費税抜き－31,000円）
32,400円（消費税抜き30,000円）

本革＋
黒木目マホガニー調加飾

シフトベゼル

ダークシルバー加飾

シート表皮

運転席
16,200円（消費税
抜き15,000円）＊4

助手席

フロントシート

運転席

シルバー塗装

アルミ調塗装

トリコット＋合成皮革＆ダブルステッチ
トリコット

ダークグレー

フルリクライニング（運転席･助手席）
シートスライド（運転席･助手席）
ヘッドレスト(分割式）
シートバックポケット

助手席

＊4

チャイルドプロテクター（スライドドア）
リヤフォグランプ（右側のみ）
コーナーセンサー

＊5

10,800円（消費税抜き10,000円）

リヤシート

スライド（2段階調整式）・リクライニング
分割式ヘッドレスト（2個）

室内装備
インストルメントパネルアッパー部
センターコンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）

外装
カラードバンパー（フロント･リヤ）
両側スライド式
リヤサイド
両側固定式
プライバシー
ガラス
リヤクォーター 両側固定式

助手席アッパーボックス
運転席カードホルダー

＊6
－12,960円（消費税抜き－12,000円）

＊4
＊11

LEDダウンライト

リヤ大型
バックドア［標準ボディのみ]
スライドドアスカッフプレート

ダークメッキ

メッキアウトサイドドアハンドル（フロント・スライドドア）
メッキバックドアガーニッシュ
リヤメッキエンブレム（車名＋グレードロゴ）

黒木目マホガニー調加飾 シルバーメタリック加飾

フロント（マップランプ付）
ルームランプ

バックドア
メッキフロントグリル

ダークメッキ

車名ロゴ＆イルミネーション付

フロントドア（成形）

合成皮革

スライドドア＆クォーター（成形フルトリム）
バックドア（成形）
パワーウインドウスイッチベース

黒木目マホガニー調加飾

表皮巻き

ドアトリム

視界
クリアスモーク 64,800円（消費税
加飾
抜き60,000円）

LEDヘッドランプ（ロービーム）[オートレベリング機能付]
フロントフォグランプ
電動格納式リモコンメッキドアミラー
（助手席側ワイドビュー）

ダークシルバー加飾

シフトノブ
シート

リヤLSD（リミテッド･スリップ･デフ）
［4WDのみ］
SRSエアバッグ+プリテンショナー&
フォースリミッター機構付シートベルト

2,160円（消費税
抜き2,000円）

＊10

ステアリングスイッチベゼル
－75,600円（消費税抜き－70,000円）

95,040円（消費税抜き88,000円）
本革巻き＋
黒木目マホガニー調加飾

4本スポークステアリングホイール
ステアリングスイッチ（オーディオ）

＊1

＊6

ヒーター付

バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー
ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー（時間調整式）
リヤアンダーミラー

＊7
＊8

5,400円（消費税抜き5,000円）
36,720円（消費税抜き34,000円）

アクセサリーコンセント（AC100V・100W）
〈インストルメントパネル部＆リヤクォータートリム部〉

ブラック

グレー

＊12
＊13

フロアマット

10,800円（消費税抜き10,000円）
専用

空調
＊8

フロントオートエアコン＋プッシュ式コントロールパネル
リヤクーラー（冷房）＆リヤヒーター（暖房）

計器盤・操作性
オプティトロンメーター（タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付）
コンライト（ライト自動点灯･消灯システム）
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー
スマートエントリー＆スタートシステム（スマートキー×2）

ルーフ＆ピラー＆セパレーターバー
アクセサリーソケット（DC12V・120W）

＊9

ダークシルバー加飾

シルバー塗装

ナビ・オーディオ
オーディオレス（カバーレス）＋4スピーカー＆ガラスアンテナ
CD･AM/FM（USB/AUX端子付）
＊14
31,320円（消費税
抜き29,000円）

トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー

28,080円（消費税抜き26,000円）

＊15

盗難防止システム（イモビライザーシステム［国土交通省認可品］・オートアラーム）
イージークローザー（スライドドア・バックドア）

その他

■＜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。
■“DARK PRIME II ”はグレード名称ではありません。
■装備につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご参照ください。
■価格はメーカー希望小売価格〈（消費税8%込み）’
18年8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。
＊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。
＊2.Toyota Safety Sense の 非 装 着を 選 択した場合 のみ選 択できます。その場合、ABS＋ブレーキアシスト、
L.S.P.&B.V.（ロード･センシング･プロポーショニング＆バイパス･バルブ）が標準で装着されます。
＊3.Toyota Safety Sense の非装着とVSC&TRC・EBD（電子制動力配分制御）付ABS＋ブレーキアシスト・ヒルス
タートアシストコントロール・緊急ブレーキシグナルの非装着を選択した場合のみ、装着できます。その場合、ABS
＋ブレーキアシスト、L.S.P.&B.V.（ロード･センシング･プロポーショニング＆バイパス･バルブ）は標準で装着されます。
＊4.助手席SRSエアバッグ＋プリテンショナー＆フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シート
ベルト非着用ウォーニング＋リマインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。
＊5.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。その場合、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ
替わりインナーレンズが赤色になります。
＊6.デュアルパ ワースライドド アを 選 択した 場 合、リヤ サイドガラスは 両 側 固 定 式 となりま す。な お 、デュアル
パワースライドドアの価格には、リヤサイドガラスの価格を含みます。また、キーとインストルメントパネルにスラ
イドドア開閉スイッチが装着されます。

＊ 7 . 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
＊ 8 . バックモニター内蔵自動防眩インナーミラーを選択した場合、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は装着できません。
＊ 9 . 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などの機器を近づけな
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販売店にご相談ください。
＊10.メーカーオプションまたは販売店装着オプションのナビ・オーディオを装着した場合、操作可能になります。
＊11. 販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、非装着となります。
＊12.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があり
ます｡詳しくは販売店におたずねください｡
＊13.合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合が
あります。詳しくは販売店におたずねください。
＊14.ディスクによっては再生できない場合があります。
＊15.オーディオレスを選択した場合のみ装着できます。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。
＊16.寒冷地仕様の内容、価格につきましては、販売店にお問い合わせください。なお、北海道地区は寒冷地仕様が
全車標準装備となります。
■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。

寒冷地仕様

＊16

＜その他の標 準 装備＞
●スペアタイヤ（車両装着タイヤ）●タイヤ交換用工具 ● フロントスタビライザー ● ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント）●リーディングトレーリング式ドラムブレーキ（リヤ）
●ステッキ式パーキングブレーキ ● フロントELR付3点式シートベルト ● リヤシートベルト（外側ELR付3点式･中央席2点式）●LED式ハイマウントストップランプ ●リヤバンパー（ステップ付）
●カラードスライドドアレール ●UVカット機能付グリーンガラス（ウインドシールド・フロントサイド）● フロントアンダーミラー ●防眩式インナーミラー ● 間欠式リヤワイパー
●リヤウインドウデフォッガー（タイマー付）● メーター照度コントロール ● エコドライブインジケーターランプ ●排出ガス浄化スイッチ（触媒浄化用）[ディーゼル車のみ] ●トリップメーター
●クロック（メーター内蔵）●半ドアウォーニング ●キー忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●フューエルリッドオープナー ●電気式ドアロック
● 車速感応パワードアロック（運転席・助手席ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付）●パワーウインドウ（運転席・助手席）
［運転席／キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付］
●チルトステアリング ● エンジン回転数感応型パワーステアリング ●フットレスト ● スライドドア全開ストッパー ● スライドドアボトルホルダー
●バニティミラー付ファブリックサンバイザー（運転席･助手席）● イルミネーテッドエントリーシステム ●照明付灰皿 ●カップホルダー（運転席・助手席）●フロントドアボトルホルダー
●グローブボックス ●助手席アンダートレイ ● 大型センターポケット［ワイドボディのみ］● ピラーガーニッシュ（フロント、センターアッパー、クォーター＆リヤ）●リヤクォータートリムポケット
●大型成形スライドドアステップ（ステップランプ付）●成形天井（フロント・リヤ）●フロアカーペット材質（ベロアニーパン）●アシストグリップ（助手席1個＋リヤ席2個）
●ルームセパレーターバー（ワイドボディは2本）●リヤホイールハウスカバー（トリム一体）● タイダウンフック（4個）● バックドアインサイドハンドル ● バックドアストラップ 等

