
トヨタのサポカーS〈ワイド〉特別仕様車 

Progress “Metal and Leather Package · Style Blueish”
Progress “Style Blueish”

Turbo /Hybrid /Gasoline



強く、蒼く。
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Photo（表紙）：特別仕様車 PROGRESS“Style BLUEISH”（ターボ2WD車）［ベース車両は PROGRESS（ターボ2WD車）］。ボディカラーのブラックマイカ〈209〉は特別設定色。
Photo（P2-3）：特別仕様車 PROGRESS“Style BLUEISH”（ガソリン2WD車）［ベース車両は PROGRESS（ガソリン2WD車）］。ボディカラーのブラックマイカ〈209〉は特別設定色。内装色のブラック×ブルーは特別設定色。

■写真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。  ■画面はハメ込み合成です。
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1：専用シート表皮（ブラック×ブルー）

プレミアムナッパ本革 ＊1

シート表皮 ドアトリム コンソール［ニーパッド］
本革巻き+ブルーステッチ×
ディンプル加工（ターボ車）

本革巻き+ブルーステッチ
（ハイブリッド車/ガソリン車）

インストルメントパネル コンソール［アームレスト］

ウルトラスエード®

＋合成皮革 ＊2
ファブリック

＋合成皮革 ＊3

4：ステッチカラー（ブルーステッチ）

2：ドアスイッチベース（ブルー木目） 3：シフトパネル（ブルー木目） ＊4

5：本革巻き3本スポークステアリングホイール

＊1.特別仕様車PROGRESS“Metal and Leather Package·Style BLUEISH”（ターボ車/ハイブリッド車/ガソリン車） ＊2.特別仕様車PROGRESS“Style BLUEISH”（ターボ車） ＊3.特別仕様車PROGRESS“Style BLUEISH”（ハイブリッド車/ガソリン車） 
＊4.特別仕様車 PROGRESS“Metal and Leather Package·Style BLUEISH”はアルミヘアライン加飾となります。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 

■写真は特別仕様車PROGRESS“Style BLUEISH”（ターボ車）。
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フロントグリルガーニッシュ（漆黒メッキ）

※「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。

トヨタ純正用品（販売店装着オプション）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

■写真は運転席。 ロゴアップ

詳しくはこちらをご覧ください。
https://toyota.jp/sapotoyo/

技術と人で、安全安心をサポート

■トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をク
リアしています。 ■他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。 

■トヨタ純正用品について保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認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。 ■モデリスタパーツについて保証を受けられる期間はパーツを車両に装着された日から
1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。

■ベース車のフロントグリルの両端を外しての装着となります。 ■特別
装備のフードモール（漆黒メッキ）と色味が異なって見える場合がござ
います。 ■ 0.0H は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が
別途必要となります。 

インテリアカラー（ブラック×ブルー）に合わせ、ブルーの
オーバーロック、メタルネームをあしらった消臭・防汚機能
付フロアマット。

ブラックパネルに漆黒メッキのフィンをあしらい、シャープさ
と高級感を感じさせるデザイン。

専用フロアマット（エクセレントタイプ）
1台分 42,120円（消費税抜き39,000円）〈A0GD〉
色：ブラック（ハリアーエンブレム付）　材質：ナイロン

46,440円（消費税抜き43,000円）  　　　  〈WB37〉
材質：樹脂（ABS）+漆黒メッキ

■安全運転を支援する装置は、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。

 ハリアー特別仕様車＊5は
「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」です。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）は、政府が交通事故
防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動（被害軽減）ブレーキ

（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸
脱警報、先進ライトなどの安全運転を支援する装置を搭載
し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

ハリアー特別仕様車＊5の先進安全機能
インテリジェントクリアランスソナー
 ［パーキングサポートブレーキ（静止物）］【標準装備】
Toyota Safety Sense【標準装備】
 ［プリクラッシュセーフティ／レーンディパーチャーアラート／アダプティブハイビームシステム／
レーダークルーズコントロール］

Photo：特別仕様車 PROGRESS“Style BLUEISH”（ターボ2WD車）［ベース車両は PROGRESS（ターボ2WD車）］。
内装色のブラック×ブルーは特別設定色。

