
グランマックス カーゴ主要装備一覧表 グランマックス トラック主要装備一覧表 標準装備  標準装備

グレード
カーゴ GL
2WD 4WD

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

電動格納式カラードドアミラー（ボディ同色）
ドアミラーターンランプ
スモークドガラス（スライドドア/クォーター/バックドアウインドゥ）
LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランス機能・オートライト付）
リヤコンビネーションランプ（LEDテール&ストップランプ）
リヤフォグランプ（リヤコンビネーションランプ内蔵）
LEDハイマウントストップランプ

全車標準装備 ●カラードバンパー ●サイドアンダーミラー ●リヤアンダーミラー
●グリーンガラス（フロント/フロントドアウインドゥ） ●マッドフラップ（フロント）

イ
ン
テ
リ
ア

分離式ヘッドレスト（フロント）
運転席シートスライド（224mm）＆リクライニング
助手席シートスライド（140mm）＆リクライニング
リヤシートタイプ ベンチタイプ（3人掛け）
ドアトリム（フロントドア/スライドドア）平ボード＋セミファブリック
シフトポジションインジケーター（マルチインフォメーションディスプレイ表示） AT車 AT車
マルチインフォメーションディスプレイ
（時間･燃料計･ODO・トリップ・アイドリングストップ時間･アイドリングストップ積算時間・スマートアシスト故障/停止警告）

全車標準装備

●ステアリングホイール ウレタン（メッキオーナメント付） ●セミファブリック シート表皮
●ビニールフロアマット（フロント/リヤ） ●ルームセパレーターバー（脱着式）
●乗降グリップ（運転席/助手席） ●アシストグリップ（助手席）
●センターコンソールトレイ ●グローブボックス
●カップホルダー（運転席/助手席/コンソール） ●助手席トレイ ●引き出し式小物入れ
●アクセサリーソケット（12V） ●サンバイザー運転席/助手席（運転席チケットホルダー付） 
●インナーミラー ●バックドアストラップバンド＆バックドアロアハンドル

安
全
装
備

衝突回避支援システム“スマートアシスト”
〈衝突回避支援ブレーキ機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、衝突警報機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、
車線逸脱警報機能、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方･後方）（AT車のみ）、
先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
コーナーセンサー（リヤ2個）
ドライブスタートコントロール AT車 AT車

全車標準装備

●ABS（EBD機能付） ●VSC＆TRC ●デュアル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フロント3点式ELRシートベルト 
●リヤ左右ELR3点式・中央2点式シートベルト
●シートベルト締め忘れ警告灯（運転席/助手席） ●燃料残量警告灯
●キー抜き忘れウォーニングブザー ●リヤウインドゥデフォッガー
●リバース連動リヤワイパー ●車速感応式フロント間欠ワイパー ●ヒルホールドシステム（AT車）

快
適
装
備

リヤヒーター ※1
両側スライドドア昇降式ウインドゥ（手動）
パワードアロック〈全ドア（フロントドア/スライドドア/バックドア）連動〉
パワーウインドゥ フロントドア（運転席ワンタッチ式･挟み込み防止機構付）

全車標準装備
●マニュアルエアコン ●電動式パワーステアリング
●キーレスエントリー（イモビライザー機能付）
●ヘッドランプ自動消灯システム

オ
ー

デ
ィ
オ
オーディオレス（16cmフロントスピーカー付）

足
回
り

14インチ スチールホイール
スペアタイヤ

地域
仕様 寒冷地仕様 ※2

グレード
トラック GL
2WD 4WD

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

電動鏡面可動式ドアミラー
マッドフラップ（フロント+リヤ）
LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランス・オートライト機能付）
リヤコンビネーションランプ（LEDテール&ストップランプ）
リヤフォグランプ
格納式テールゲートチェーン
ロープフック（20ヵ所）

全車標準装備
●カラードバンパー ●サイドアンダーミラー
●グリーンガラス（フロント/フロントドアウインドゥ/リヤウインドゥ）
●ガードフレーム ●サイドゲート ●テールゲート

