ビジネス送 迎 車

"

オプション装着車

2 つ の ボ ディサ イズ からお 選 び い ただけます 。

スーパーロング

ロング

Photo : スーパーロング・2WD・ハイルーフ。

Photo : ロング・2WD・ミドルルーフ。

ボディカラーはホワイト
〈058〉。
アルミホイールはメーカーオプション。

ボディカラーはホワイト
〈058〉。
アルミホイールはメーカーオプション。

Luxury for Business.
ゆとりの室内空間で定評のあるハイエースワゴンに、
リラックスキャプテンシートを特別架装。
ゆとりのスペースにラグジュアリーをプラスしました。
Max Space & Max Luxury.
10人乗りのビッグキャビンで、
ゴルフ場・ホテル・空港への送迎から
結婚式などの各種イベントまで幅広いシーンにご活用いただけます。
普通自動車免許で運転できる、特別なゲストの送迎にふさわしい
特別なビジネスサルーン ファインテックツアラー 。
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Photo : スーパーロング
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高い機能性と快適性、多彩なシートアレンジでビジネスにさらなるくつろぎを。
移 動 時 間をリラックスタイムに変える、走るビジネスクラス
架装標準装備

＜使用時＞

＜収納時＞

オットマン
（マニュアル）
両脚をやさしく受け止めるオットマン。
シートを後方へスライドすることにより、
リビングにいる感覚で、脚を伸ばしてリラックス
できます。

②前後＋
横スライド
①前後スライド
マルチ
スライドレバー
オットマンレバー

リラックスキャプテンシート
（2列目・3列目）

マルチスライドレバー

折りたたみ式サイドテーブル

快適な座り心地をお約束するリラックスキャプテンシート。

操作はシート横のマルチスライドレバーを引くだけ。

折りたたみ可能なサイドテーブルは、天板を落ち着いた

両肩口には大きなショルダーサポートを装備し、
シートを

1段階目で前後スライド

黒木目で加飾。
カップホルダー4個を装備しました。

大きくリクライニングした際にも体をしっかりとホールド

2段階目で前後スライド ＋ 横スライド操作が可能です。

します。
アームレストも両側に装備。

※ロングの横スライドは2列目のみ。

※スーパーロングは2列目、3列目。
ロングは2列目のみ。

様 々なレイアウトを可 能にするスライドシート

830mm

490mm

（スーパーロング）

2列目ロングスライド

＜サイドテーブル使用時＞

3列目ロングスライド

横スライド

スーパーロングは830mmの超ロングスライド、

490ｍｍのロングスライドを設定。
シートを前方

スーパーロングは2列目・3列目、
ロングは2列目シートに横スライド機構を設定。

ロングは490ｍｍのロングスライドを設定。

にスライドすることにより、
ラゲージスペースが

横スライドによりシート間を広げれば、ゆとりとくつろぎの空間ができます。

室内空間を有効に活用でき、より快適な移動

拡大。
大きな荷物にも対応できます。

また、折りたたみ式サイドテーブルが使用できます。

空間を創出します。

■シート比較
リラックスキャプテンシート 折りたたみ式サイドテーブル
ロング
スーパーロング

4

4脚（オットマン付）

シート前後スライド
2列目

2列目のみ

490mm

2列目・3列目

830mm

3列目
490mm

シート横スライド
2列目のみ
2列目・3列目

Photo : スーパーロング・4WD・ハイルーフ。寒冷地仕様は標準装備です。

幅 広 い 人 数にフレキシブルに対 応 する、自在なシートアレンジ

＜スーパーリラックスモード＞

フル乗車モード
（10人乗り）

＜リヤフラットモード＞

スーパーリラックスモード
（6人乗り）

リヤフラットモード

通 常 のシ ートレイアウトは 、1 0 人 が ゆとりを もって

4列目を跳ね上げ、2列目・3列目をスライド、
リビングで

2 列目・3 列目シートを倒 せば 、フラットなスペースが

くつろいでいただけるスペースを確保しています。

くつろぐようなスペースが生まれます。

できます。
※ロングでは4列目は跳ね上げた状態となります。

たくさんの 荷 物を積 み 込 める、大きなラゲージスペ ース

＜ビッグラゲージモード＞

ラゲージモード
（6人乗り）

ビッグラゲージモード
（4人乗り）

4列目シートには、左右両サイドに簡単に跳ね上げて格納

4列目シートを跳ね上げれば、3列目に人が乗っていても

4列目シートを跳ね上げ、さらに3列目シートを前方に

できるスペースアップ機能を採用。荷物の量・サイズ・形状

荷物を十分に積むことができます。

スライドさせることで、後部全てをラゲージスペースとして

にフレキシブルに対応します。

使用することが可能です。

■ラゲージ寸法
ロング
ラゲージ長

ラゲージモード
ラゲージ長 :