■ ボディカラー

内装色：ダークグレー

＜カラーコード＞

シート表皮：ダークグレー

トリコット＋合成皮革＆ダブルステッチ

ホワイトパール
クリスタルシャイン
＜070＞
メーカーオプション
32,400円
（消費税抜き30,000円）

グレーメタリック
＜1G3＞

ブラックマイカ
＜209＞

ボルドーマイカメタリック
＜3R9＞

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン
＜220＞
特別設定色 メーカーオプション
32,400円
（消費税抜き30,000円）

■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。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）に
より、ボディカラーの見え方は異なります。特にスパークリングブラックパールクリス
タルシャイン＜220＞は黒、紫など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。
■＜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。
■価格はメーカー希望小売価格〈（消費税8%込み） ’
18年8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。
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ベース車両 トヨタ ハイエース主要諸元表
グレード
駆動方式
ナンバープレート分類番号
ボディ長／幅
ルーフ形状
フロア形状
ドア数
定員・最大積載量
エンジン

スーパーGL
2WD

4ナンバー
ロング／標準ボディ
標準ルーフ

トランスミッション
車両重量 ＊2
（kg）
車両総重量 ＊2
（kg）
最小回転半径
（m）
燃料消費率
（国土交通省審査値）
（km/L）
全長
全幅
全高
車両寸法
ホイールベース
（mm)
前
トレッド
後
最低地上高 ※
長
荷室寸法
内側寸法
幅
（mm)
高
前
サスペンション
後
前
ブレーキ
後
タイヤサイズ

4WD
4ナンバー
1ナンバー
ロング／標準ボディ
ロング／ワイドボディ
標準ルーフ
ミドルルーフ
標準フロア
5ドア
2/5人・1000/850kg積
2800ディーゼル
2700ガソリン

標準フロア
5ドア
2/5人・1000/850kg積
2000ガソリン
2800ディーゼル

2700ガソリン

QDF-GDH201VSRTEY ●

CBF-TRH200VSRTEK ●

CBF-TRH211KKRTEK ●

QDF-GDH206VSRTEY ●

1,930
3,040/3,055

6速オートマチック（6 Super ECT）
1,770
2,040
2,880/2,895
3,150/3,165

1,890
3,000/3,015

6速オートマチック（6 Super ECT）
2,060
2,000
3,170/3,185
3,110/3,125
5.2
5.4

2800ディーゼル

車両型式 ＊1

1ナンバー
ロング／ワイドボディ
ミドルルーフ

QDF-GDH211KKRTEY ●

5.0

5.2

12.4

10.2

12.2

4,695
1,695
1,980

9.7

12.0 ＊3

9.1

4,840
1,880
2,105

4,695
1,695
1,980

4,840
1,880
2,105

1,655
1,650

1,470
1,465

2,570
1,470
1,465

CBF-TRH216KKRTEK

2,570

195
3,000/1,855
3,000/1,840
1,520
1,705
1,320
1,390
ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング
車軸式半楕円板ばね
ベンチレーテッドディスク
リーディングトレーリング式ドラム
195/80R15 107/105L LT

1,655
1,650

185
3,000/1,855
3,000/1,840
1,520
1,705
1,320
1,390
ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング
車軸式半楕円板ばね
ベンチレーテッドディスク
リーディングトレーリング式ドラム
195/80R15 107/105L LT