イ
ン
テ
リ
ア

フロントヘッドレスト（一体）
運転席シートスライド（182mm）＆リクライニングなし
助手席シートスライド（140mm）＆リクライニングなし
ドアトリム（フロントドア）平ボード＋セミファブリック
シフトポジションインジケーター（マルチインフォメーションディスプレイ表示） AT車 AT車
マルチインフォメーションディスプレイ
（時間･燃料計･ODO・トリップ・アイドリングストップ時間･アイドリングストップ積算時間・スマートアシスト故障/停止警告）

全車標準装備

●ステアリングホイール ウレタン（メッキオーナメント付） ●セミファブリック シート表皮
●ビニールフロアマット ●乗降グリップ（運転席/助手席） ●アシストグリップ（助手席）
●センターコンソールトレイ ●グローブボックス
●カップホルダー（運転席/助手席/コンソール） ●助手席トレイ ●引き出し式小物入れ
●アクセサリーソケット（12V） ●サンバイザー運転席/助手席（運転席チケットホルダー付）
●インナーミラー

安
全
装
備

衝突回避支援システム“スマートアシスト”
〈衝突回避支援ブレーキ機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、衝突警報機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、
車線逸脱警報機能、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）（AT車のみ）、
先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
VSC＆TRC
ドライブスタートコントロール AT車 AT車
ヒルホールドシステム AT車 AT車

全車標準装備

●ABS（EBD機能付） ●デュアル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フロント3点式ELRシートベルト
●シートベルト締め忘れ警告灯（運転席/助手席） ●燃料残量警告灯
●キー抜き忘れウォーニングブザー
●車速感応式フロント間欠ワイパー

快
適
装
備

フロントヒーター 標準
ヘビータイプ

パワードアロック
パワーウインドゥ（運転席のみワンタッチ式･挟み込み防止機構付）

全車標準装備
●マニュアルエアコン ●電動式パワーステアリング
●キーレスエントリー（イモビライザー機能付）
●ヘッドランプ自動消灯システム

オ
ー

デ
ィ
オ
オーディオレス（16cmフロントスピーカー付）

足
回
り

14インチ スチールホイール
スペアタイヤ
リヤ5枚リーフスプリング

地域
仕様 寒冷地仕様 ※2

※1：リヤヒーターのサイズは、長 920mm/幅 180mm/高 570mmとなります。リヤヒーター装着車は、荷室内側の寸法が小さくなります。
※2：寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております（エンジンクーラント濃度50%、寒冷地用ワイパーモーターなど）。 ※2：寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております（エンジンクーラント濃度50%、寒冷地用ワイパーモーターなど）。

グランマックス カーゴ主要諸元表 グランマックス トラック主要諸元表
駆動方式 ２ＷＤ ４ＷＤ
グレード カーゴ GL
車名･型式 ダイハツ5BF-S403V ダイハツ5BF-S413V
車種記号 5速マニュアル ＃ZMDFJD ー ＃ZMDFJD ー

4速オートマチック ー ＃ZQDFJD ー ＃ZQDFJD

寸
法･

重
量

全長 mm 4,065
全幅 mm 1,665
全高 mm 1,930
荷室 長 mm 2,045〈1,255〉

幅 mm 1,495〈1,495〉
高 mm 1,305〈1,300〉

ホイールベース mm 2,650
トレッド 前 mm 1,460

後 mm 1,440
最低地上高 mm 190
最大積載量 kg 750〈500〉 700〈500〉
車両重量 kg 1,270 1,280 1,340 1,350
乗車定員 名 2〈5〉

性
能

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 15.5 15.0 14.5 14.1

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 12.6 12.0 12.2 11.4
市街地モード（WLTC-L） km/L 10.4 9.9 10.1 9.3
郊外モード（WLTC-M） km/L 13.2 12.2 12.7 11.6
高速道路モード（WLTC-H） km/L 13.4 13.1 13.0 12.5

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、
アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御

最小回転半径 m 4.9 5.3

エ
ン
ジ
ン

型式 2NR-VE
種類 水冷直列4気筒
総排気量 cc 1,496
内径×行程 mm 72.5×90.6
圧縮比 11.5
最高出力（ネット）  　   kW［PS］/rpm 71［97］ / 6,000
最大トルク（ネット）    N･m［kg･m］/rpm 134［13.7］ / 4,400
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
使用燃料およびタンク容量 L 無鉛レギュラーガソリン・43