ビッグラゲージモード

820mm

ラゲージ長 :

940mm

ラゲージ幅 : 1,695mm

ラゲージ幅 : 1,695mm

ラゲージ高 : 1,390mm

ラゲージ高 : 1,390mm

スーパーロング

＜4列目シート使用時＞
ラゲージモード

ビッグラゲージモード

ラゲージ長 : 1,000mm

ラゲージ長 : 1,215mm

ラゲージ幅 : 1,695mm

ラゲージ幅 : 1,695mm

ラゲージ高 : 1,565mm

ラゲージ高 : 1,565mm

ラゲージ高

■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシート
状態では走行できない場合や、
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。
また、走行時には後方視界
確保・荷物の転倒防止にご留意ください。 ■シートの操作
方法については、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。

ラゲージ幅

※数値は参考値です。荷物のサイズによっては、入らない可能性があります。
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架装標準装備

標準装備

※装備写真には、装備名以外のオプションも含まれています。
装備につきましては主要装備一覧表をご覧ください。

※写真はスーパーロング
両側パワースライドドア＜ロング＞
（イージークローザー・挟み込み防止機能付）

パワースライドドア
（左側のみ）＜スーパーロング＞
（イージークローザー・挟み込み防止機能付）

※挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知
できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。

両側固定式リヤサイドガラス
（プライバシーガラス）

※挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知
できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。

※写真はスーパーロング

※写真はスーパーロング

スマートキー

エンジンスイッチ

ドアロック解除・施錠

スマートエントリー & スタートシステム
（スマートキー×2）

リヤヒーター
（ビルトインタイプ）

スマートキーを携帯していれば、
ドアハンドルのスイッチを押すだけでドアの解錠・施錠ができます。
また、始動はブレーキを踏みながらエンジンスイッチを押すだけです。
※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1列目までのシート上となります。
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。
電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。

架装オプション

販売店装着オプション
飛沫感染対策セパレーター
前席・後席どちらからも開け閉めが
可能なファスナー付き。
脱着可能です。
＜運転席＞

＜助手席＞

※完全に飛沫を遮断するものでは
ありません。換気のため、外気設
定や窓を開けるなどの対応をお
願いします。詳しくはベース車カタ
ログ別 冊 の A C C E S S O R I E S &
CUSTOMIZE CATALOGUEを
ご覧いただくか販売店におたず
ねください｡

＜中央＞

フロアマット
（フロント席用）
※トヨタ純正用品（デラックスタイプ）
と同等の商品です。

「架装オプション」はご注文時に申し受けます。
メー力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。
また、架装オプションについては、一般保証（3年
または6万kmのいずれか早い方）
が適用されます。

■ ボディカラー 〈カラーコード〉

●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。

ホワイトパールクリスタルシャイン シルバーマイカメタリック
〈070〉
〈1E7〉

ホワイト
〈058〉

メーカーオプション
33,000円（消費税抜き30,000円）

ブラックマイカ
〈209〉
※ロングのみ

ベージュメタリック
〈4R4〉
※スーパーロングのみ

ラグジュアリーパールトーニング
〈2QD〉
メーカーオプション
77,000円（消費税抜き70,000円）
※スーパーロングのみ

■ 価 格 表 （消費税率1 0 %）

2WD
4WD
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メーカー希望小売価格 ※1
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

メーカー希望小売価格

※1※3

消費税抜き

ロング

スーパーロング

4,393,800円

5,051,600円

3,994,364円

4,592,364円

4,434,500円

5,092,300円

4,031,364円

4,629,364円

4,743,300円

5,402,100円

4,312,091円

4,911,000円

※1.沖縄地区は価格が異なります。
※2. 2WDの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。）
※3. 4WDには寒冷地仕様が標準装備されます。
■＜メーカーオプション・架装オプション＞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10%込み）
'22年4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
（ロング：15,090円、
スーパーロング：14,650円〈'22年4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。

