
ハイゼット トラック主要装備一覧表  標準装備　  メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）　  ディーラーオプション

グレード

ジャンボ
エクストラ

ハイルーフ スタンダード

エクストラ スタンダード （スマートアシスト
非装着車） “農用スペシャル” “農用スペシャル”

（スマートアシスト非装着車）
（スマートアシスト

非装着車）
2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD 4WD 4WD 2WD/4WD 2WD/4WD

CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT

器
火
灯
・
ア
リ
テ
ス
ク
エ

メッキフロントグリル 専用意匠
カラードバンパー ※1
ドアアウターハンドル カラード（ボディ同色） ☆１ ☆１ ☆１
※2 カラード（ホワイト/シルバー）

材着
ドアミラー カラード（ブラック） ☆１，２ ☆１，２ ☆１，２ ☆１，２

材着
電動格納式ドアミラー ☆２ ☆２ ☆２ ☆２
サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席側）
フロントウインドゥ トップシェイドガラス ☆１ ☆１ ☆１

IRカットガラス ☆１ ☆１ ☆１
スーパーUV&IRカットガラス（フロントドア）
スモークドガラス リヤウインドゥ ☆１ ☆１ ☆１ ☆１

クォーターウインドゥ
ガードフレーム（T字フック付）
格納式テールゲートチェーン
荷台ステップ
※３ 平シートフック付
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能・オートライト付）

LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・
LEDクリアランスランプ・オートライト付） 専用意匠 ☆３ 44,000円（消費税

抜き40,000円）※4 ☆３ ☆３ ☆３

LEDフォグランプ（メッキベゼル付） ☆３ ☆３ ☆３ ☆３
リヤコンビネーションランプ（LEDテール＆ストップランプ） クリア
LED大型荷台作業灯（首振り機構付） ☆３ ☆３ ☆３

全車標準装備
●マッドフラップ（フロント/リヤ） ●スーパーUVカットガラス（フロントウインドゥ） ●グリーンガラス（フロントウインドゥ/フロントドア）
●エンジンルームサイドカバー（ＭＴ車） ●バッテリーカバー ●あゆみ板掛けテールゲート ●ヘッドランプ自動消灯システム

ア
リ
テ
ン
イ

シート表皮 フルファブリック（撥水加工）
プリントレザー

リヤフロアカーペットマット
運転席シート 140mmスライド

リクライニング
助手席シート 100mmスライド

リクライニング
ステアリングホイール ウレタン（メッキオーナメント・シルバー加飾付） ☆5,6 ☆5,6 ☆5,6

ウレタン（メッキオーナメント付）
ウレタン

マルチインフォメーションディスプレイ
（アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・
コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止/警告） ※5
成形天井
乗降グリップ 大型タイプ
（運転席 / 助手席）

ルームランプ フロント
リヤ

ドアポケット（運転席 / 助手席）
コンソールポケット
アッパートレイ ※6
センターエアコンレジスター（シルバー加飾） ☆１ ☆１ ☆１
メッキエアコンレジスターノブ（センター） ☆１ ☆１ ☆１
ショッピングフック インパネ

バックパネル
オーバーヘッドシェルフ
ユースフルナット（左右各１箇所）
バニティミラー（運転席）

全車標準装備
●ビニールフロアマット ●４WDインジケーター ●アシストグリップ（助手席） ●グローブボックス ●カップホルダー（運転席） ●コンソールコイントレイ ●助手席シートバックポケット
●助手席トレイ ●センタートレイ ●大型インパネロアポケット（カード・ペンホルダー＆パーティション付） ●チケットホルダー（運転席） ●サンバイザー（運転席/助手席）
●成形ドアトリム ●アクセサリーソケット（１２Ｖ）

備
装
全
安

衝突回避支援

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］）
ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）
車線逸脱抑制制御機能
車線逸脱警報機能
路側逸脱警報機能
ふらつき警報

認識支援

先行車発進お知らせ機能
標識認識機能（進入禁止/最高速度 ※7/一時停止） ※8
AHB（オートハイビーム）
ADB（アダプティブドライビングビーム） ☆３ ※4 ☆３ ☆３ ☆３
サイドビューランプ ☆３ ※4 ☆３ ☆３ ☆３

駐車支援 コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）
バックソナー（リヤ2個）
スマートインナーミラー ※9 ※10 ☆4 ☆4
VSC&TRC
ヒルホールドシステム