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

駆動方式 2WD（後2輪駆動） 4WD（4輪駆動）

クラッチ形式
乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

変速比 前進 1速 4.059 2.730 4.059 2.730
2速 2.045 1.526 2.045 1.526
3速 1.376 1.000 1.376 1.000
4速 1.000 0.696 1.000 0.696
5速 0.742 ー 0.742 ー

後退 4.128 2.290 4.128 2.290
最終減速比 5.125 

ステアリング形式 ラック&ピニオン
ブレーキ形式 前 ベンチレーテッドディスク

後 リーディングトレーリング
駐車ブレーキ 機械式後2輪制動
サスペンション形式 前 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

後 トレーリング式コイルスプリング
タイヤ 前後 165/80R14 97/95N LT

駆動方式 ２ＷＤ ４ＷＤ
グレード トラック GL
車名･型式 ダイハツ5BF-S403P ダイハツ5BF-S413P
車種記号 5速マニュアル ＃TMDFJD ー ＃TMDFJD ー

4速オートマチック ー ＃TQDFJD ー ＃TQDFJD

寸
法･

重
量

全長 mm 4,295
全幅 mm 1,675
全高 mm 1,920
荷台 長 mm 2,430

幅 mm 1,585
高 mm 360

ホイールベース mm 2,650
トレッド 前 mm 1,460

後 mm 1,440
最低地上高 mm 190
最大積載量 kg 800 750
車両重量 kg 1,160 1,170 1,220 1,230
乗車定員 名 2

性
能

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 15.6 15.1 14.8 14.0

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 12.9 11.9 12.4 11.3
市街地モード（WLTC-L） km/L 10.9 10.2 10.6 9.6
郊外モード（WLTC-M） km/L 13.6 12.0 13.0 11.6
高速道路モード（WLTC-H） km/L 13.5 12.7 13.0 12.1

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、
アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御

最小回転半径 m 4.9 5.3

エ
ン
ジ
ン

型式 2NR-VE
種類 水冷直列4気筒
総排気量 cc 1,496
内径×行程 mm 72.5×90.6
圧縮比 11.5
最高出力（ネット）  　   kW［PS］/rpm 71［97］ / 6,000
最大トルク（ネット）    N･m［kg･m］/rpm 134［13.7］ / 4,400
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
使用燃料およびタンク容量 L 無鉛レギュラーガソリン・43

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

駆動方式 2WD（後2輪駆動） 4WD（4輪駆動）

クラッチ形式
乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

変速比 前進 1速 4.059 2.730 4.059 2.730
2速 2.045 1.526 2.045 1.526
3速 1.376 1.000 1.376 1.000
4速 1.000 0.696 1.000 0.696
5速 0.742 ー 0.742 ー

後退 4.128 2.290 4.128 2.290
最終減速比 5.125 

ステアリング形式 ラック&ピニオン
ブレーキ形式 前 ベンチレーテッドディスク

後 リーディングトレーリング
駐車ブレーキ 機械式後2輪制動
サスペンション形式 前 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

後 リジット式リーフスプリング
タイヤ 前後 175/80R14 99/98N LT

＃「グリーン購入法※ 3特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。
詳しくは販売会社におたずねください。 ※3：「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
■〈　〉内は5名乗車時。 ■［　］内は従来の表示で参考値です。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。
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。
■WLTCモードは、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です。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり
受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■“スマートアシスト”、“スマアシ”、
“DVVT”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■“EFI”、“VSC”、“TRC”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■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：ダイハツ工業株式会社

＃「グリーン購入法※ 3特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。
詳しくは販売会社におたずねください。 ※3：「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
■［　］内は従来の表示で参考値です。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。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。 ■WLTCモードは、
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です。市街地モードは、
信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない
走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■“スマートアシスト”、“スマアシ”、
“DVVT”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■“EFI”、“VSC”、“TRC”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■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：ダイハツ工業株式会社

エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車 エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車

エコカー減税（環境対応車  普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます（2023年4月30日まで）。詳しくは販売会社におたずねください。 エコカー減税（環境対応車  普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます（2023年4月30日まで）。詳しくは販売会社におたずねください。