■ 架装標準装備 ■ 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 ■ 架装オプション
（ご注文時に申し受けます）

■ トヨタ ハイエース ビジネス送迎車 “ファインテックツアラー”主要装備一覧表
ロング
2WD

スーパーロング

4WD

2WD

ロング

4WD

2WD

195/80R15 107/105N LT（15×6J スチールホイール）
195/80R15 107/105N LT（15×6J アルミホイール）

4WD

インストルメントパネルアッパー部シルバーメタリック加飾
66,000円（消費税抜き60,000円）

フルホイールキャップ（スチールホイール用）

ハイグレードタイプ

センターコンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）
運転席カードホルダー

＊9

安全性

スライドドアボトルホルダー

Toyota Safety Sense＊1 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

ルームランプ

フロント

パノラミックビューモニター

マップランプ付

リヤ
ドアトリム

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
＊2＊3

37,400円（消費税抜き34,000円）

パーキングサポートブレーキ
［前後方静止物］

リヤトリムポケット

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
（運転席・助手席）

フロアカーペット材質
乗降用グリップ

大型（1個）

大型（2個）

フロントドア

成形＋表皮巻き

スライドドア

成形フルトリム

クォーター

成形フルトリム

バックドア

樹脂
ベロアニーパン

フロントピラー付

運転席・助手席：各1個

スライドドア付

外装
6,600円（消費税抜き6,000円）

右側スライド式

バックドアガラス

アクセサリーソケット
（DC12V・120W）
インストルメントパネル部1個

プライバシー

フロントグリル

メッキ

メッキバックドアガーニッシュ

植毛ピラーガーニッシュ

リヤエンブレム
〈Fine Tech Tourer〉

フロアマット
（フロント席用）

視界

空調

LEDヘッドランプ（ロービーム）
［オートレベリング機能付］

フロントエアコン

LEDフロントフォグランプ

フロントエアコンコントロールパネル
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オート
プッシュ式

リヤクーラー
（冷房・個別吹出し付）
ヒーター付

デジタル
（カメラ洗浄機能付）
インナーミラー バックモニター内蔵
（カメラ洗浄機能付）
リヤアンダーミラー

＊4

リヤヒーター
（暖房）

＊4

55,000円（消費税抜き50,000円）
81,400円
（消費税抜き74,000円）
＊3＊5

ビルトインタイプ

ナビ・オーディオ
スピーカー

4スピーカー

トヨタ純正ナビ・オーディオ

＊3

＊12

アンテナ
寒冷地仕様（スライドドア アウトサイドモール
＊13
ディングなど）＆リヤフォグランプ（右側のみ）

コンライト
（ライト自動点灯･消灯システム）
スマートエントリー＆スタートシステム（スマートキー×2）＊6

飛沫感染対策セパレーター

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）

■＜メーカーオプション・架装オプション＞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。
■ ファインテックツアラー 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10%込み）ʼ22年4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。

イージークローザー
（スライドドア・バックドア)

ステアリングスイッチ
（オーディオ）

デュアル
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バックドアインサイドハンドル
シート
シート表皮

トリコット

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
リヤシート
フルリクライニング
（2列目・3列目
ヘッドレスト
［リラックスキャプテンシート］）
アームレスト
オットマン
折りたたみ式サイドテーブル