全車標準装備
●サイドデフロスター ●クラッチスタートシステム（ＭＴ車） ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音（運転席） ●ライト消し忘れウォーニングブザー
●燃料残量警告灯 ●車速感応式フロント間欠ワイパー ●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（運転席/助手席）
●デュアルＳＲＳエアバッグ ●ドライブスタートコントロール（CVT車） ●ABS（EBD機能付） ●エマージェンシーストップシグナル

※1：ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード“農用スペシャル”、スタンダードでボディカラーのホワイト〈Ｗ１９〉を選択した場合は、白色材着バンパーとなります（スマートアシスト非装着車含む）。
　　但し「LEDパック」を選択した場合は、カラードバンパーとなります。
※2：ボディカラーのホワイト〈Ｗ１９〉を選択した場合はホワイト、ブライトシルバーメタリック〈Ｓ２８〉を選択した場合はシルバー、「選べるカラーパック」を選択した場合はボディ同色となります。
　　ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード“農用スペシャル”、スタンダードでボディカラーのホワイト〈W19〉、ブライトシルバーメタリック〈S28〉を選択した場合は、黒色材着ドアハンドルとなります（スマートアシスト非装着車含む）。
※3：ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダードは形状が異なり、荷台ステップは左側のみの装着となります。
※4：「LEDヘッドランプ」を選択した場合、「ADB（アダプティブドライビングビーム）」「サイドビューランプ」が装着されます。
※5：スマートアシスト故障/停止/警告・コーナーセンサーはスマートアシスト装着車に表示されます。スマートアシスト非装着車はバックソナーが表示されます。
※6：アッパートレイはジャンボ エクストラ、エクストラ、または「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「オーディオレス」を選択した場合は、形状が異なります。
※7：標識認識機能（最高速度）は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」装着時のみ機能します。
※8：標識認識機能（進入禁止/一時停止）はメーター内インジケーターに表示されます。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、ディスプレイオーディオ上にも表示されます。
※9：「視界補助パック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。
　　「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を同時選択した場合は、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。
※10：字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

※12：「省力パック」を選択した場合、助手席のキーシリンダーは取り外しとなります。
※13：オーディオスペースはワイドサイズ（200mm）対応となります。
※14：「オーディオレス」「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」は同時選択できません。
※15：「オーディオレス」を選択した場合「AM/FMラジオ」は取り外しとなり、10cmフロントスピーカーが装着されます。尚、メーカー希望オプション価格は0円となります。
※16：「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「インパネセンタークラスター」のUSBソケットをご使用ください。
※17：「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体」のUSBソケットをご使用ください。
※18：「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、ディーラーオプションの「フルセグTVフィルムアンテナ」をご購入いただくことでテレビの視聴が可能となります。
※19：寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております（エンジンクーラント濃度50％）。尚、メーカー希望オプション価格は0円となります。
※20：「キーフリーシステム」装着車は電子カードキー2個＋メタルキー2本、「キーフリーシステム」非装着車はメタルキー2本が標準装備となります。
※21：工場出荷時はOFF設定となっております。
■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。
■価格はメーカー希望オプション価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

グレード

ジャンボ
エクストラ

ハイルーフ スタンダード

エクストラ スタンダード （スマートアシスト
非装着車） “農用スペシャル” “農用スペシャル”

（スマートアシスト非装着車）
（スマートアシスト

非装着車）
2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD 2WD/4WD 4WD 4WD 2WD/4WD 2WD/4WD

CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT

備
装
適
快

マニュアルエアコン

エアコンレス ※11 ｰ82,500円
（消費税抜きｰ75,000円）

クリーンエアフィルター
スーパークリーンエアフィルター
電動式パワーステアリング
パワーウインドゥ（運転席挟み込み防止機構付） ☆２ ☆２ ☆２ ☆２
プッシュボタンスタート ☆２ ☆２ ☆２ ☆２
キーフリーシステム〈イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席）〉 ※12 ※20 ☆２ ☆２ ☆２ ☆２
ウェルカムドアロック解除 ※21 ☆２ ☆２ ☆２ ☆２
パワードアロック ☆２ ☆２ ☆２ ☆２
キーシリンダー 運転席