■写真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。  ■画面はハメ込み合成です。

＊5.特別仕様車PROGRESS“Metal and Leather Package·Style BLUEISH”/ 特別仕様車PROGRESS“Style BLUEISH”

モデリスタパーツ（販売店装着オプション）

（株）トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。

0.9H

■写真はターボ車。
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6：専用18インチアルミホイール（切削光輝＋ブラック塗装）

8：フードモール（漆黒メッキ）

7：ヘッドランプエクステンション

9：サイドプロテクションモール（漆黒メッキ）

忘れかけていた感覚がある。

時を重ね、大人を演じるたびに。

それはふとした遊び心、柔軟で大胆な発想。

確かな強さの中に、

純粋な蒼さをいつまでも持ち続けていたい。

スモーク調メッキ加飾（ハイブリッド車/ガソリン車）ブラック加飾（ターボ車）

■写真はガソリン車。
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Photo：特別仕様車 PROGRESS“Style BLUEISH”（ターボ2WD車）［ベース車両は PROGRESS（ターボ2WD車）］。
ボディカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉＜32,400円＞はメーカーオプション。
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特別設定色

ブラックマイカ〈209〉

 メーカーオプション

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン〈220〉

特別仕様車 PROGRESS“Metal and 
Leather Package · Style BLUEISH”

特別仕様車
PROGRESS“Style BLUEISH”

ターボ車 ハイブリッド車 ガソリン車 ターボ車 ハイブリッド車 ガソリン車

シート表皮 プレミアムナッパ本革  ウルトラスエード®

+合成皮革 ファブリック+合成皮革

シートカラー ブラック×ブルー
インテリアカラー ブラック×ブルー
インテリア
加飾

シフトパネル アルミヘアライン ブルー木目
ドアスイッチベース ブルー木目

ボディカラー
〈カラーコード〉

ブラックマイカ〈209〉
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉32,400円（消費税抜き30,000円）

内外配色一覧表
■特別設定　■標準設定　■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

＊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。 ■「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9月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費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。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、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、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■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。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標
です。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（12,840円＜’18年9月時点の金額＞）が別途必要となります。詳しくは販売店におたずねください。

メーカー希望小売価格 ＊1 北海道地区メーカー希望小売価格 ＊2
消費税抜き 消費税抜き

特別仕様車 PROGRESS
“Metal and Leather 
Package·
Style BLUEISH”

2WD 4,410,720円 4,084,000円 4,435,560円 4,107,000円

4WD 4,605,120円 4,264,000円 4,629,960円 4,287,000円

特別仕様車
PROGRESS
“Style BLUEISH”

2WD 4,080,240円 3,778,000円 4,105,080円 3,801,000円

4WD 4,274,640円 3,958,000円 4,299,480円 3,981,000円

特別仕様車 PROGRESS
“Metal and Leather 
Package·
Style BLUEISH”

E-Four 4,984,200円 4,615,000円 5,001,480円 4,631,000円

特別仕様車
PROGRESS
“Style BLUEISH”

E-Four 4,634,280円 4,291,000円 4,651,560円 4,307,000円

特別仕様車 PROGRESS
“Metal and Leather 
Package·
Style BLUEISH”

2WD 4,160,160円 3,852,000円 4,188,240円 3,878,000円

4WD 4,354,560円 4,032,000円 4,382,640円 4,058,000円

特別仕様車
PROGRESS
“Style BLUEISH”

2WD 3,810,240円 3,528,000円 3,838,320円 3,554,000円

4WD 4,004,640円 3,708,000円 4,032,720円 3,734,000円

タ
ー
ボ
車

ガ
ソ
リ
ン
車

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
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ターボ車 2WD/4WD ハイブリッド車 E-Four ガソリン車 2WD/4WD
特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両 特別仕様車 ベース車両

PROGRESS
“Style BLUEISH”/

PROGRESS
“Metal and 

Leather Package·
Style BLUEISH”

PROGRESS/
PROGRESS
“Metal and 

Leather Package”

PROGRESS
“Style BLUEISH”/

PROGRESS
“Metal and 

Leather Package·
Style BLUEISH”

PROGRESS/
PROGRESS
“Metal and 

Leather Package”