グランマックス カーゴ主要装備一覧表 グランマックス トラック主要装備一覧表 標準装備  標準装備

グレード
カーゴ GL
2WD 4WD

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

電動格納式カラードドアミラー（ボディ同色）
ドアミラーターンランプ
スモークドガラス（スライドドア/クォーター/バックドアウインドゥ）
LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランス機能・オートライト付）
リヤコンビネーションランプ（LEDテール&ストップランプ）
リヤフォグランプ（リヤコンビネーションランプ内蔵）
LEDハイマウントストップランプ

全車標準装備 ●カラードバンパー ●サイドアンダーミラー ●リヤアンダーミラー
●グリーンガラス（フロント/フロントドアウインドゥ） ●マッドフラップ（フロント）

イ
ン
テ
リ
ア

分離式ヘッドレスト（フロント）
運転席シートスライド（224mm）＆リクライニング
助手席シートスライド（140mm）＆リクライニング
リヤシートタイプ ベンチタイプ（3人掛け）
ドアトリム（フロントドア/スライドドア）平ボード＋セミファブリック
シフトポジションインジケーター（マルチインフォメーションディスプレイ表示） AT車 AT車
マルチインフォメーションディスプレイ
（時間･燃料計･ODO・トリップ・アイドリングストップ時間･アイドリングストップ積算時間・スマートアシスト故障/停止警告）

全車標準装備

●ステアリングホイール ウレタン（メッキオーナメント付） ●セミファブリック シート表皮
●ビニールフロアマット（フロント/リヤ） ●ルームセパレーターバー（脱着式）
●乗降グリップ（運転席/助手席） ●アシストグリップ（助手席）
●センターコンソールトレイ ●グローブボックス
●カップホルダー（運転席/助手席/コンソール） ●助手席トレイ ●引き出し式小物入れ
●アクセサリーソケット（12V） ●サンバイザー運転席/助手席（運転席チケットホルダー付） 
●インナーミラー ●バックドアストラップバンド＆バックドアロアハンドル

安
全
装
備

衝突回避支援システム“スマートアシスト”
〈衝突回避支援ブレーキ機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、衝突警報機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、
車線逸脱警報機能、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方･後方）（AT車のみ）、
先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
コーナーセンサー（リヤ2個）
ドライブスタートコントロール AT車 AT車

全車標準装備

●ABS（EBD機能付） ●VSC＆TRC ●デュアル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フロント3点式ELRシートベルト 
●リヤ左右ELR3点式・中央2点式シートベルト
●シートベルト締め忘れ警告灯（運転席/助手席） ●燃料残量警告灯
●キー抜き忘れウォーニングブザー ●リヤウインドゥデフォッガー
●リバース連動リヤワイパー ●車速感応式フロント間欠ワイパー ●ヒルホールドシステム（AT車）

快
適
装
備

リヤヒーター ※1
両側スライドドア昇降式ウインドゥ（手動）
パワードアロック〈全ドア（フロントドア/スライドドア/バックドア）連動〉
パワーウインドゥ フロントドア（運転席ワンタッチ式･挟み込み防止機構付）

全車標準装備
●マニュアルエアコン ●電動式パワーステアリング
●キーレスエントリー（イモビライザー機能付）
●ヘッドランプ自動消灯システム

オ
ー

デ
ィ
オ
オーディオレス（16cmフロントスピーカー付）

足
回
り

14インチ スチールホイール
スペアタイヤ

地域
仕様 寒冷地仕様 ※2

グレード
トラック GL
2WD 4WD

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

電動鏡面可動式ドアミラー
マッドフラップ（フロント+リヤ）
LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランス・オートライト機能付）
リヤコンビネーションランプ（LEDテール&ストップランプ）
リヤフォグランプ
格納式テールゲートチェーン
ロープフック（20ヵ所）

全車標準装備
●カラードバンパー ●サイドアンダーミラー
●グリーンガラス（フロント/フロントドアウインドゥ/リヤウインドゥ）
●ガードフレーム ●サイドゲート ●テールゲート