※ 社内測定値
＊1.特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”は車両型式の末尾に-Pが付きます。
＊2.デュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。
＊3.オプション等の装着により、車両重量が2,110kg以上の場合は、11.4km/Lとなります。
●主要燃費改善対策として、1TR-FEガソリン車と2TR-FEガソリン車には可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御を採用しています。
1GD-FTVディーゼル車には直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給器、インタークーラー、高圧噴射を採用しています。
●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。

●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。
ご 購入時に自動車取得 税の軽減措置が受けられます
（2019 年 9 月 30 日まで）
。また、自動車重量税の軽減措
置が受けられます（2021 年 4 月 30 日までに新規登録を
受ける車を対象）
。詳しくは販売店におたずねください。

エンジン
型式
種類
使用燃料
総排気量
内径×行程
最高出力＜ネット＞
最大トルク＜ネット＞
燃料供給装置
燃料タンク容量

（L）
（mm)
kW（PS）/r.p.m.
N･m（kgf･m）/r.p.m.
（L）

2800ディーゼル
1GD-FTV
直列4気筒
軽油
2.754
92.0×103.6
111（151）/3,600
300（30.6）/1,000〜3,400
コモンレール式燃料噴射システム
70

2700ガソリン
2TR-FE
直列4気筒
無鉛レギュラーガソリン
2.693
95.0×95.0
118（160）/5,200
243（24.8）/4,000
EFI（電子制御式燃料噴射装置）
70

2000ガソリン
1TR-FE
直列4気筒
無鉛レギュラーガソリン
1.998
86.0×86.0
100（136）/5,600
182（18.6）/4,000
EFI（電子制御式燃料噴射装置）
70

●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 車 で
約15 ％ 、ディー ゼ ル 車 で 約 5 ％ 程 度 低 い
値（自工会調べ）となっています。

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液（AdBlue®＊）の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。
注意：尿素水溶液（AdBlue ®）のタンク容量は7.4Lで、
1000km走行すると約1L消費＊します。なお、尿素水溶液の残量がなくなると
エンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。＊お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。

高品位 尿素 水「AdBlue ®」はディーゼルエンジン車の 排出ガスに含まれるNOx
（窒素酸化物）を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。
＊AdBlue® は、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

●“HIACE”
“OPTITRON”
“TOYOTA SAFETY SENSE”
“VSC”
“TRC”
“EFI”
“ECT”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

■ 特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II ”価格表
ロング・標準ボディ・標準ルーフ
メーカー希望小売価格 ※1

2WD
4WD

3,728,160円

2800ディーゼル

消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格 ※2

消費税抜き

3,452,000円

3,755,160円

3,477,000円

2000ガソリン

3,139,560円

2,907,000円

3,160,080円

2,926,000円

2800ディーゼル

4,032,720円

3,734,000円

4,059,720円

3,759,000円

2800ディーゼル

3,869,640円

3,583,000円

3,896,640円

3,608,000円

2700ガソリン

3,400,920円

3,149,000円

3,419,280円

3,166,000円

2700ガソリン

3,694,680円

3,421,000円

3,713,040円

3,438,000円

ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ
2WD
4WD

※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（詳しくは販売店におたずねください）。
■価格はメーカー希望小売価格〈（消費税8%込み）'18年8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（9,840円〈'18年8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。

※「サポトヨ」とは
サポートトヨタの略称です。

技 術 と 人で、安 全 安 心 を サ ポ ート

詳しくはこちらをご覧ください。

h t t p s : //t oyo t a .j p/s a p o t oyo /

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイエース取り扱い販 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 -7 00 - 7 70 0

オープン時 間 3 6 5 日 9：0 0 〜1 8：0 0

所 在 地 〒4 5 0 - 8 7 11 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 ʼ 19年 4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。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
PA011500-1904