PROGRESS
“Style BLUEISH”/

PROGRESS
“Metal and 

Leather Package·
Style BLUEISH”

PROGRESS/
PROGRESS
“Metal and 

Leather Package”

外
装

235/55R18タイヤ×7½Jアルミホイール（センターオーナメント付） 切削光輝
＋ブラック塗装

切削光輝＋ダーク
グレーメタリック塗装

切削光輝
＋ブラック塗装

スーパークロム
メタリック塗装

切削光輝
＋ブラック塗装

スーパークロム
メタリック塗装

スペアタイヤ（応急用タイヤT165/80D17ST） ＊1 10,800円（消費税抜き10,000円）
アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）
ECB（電子制御ブレーキシステム）
ダイナミックトルクコントロール4WD 4WD 4WD
ばね上制振制御
パフォーマンスダンパー（フロント・リヤ）
マフラーカッター
マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付） 108,000円（消費税抜き100,000円）

フロントグリル（アッパー・ロア） 専用
リヤコンビネーションランプ（LEDテールランプ＆ストップランプ） カーボン調エアロスタビライジングフィン レッドエアロスタビライジングフィン レッドエアロスタビライジングフィン
フードモール 漆黒メッキ ダークメッキ 漆黒メッキ メッキ 漆黒メッキ メッキ
サイドプロテクションモール 漆黒メッキ メッキ 漆黒メッキ メッキ 漆黒メッキ メッキ
ハイブリッドシンボルマーク（サイド・リヤ）

安
全
装
備

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（ステアリング制御付）
アダプティブハイビームシステム（AHS）
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

インテリジェントクリアランスソナー〔パーキングサポートブレーキ（静止物）〕 ＊2
車両接近通報装置
ヘッドランプ（LEDハイビーム・LEDロービーム・オートレベリング機能付＆LED
クリアランスランプ）＋LEDシーケンシャルターンランプ＋LEDコーナリングランプ ブラック加飾 スモーク調

メッキ加飾
スモーク調
メッキ加飾 メッキ加飾 スモーク調

メッキ加飾 メッキ加飾

LEDフロントフォグランプ
LEDデイライト
LEDリヤフォグランプ ＊3

操
作
性

本革巻き3本スポークステアリングホイール ブルーステッチ×
ディンプル加工

レッドステッチ×
ディンプル加工 ブルーステッチ ブラックステッチ×

黒木目×幾何学柄 ブルーステッチ ブラックステッチ×
黒木目×幾何学柄

ステアリングスイッチ ＊4

走行制御
モードスイッチ

スポーツモード
パワーモード
エコドライブモード・ノーマルモード

EVドライブモード
ハイブリッドシステムインジケーター
エコドライブインジケーター（ランプ・ゾーン表示機能付）
左右独立温度コントロールフルオートエアコン（湿度センサー付） 前席集中モード付

シ
ー
ト

シート表皮 

プレミアムナッパ本革 ＊5  ブラック×ブルー◎  ブラック×レッド◎  ブラック×ブルー◎  ブラック◎  ブラック×ブルー◎    ブラック◎
  ダークサドルタン◎   ダークサドルタン◎

ウルトラスエード®＋合成皮革　  ブラック×ブルー♦  ブラック×レッド♦

ファブリック＋合成皮革  ブラック×ブルー♦   ブラック♦  ブラック×ブルー♦   ブラック♦
  ダークサドルタン♦   ダークサドルタン♦

快適温熱シート＋シートベンチレーション（運転席・助手席） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

フロントシート 運転席8ウェイパワー＆助手席4ウェイパワー ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
運転席8ウェイパワー＆助手席4ウェイマニュアル ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

電動ランバー
サポート（運転席）

4ウェイ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2ウェイ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

マイコンプリセットドライビングポジションシステム（ステアリング・シート） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
運転席オートスライドアウェイ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

内
装

ドアスイッチベース　 ブルー木目   ピアノブラック加飾◎ ブルー木目   ピアノブラック加飾◎ ブルー木目   ピアノブラック加飾◎
 メタルカーボン♦   黒木目×幾何学柄♦   黒木目×幾何学柄♦