助手席 ※12

オーディオレス ※6 ※13 ※14 ※15 ※15
10cmフロントスピーカー ☆5,6 ※15 ☆5,6 ※15 ※15 ☆5,6 ※15 ※15 ☆5,6 ※15 ※15
USBソケット（1口） インパネセンタークラスター ※16 ☆6 ☆6 ☆6

6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体
（スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用） ※17 ☆5 ☆5 ☆5

HDMI端子 ☆6 ☆6 ☆6
ＡＭ/ＦＭラジオ ※15
6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ  ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※17 ☆5 ☆5 ☆5
9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※16 ※18 ☆6 ☆6 ☆6
バックカメラ ※9 ※10 ☆4,5,6 ☆5,6 ☆4,5,6 ☆5,6 ☆5,6
ステアリングスイッチ（オーディオ操作用） ☆5,6 ☆5,6 ☆5,6
GPSアンテナ ☆5,6 ☆5,6 ☆5,6
フルセグTVフィルムアンテナ ※18

り
回
足

リヤ４枚リーフスプリング ※11 4WD
5,500円

（消費税抜き5,000円）
5,500円

（消費税抜き5,000円）
2WD
5,500円

（消費税抜き5,000円）
Hi-Loモード切替機構 4WD 4WD
4WD 電子制御式（オート/ロック） 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

機械式 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
スーパーデフロック 4WD 4WD

全車標準装備 ●スペアタイヤ

防

性
能

サビ長期保証

※11 27,500円（消費税抜き25,000円）

地域
仕様 寒冷地仕様 ※19 4WD 4WD

☆１～☆６はパックオプションとなります。パックオプションの詳細については、P.31のパックオプション表をご覧ください。

☆1：選べるカラーパック　☆2：省力パック　☆3：LEDパック　☆4：視界補助パック　
☆5：6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ　☆6：9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
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ハイゼット トラック主要諸元表パックオプション
パック名 引当グレード 仕様

  ☆１ ： 選べるカラーパック
　　    ※2

［ジャンボ エクストラ、エクストラ］
22,000円（消費税抜き20,000円）

［ジャンボ エクストラ、エクストラ、スマートアシスト非装着車を除く全車］
38,500円（消費税抜き35,000円）

●選べるボディカラー
●ドアアウターハンドル（ボディ同色）
●トップシェイドガラス/IRカットガラス（フロントウインドゥ）
●センターエアコンレジスター（シルバー加飾）
●メッキエアコンレジスターノブ（センター）
●カラードドアミラー（ブラック）＊
●スモークドガラス（リヤウインドゥ）＊
＊ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード“農用スペシャル”、スタンダードのみ。　
　ジャンボ エクストラ、エクストラは標準装備 

  ☆2 ： 省力パック
　　    ※12

［ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、
スタンダード“農用スペシャル”、スタンダード］
66,000円（消費税抜き60,000円）

●キーフリーシステム
●ウェルカムドアロック解除
●電動格納式ドアミラー
●パワーウインドゥ
●プッシュボタンスタート
●パワードアロック
●カラードドアミラー（ブラック）

  ☆3 ： LEDパック
　　    ※1 ※4

［ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード］
60,500円（消費税抜き55,000円）

［スタンダード“農用スペシャル”］
55,000円（消費税抜き50,000円）

●LEDヘッドランプ
●LEDフォグランプ 
●LED大型荷台作業灯（首振り機構付）＊
●ADB（アダプティブドライビングビーム）
●サイドビューランプ
＊ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダードのみ。
　スタンダード“農用スペシャル”は標準装備

  ☆4 ： 視界補助パック
　　    ※9 ※10

［ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダード、ハイルーフ］
66,000円（消費税抜き60,000円）

6.8インチ/9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ同時選択時
55,000円（消費税抜き50,000円）

●スマートインナーミラー
●バックカメラ

  ☆5 ： 6.8インチスマホ連携
　　    ディスプレイオーディオ
　　    ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※17

［スマートアシスト非装着車を除く全車］
71,500円（消費税抜き65,000円）

●6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
〈オーディオ：AM/FMラジオ・AUX端子・Bluetooth®・スマホアプリ連携
（Apple CarPlay・Android AutoTM）〉
●USBソケット（6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体）
●10cmフロントスピーカー＊　●バックカメラ
●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）　●GPSアンテナ
●ウレタンステアリングホイール（メッキオーナメント・シルバー加飾付）
＊ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード“農用スペシャル”、スタンダードのみ。
　ジャンボ エクストラ、エクストラは標準装備