イ
ン
テ
リ
ア

フロントヘッドレスト（一体）
運転席シートスライド（182mm）＆リクライニングなし
助手席シートスライド（140mm）＆リクライニングなし
ドアトリム（フロントドア）平ボード＋セミファブリック
シフトポジションインジケーター（マルチインフォメーションディスプレイ表示） AT車 AT車
マルチインフォメーションディスプレイ
（時間･燃料計･ODO・トリップ・アイドリングストップ時間･アイドリングストップ積算時間・スマートアシスト故障/停止警告）

全車標準装備

●ステアリングホイール ウレタン（メッキオーナメント付） ●セミファブリック シート表皮
●ビニールフロアマット ●乗降グリップ（運転席/助手席） ●アシストグリップ（助手席）
●センターコンソールトレイ ●グローブボックス
●カップホルダー（運転席/助手席/コンソール） ●助手席トレイ ●引き出し式小物入れ
●アクセサリーソケット（12V） ●サンバイザー運転席/助手席（運転席チケットホルダー付）
●インナーミラー

安
全
装
備

衝突回避支援システム“スマートアシスト”
〈衝突回避支援ブレーキ機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、衝突警報機能（対車両･対歩行者［昼夜］）、
車線逸脱警報機能、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）（AT車のみ）、
先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
VSC＆TRC
ドライブスタートコントロール AT車 AT車
ヒルホールドシステム AT車 AT車

全車標準装備

●ABS（EBD機能付） ●デュアル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フロント3点式ELRシートベルト
●シートベルト締め忘れ警告灯（運転席/助手席） ●燃料残量警告灯
●キー抜き忘れウォーニングブザー
●車速感応式フロント間欠ワイパー

快
適
装
備

フロントヒーター 標準
ヘビータイプ

パワードアロック
パワーウインドゥ（運転席のみワンタッチ式･挟み込み防止機構付）

全車標準装備
●マニュアルエアコン ●電動式パワーステアリング
●キーレスエントリー（イモビライザー機能付）
●ヘッドランプ自動消灯システム

オ
ー

デ
ィ
オ
オーディオレス（16cmフロントスピーカー付）

足
回
り

14インチ スチールホイール
スペアタイヤ
リヤ5枚リーフスプリング

地域
仕様 寒冷地仕様 ※2

※1：リヤヒーターのサイズは、長 920mm/幅 180mm/高 570mmとなります。リヤヒーター装着車は、荷室内側の寸法が小さくなります。
※2：寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております（エンジンクーラント濃度50%、寒冷地用ワイパーモーターなど）。 ※2：寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております（エンジンクーラント濃度50%、寒冷地用ワイパーモーターなど）。

グランマックス カーゴ主要諸元表 グランマックス トラック主要諸元表
駆動方式 ２ＷＤ ４ＷＤ
グレード カーゴ GL
車名･型式 ダイハツ5BF-S403V ダイハツ5BF-S413V
車種記号 5速マニュアル ＃ZMDFJD ー ＃ZMDFJD ー

4速オートマチック ー ＃ZQDFJD ー ＃ZQDFJD

寸
法･

重
量

全長 mm 4,065
全幅 mm 1,665
全高 mm 1,930
荷室 長 mm 2,045〈1,255〉

幅 mm 1,495〈1,495〉
高 mm 1,305〈1,300〉

ホイールベース mm 2,650
トレッド 前 mm 1,460

後 mm 1,440
最低地上高 mm 190
最大積載量 kg 750〈500〉 700〈500〉
車両重量 kg 1,270 1,280 1,340 1,350
乗車定員 名 2〈5〉

性
能

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 15.5 15.0 14.5 14.1

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 12.6 12.0 12.2 11.4
市街地モード（WLTC-L） km/L 10.4 9.9 10.1 9.3
郊外モード（WLTC-M） km/L 13.2 12.2 12.7 11.6
高速道路モード（WLTC-H） km/L 13.4 13.1 13.0 12.5

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、
アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御

最小回転半径 m 4.9 5.3

エ
ン
ジ
ン

型式 2NR-VE
種類 水冷直列4気筒
総排気量 cc 1,496
内径×行程 mm 72.5×90.6
圧縮比 11.5
最高出力（ネット）  　   kW［PS］/rpm 71［97］ / 6,000
最大トルク（ネット）    N･m［kg･m］/rpm 134［13.7］ / 4,400
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
使用燃料およびタンク容量 L 無鉛レギュラーガソリン・43