ステッチカラー（シート表皮・インストルメントパネル・ドアトリム・
コンソール［アームレスト/ニーパッド］） ブルー レッド ブルー ホワイト ブルー ホワイト

シフトパネル  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎
  ブルー木目♦  メタルカーボン♦   ブルー木目♦   黒木目×幾何学柄♦   ブルー木目♦   黒木目×幾何学柄♦

フロントコンソール（カップホルダー・小物入れ付）  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎  アルミヘアライン加飾◎
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

アクセサリーコンセント［ラゲージ内］ AC100V・100W 8,640円
（消費税抜き8,000円）＊6

AC100V・1500W 64,800円
（消費税抜き60,000円）＊7

AC100V・100W 8,640円
（消費税抜き8,000円）＊6

専用フロアマット（エクセレントタイプ）

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

T-Connect SDナビゲーションシステム
&JBLプレミアムサウンドシステム ＊8
【ナビ】高精細9.2型TFTワイドタッチディスプレイ、T-Connect
【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、SD（音楽・動画）、AM/FM
（ワイドFM対応）、地上デジタルTV、USB/AUX（音声・映像）入力端
子、サウンドライブラリー ＊9、8chオーディオアンプ、11スピーカー
【その他】パノラミックビューモニター（左右確認サポート+シースルー
ビュー機能付） ＊2、Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、
Wi-Fi接続対応、音声認識、FM多重VICS

そ
の
他

寒冷地仕様 ＊10 ウインドシールドデアイサーなど 24,840円
（消費税抜き23,000円）＊3

17,280円（消費税抜き16,000円）＊3 28,080円
（消費税抜き26,000円）＊3補助ヒーター（PTCヒーター ＊11）

ベース車両 トヨタ ハリアー 主要諸元表トヨタ ハリアー 特別仕様車 PROGRESS“Metal and Leather Package·Style BLUEISH”/ PROGRESS“Style BLUEISH”主要装備一覧表

 ◎印の装備は特別仕様車ではPROGRESS“Metal and Leather Package・Style BLUEISH”、ベース車ではPROGRESS“Metal and Leather Package”に装備・設定されます。（特別仕様車のPROGRESS“Style BLUEISH”、ベース車のPROGRESSには
装備・設定されません） ♦印の装備は特別仕様車ではPROGRESS“Style BLUEISH”、ベース車ではPROGRESSに装備・設定されます。（特別仕様車のPROGRESS“Metal and Leather Package・Style BLUEISH”、ベース車のPROGRESS“Metal and Leather 
Package”には装備・設定されません） ＊1.スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキボード下収納はタイヤ上に薄型ボックスが設定されます。 ＊2.字光式ナンバープレートは同時装着できません。 ＊3.寒冷地仕様選択時にはLEDリヤフォグ
ランプが同時装着されます。 ＊4.ステアリングスイッチには、レーダークルーズコントロールの車間距離切替スイッチとレーンディパーチャーアラートの操作スイッチ、オーディオ・4方向スイッチ・TRIPの各操作スイッチ、音声認識・ハンズフリー通話スイッチが装着されます。 ＊5.本革
シートの一部に人工皮革を使用しています。 ＊6.100W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。 ＊7.1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W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。 ＊8.ディスクによっては再生できない場合があります。またB-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。なお、T-Connectについて詳しくは、T-Connect専用リーフレット、T-Connect
サイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。 ＊9.SDカードが別途必要となります。 ＊10.寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。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。 ＊11.PTC［自己温度制御システム］：Positive Temperature Coefficient ■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。　■「メーカーオプション」「設定あり」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。 ■“Metal and Leather Package”、“Metal and Leather Package・Style BLUEISH”、“Style BLUEISH”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’18年9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。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■“Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）”はブ
ルーレイディスクアソシエーションの商標です。 ■Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

■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）
■販売店装着オプション　
■設定あり（ご注文時にご指定ください）
 ◎♦印は下記注記をご確認ください