  ☆6 ： 9インチスマホ連携
　　    ディスプレイオーディオ
　　    ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※16 ※18

［スマートアシスト非装着車を除く全車］
93,500円（消費税抜き85,000円）

●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
〈オーディオ：AM/FMラジオ・Bluetooth®・スマホアプリ連携
（Apple CarPlay・Android AutoTM）〉
●HDMI端子/USBソケット（インパネセンタークラスター）
●10cmフロントスピーカー＊　●バックカメラ
●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）　●GPSアンテナ
●ウレタンステアリングホイール（メッキオーナメント・シルバー加飾付）
＊ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード“農用スペシャル”、スタンダードのみ。　
　ジャンボ エクストラ、エクストラは標準装備

■パックオプション表の各注釈につきましては、P.30をご覧ください。

 メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

駆動方式 ２ＷＤ ４ＷＤ

グレード ジャンボ

エクストラ

ハイルーフ スタンダード ジャンボ

エクストラ

ハイルーフ スタンダード

エクストラ スタンダード （スマートアシスト
非装着車）

（スマートアシスト
非装着車） エクストラ スタンダード （スマートアシスト

非装着車）
“農用

スペシャル”

“農用スペシャル”
（スマートアシスト

非装着車）

（スマートアシスト
非装着車）

荷台形式 3方開

車名･型式 ダイハツ3BD-S500P ダイハツ3BD-S510P

車種記号 5MTフロアシフト ZMGF ZMDF TMNF ZMRF TMRF ZMGF ZMDF TMNF ZMRF TMRF

CVTフロアシフト ZBGF ZBDF TBNF ZBRF TBRF ZBGF ZBDF TBNF ZBRF TBRF

法
寸

･

量
重

全長 mm 3,395

全幅 mm 1,475

全高 mm 1,885 1,780 1,885 1,780 1,885 1,780 1,885 1,780 

荷台 長 mm 1,650 1,940 1,650 1,940 

幅 mm 1,410 

高 mm 285 

ホイールベース mm 1,900 

トレッド 前 mm 1,305 

後 mm 1,300 

最低地上高 mm 160 

荷台床面地上高 mm 660 

車両重量 5MT  kg 830 820 790 780 770 780 770 ※ 860 850 830 820 810 830 820 820 810 ※

CVT  kg 850 840 810 800 790 800 790 ※ 890 880 860 850 840 860 850 850 840 ※

最大積載量  kg 350

車両総重量 5MT  kg 1,290 1,280 1,250 1,240 1,230 1,240 1,230 ※ 1,320 1,310 1,290 1,280 1,270 1,290 1,280 1,280 1,270 ※

CVT  kg 1,310 1,300 1,270 1,260 1,250 1,260 1,250 ※ 1,350 1,340 1,320 1,310 1,300 1,320 1,310 1,310 1,300 ※

乗車定員 名 2 

性
能

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 19.0〈21.0〉 18.2〈20.2〉 18.5
〈20.3〉 18.5〈20.2〉 18.5

〈20.3〉 18.5〈20.9〉

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 15.6〈16.5〉 15.6〈15.8〉

市街地モード（WLTC-L） km/L 13.9〈14.9〉 13.9〈14.9〉

郊外モード（WLTC-M） km/L 17.1〈18.0〉 17.1〈16.9〉

高速道路モード（WLTC-H） km/L 15.6〈16.4〉 15.6〈15.5〉

主要燃費向上対策 〈自動無段変速機：CVT〉、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング

最小回転半径 m 3.6

ン
ジ
ン
エ

型式 KF型

種類 水冷直列3気筒12バルブDOHC

総排気量 cc 658

内径×行程 mm 63.0×70.4

圧縮比 11.3

最高出力（ネット）  　   kW［PS］/rpm 34［46］/5,700

最大トルク（ネット）    N･m［kgf･m］/rpm 60［6.1］/4,000

燃料供給装置 ）置装射噴料燃式御制子電（IFE

使用燃料およびタンク容量 L 無鉛レギュラーガソリン・34

駆動方式 ＦＲ（後２輪駆動） パートタイム４ＷＤ（4輪駆動）〈電子制御式パートタイム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）〉

変速比 1速 4.059 〈4.380～0.826〉

2速 2.389 

3速 1.636 