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

駆動方式 2WD（後2輪駆動） 4WD（4輪駆動）

クラッチ形式
乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

変速比 前進 1速 4.059 2.730 4.059 2.730
2速 2.045 1.526 2.045 1.526
3速 1.376 1.000 1.376 1.000
4速 1.000 0.696 1.000 0.696
5速 0.742 ー 0.742 ー

後退 4.128 2.290 4.128 2.290
最終減速比 5.125 

ステアリング形式 ラック&ピニオン
ブレーキ形式 前 ベンチレーテッドディスク

後 リーディングトレーリング
駐車ブレーキ 機械式後2輪制動
サスペンション形式 前 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

後 トレーリング式コイルスプリング
タイヤ 前後 165/80R14 97/95N LT

駆動方式 ２ＷＤ ４ＷＤ
グレード トラック GL
車名･型式 ダイハツ5BF-S403P ダイハツ5BF-S413P
車種記号 5速マニュアル ＃TMDFJD ー ＃TMDFJD ー

4速オートマチック ー ＃TQDFJD ー ＃TQDFJD

寸
法･

重
量

全長 mm 4,295
全幅 mm 1,675
全高 mm 1,920
荷台 長 mm 2,430

幅 mm 1,585
高 mm 360

ホイールベース mm 2,650
トレッド 前 mm 1,460

後 mm 1,440
最低地上高 mm 190
最大積載量 kg 800 750
車両重量 kg 1,160 1,170 1,220 1,230
乗車定員 名 2

性
能

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 15.6 15.1 14.8 14.0

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 12.9 11.9 12.4 11.3
市街地モード（WLTC-L） km/L 10.9 10.2 10.6 9.6
郊外モード（WLTC-M） km/L 13.6 12.0 13.0 11.6
高速道路モード（WLTC-H） km/L 13.5 12.7 13.0 12.1

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、
アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御

最小回転半径 m 4.9 5.3

エ
ン
ジ
ン

型式 2NR-VE
種類 水冷直列4気筒
総排気量 cc 1,496
内径×行程 mm 72.5×90.6
圧縮比 11.5
最高出力（ネット）  　   kW［PS］/rpm 71［97］ / 6,000
最大トルク（ネット）    N･m［kg･m］/rpm 134［13.7］ / 4,400
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
使用燃料およびタンク容量 L 無鉛レギュラーガソリン・43

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

駆動方式 2WD（後2輪駆動） 4WD（4輪駆動）

クラッチ形式
乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

乾式単板
ダイヤ
フラム

3要素
1段2相形・
ロックアップ
機構付

変速比 前進 1速 4.059 2.730 4.059 2.730
2速 2.045 1.526 2.045 1.526
3速 1.376 1.000 1.376 1.000
4速 1.000 0.696 1.000 0.696
5速 0.742 ー 0.742 ー

後退 4.128 2.290 4.128 2.290
最終減速比 5.125 

ステアリング形式 ラック&ピニオン
ブレーキ形式 前 ベンチレーテッドディスク

後 リーディングトレーリング
駐車ブレーキ 機械式後2輪制動
サスペンション形式 前 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

後 リジット式リーフスプリング
タイヤ 前後 175/80R14 99/98N LT

＃「グリーン購入法※ 3特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。
詳しくは販売会社におたずねください。 ※3：「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
■〈　〉内は5名乗車時。 ■［　］内は従来の表示で参考値です。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。
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。
■WLTCモードは、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です。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり
受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■“スマートアシスト”、“スマアシ”、
“DVVT”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■“EFI”、“VSC”、“TRC”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■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：ダイハツ工業株式会社

＃「グリーン購入法※ 3特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。
詳しくは販売会社におたずねください。 ※3：「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
■［　］内は従来の表示で参考値です。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。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。 ■WLTCモードは、
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です。市街地モードは、
信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない
走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■“スマートアシスト”、“スマアシ”、
“DVVT”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■“EFI”、“VSC”、“TRC”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■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：ダイハツ工業株式会社

エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車 エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車

エコカー減税（環境対応車  普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます（2023年4月30日まで）。詳しくは販売会社におたずねください。 エコカー減税（環境対応車  普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます（2023年4月30日まで）。詳しくは販売会社におたずねください。