ターボ車 ハイブリッド車 ガソリン車
2WD 4WD 4WD（E-Four） 2WD 4WD

PROGRESS PROGRESS PROGRESS
車両型式・重量・性能

車両型式 DBA-ASU60W-
ANTST ※1

DBA-ASU65W-
ANTST ※1

DAA-AVU65W-
ANXSB★ ※1

DBA-ZSU60W-
ANXSP ※1 

DBA-ZSU65W-
ANXSP ※1 

車両重量 ※2 kg 1,690 ※3 1,730 ※3 1,800 ※3 1,610 ※3 1,660 ※3
車両総重量 ※2 kg 1,965 ※3 2,005 ※3 2,075 ※3 1,885 ※3 1,935 ※3 
最小回転半径 m 5.6 5.7 5.6
燃料消費率（国土交通省審査値）

 km/L 13.0 12.8 ※4　 21.4 16.0 14.8

主要燃費改善対策
直噴エンジン、可変バルブタイミング、

アイドリングストップ装置、
電動パワーステアリング、充電制御

可変バルブタイミング、
アイドリングストップ装置、
電動パワーステアリング、
ハイブリッドシステム、

電気式無段変速機

可変バルブタイミング、
アイドリングストップ装置、
電動パワーステアリング、
充電制御、自動無段変速機

エンジン
型式 8AR-FTS 2AR-FXE 3ZR-FAE
総排気量 L 1.998 2.493 1.986
種類 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ 直列4気筒DOHC
使用燃料 ガソリン（プレミアム） ガソリン（レギュラー）
最高出力〈ネット〉
 kW（PS）/r.p.m. 170（231）/5,200〜5,600 112（152）/5,700 111（151）/6,100

最大トルク〈ネット〉
 N・m（kgf・m）/r.p.m. 350（35.7）/1,650〜4,000 206（21.0）/

4,400〜4,800 193（19.7）/3,800

燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L 60 56 60
寸法・定員
全長×全幅×全高 mm 4,725×1,835×1,690
ホイールベース mm 2,660
トレッド  フロント/リヤ mm 1,560/1,560
最低地上高 ※5 mm 160 175 190
室内長×室内幅×室内高 ※5 mm 1,965×1,480×1,220 ※6
乗車定員 名 5
走行装置・駆動方式・トランスミッション
サスペンション フロント/リヤ ストラット式コイルスプリング/ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ブレーキ  フロント/リヤ ベンチレーテッドディスク/ディスク
作動方式 油圧式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式

駆動方式 前輪駆動方式 4輪駆動方式 E-Four
（電気式4輪駆動方式） 前輪駆動方式 4輪駆動方式

トランスミッション スーパーインテリジェント6速オートマチック
〈6 Super ECT〉 電気式無段変速機 Super CVT-i（自動無段変速機）

フロントモーター
型式

ー

2JM

ー種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 105（143）
最大トルク N･m（kgf･m） 270（27.5）
リヤモーター
型式

ー

2FM

ー種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 50（68）
最大トルク N･m（kgf･m） 139（14.2）
動力用主電池
種類 ー ニッケル水素電池 ー容量 Ah 6.5

※1.車両型式の末尾にPROGRESS“Metal and Leather Package”は（S）、特別仕様車PROGRESS“Metal and Leather 
Package·Style BLUEISH”は（G）、特別仕様車PROGRESS“Style BLUEISH”は（F）がそれぞれ付きます。 ※2.マイコン制御チルト
＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、30kg増加します。 ※3.特別仕様車PROGRESS“Metal and Leather Package·Style 
BLUEISH”、PROGRESS“Metal and Leather Package”は、10kg増加します。 ※4.特別仕様車PROGRESS“Metal and 
Leather Package・Style BLUEISH”、PROGRESS“Metal and Leather Package”は、メーカーオプション装着により車両重量が
1,770kg以上になった場合は、12.4km/Lとなります。　※5.社内測定値。 ※6.マイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフを装着した場合、
室内高は1,180mmとなります。 ■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。 ■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
ン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

■“HARRIER”“PROGRESS”“ECB”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”“サウンドライブラリー”“EFI”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

 ★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）。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について
軽減措置が受けられます（2021年3月31日までの新車登録車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。

PA011502-1904

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハリアー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　　0800-700-7700　  オープン時間 365日 9：00～18：00　  所在地 〒450 - 8711 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 ’ 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。
後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

https://toyota.jp