分割式
分割式
2列目・3列目：両側
2列目・3列目：全席
2列目のみ

超ロングスライド
ロングスライド
最後列スペースアップシート
（4列目）

ガラスアンテナ

その他

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）

パワースライドドア
＊7
（イージークローザー・挟み込み防止機能付）

6スピーカー

オーディオレス
（カバーレス）

計器盤・操作性

横スライド

助手席：1個

トリム一体

アクセサリーコンセント
（AC100V・100W）
＊11
インストルメントパネル部1個

メッキアウトサイドドアハンドル（フロント・スライド）

電動格納式リモコンメッキドアミラー
＊2

前後：各1個
助手席：1個、2列目・3列目：
左右各1個

アシストグリップ（ルーフ付）
リヤホイールハウスカバー

両側固定式

両側固定式リヤクォーターガラス
（プライバシー）

フロントシート

2WD

室内装備

タイヤ&ホイール

リヤサイドガラス
（プライバシー）

スーパーロング

4WD

2列目・3列目
2列目

2列目・3列目

3列目

2列目のみ

2列目・3列目

＊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. パノラミックビューモニターを選択した場合、
カメラ付（左右）電動格納式リモコンドアミラーと
なります。
また、
パノラミックビューモニターにナビゲーションシステムは含まれません。
パノラミック
ビューモニターの映像を表示するには、
販売店装着オプションのトヨタ純正ナビの装着が必要です。
［バックモニター内蔵］
のいずれかを選択した場合、
デジタルインナーミラー
＊3. パノラミックビューモニター、
リヤアンダーミラーは非装着となります。
セットでメーカーオプションとなります。
フロント
＊4. ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、
アンダーミラーにはヒーターは装着されません。
＊5. パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
＊6. 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。
＊7. 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。
＊8. 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、操作可能となります。
＊9. 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。
＊10. 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｡
＊11. 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｡
詳しくはベース車カタログ別冊の
＊12. 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。
AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE をご覧いただくか販売店におたずねください。
また、
リヤフォグランプは
＊13. 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。
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。なお、北海道地区および
4WD は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

＜全車標準装備＞ ●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） ●ステッキ式パーキングブレーキ ●チャイルドプロテクター（スライドドア）
●フロントELR付3点式シートベルト ●リヤELR付3点式シートベルト
（全席） ●LED式ハイマウントストップランプ ●カラードバンパー（フロント･リヤ） ●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 ●リヤウインドウデフォッガー（タイマー付） ●ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー（時間調整式） ●間欠式リヤワイパー ●防眩式インナーミラー ●メーター照度コン
トロール ●トリップメーター ●エコドライブインジケーターランプ ●クロック
（メーター内蔵） ●運転席・助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダー ●キー抜き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 ●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］ ●スライドドア全開ストッパー ●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 ●4本スポークステアリングホイール（ベゼル付） ●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 ●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 ●フロント
ピラーガーニッシュ ●センターピラーガーニッシュ ●成形天井 ●大型成形スライドドアステップ（ステップランプ付） ●フットレスト ●バックドアストラップ など
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■トヨタ ハイエース ビジネス送迎車

ファインテックツアラー 主要諸元表

ボディ長
ボディ幅
ルーフ形状
駆動方式
ナンバープレート分類番号
乗車定員
ドア数
TECS型式
ベース車型式
型式
総排気量
（L）
エンジン
最高出力 〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m.
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m.
ミッション
車両重量
（kg）
車両総重量
（kg）
最小回転半径
（m）
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〈社内測定値〉
長
室内寸法
幅
内側寸法
（mm)
高
タイヤサイズ（前後）
燃料タンク容量
（L）

GL
ロング

グランドキャビン
スーパーロング
ワイドボディ

ミドルルーフ

ハイルーフ
4WD

2WD

4WD

2WD

3ナンバー
10人
5ドア

4ドア
3BA-TRH229W-VTNGTQ
3BA-TRH229W-LDTNK

3BA-TRH224W-VTNGTQ
3BA-TRH219W-VTNGTN
3BA-TRH224W-LDTNK
3BA-TRH219W-KDTNK
2TR-FE（2700ガソリン）
2.693
118（160）/5,200
243（24.8）/4,000
6速オートマチック
（6 Super ECT）
2,270
2,300
2,820
2,850
6.1
5.4

3BA-TRH214W-VTNGTN
3BA-TRH214W-KDTNK

2,190
2,740
5.2
4,840

2,380
2,930
6.3
5,380

1,880
2,105
2,570

2,285
3,110
1,655
1,650
175

185

175

185
3,715

4,250
1,695

1,350

1,525
195/80R15 107/105N LT
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％程度低い値（自工会調べ）
となっています。
● HIACE
OPTITRON VSC TRC
TECS はトヨタ自動車（株）の商標、ファインテックツアラ− はトヨタ車体（株）の商標です。
●ハイエース ビジネス送迎車 ファインテックツアラ− はメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。
車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

■ 名 入 れ の 指 定にご利 用ください 。
〈スーパーロング〉

製造事業者：
トヨタ自動車株式会社
架装メーカー：
トヨタ車体株式会社

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

ʼ22年4月現在のもの）

HTP11108-2204

