
オフロードスタイルの極みへ。

522フロントアンダースポイラー  For “Black Rally Edition”
38,500円（消費税抜き35,000円） 1.0H〈VAC2〉

材質：樹脂（ABS）　全長：オリジナルより約5mmプラス
　　  　　盗難防止機能付ナンバーフレームセットと　　TRDナンバーロックボルトは同時装着不可です。

523フォグランプベゼル  For “Black Rally Edition”
33,000円（消費税抜き30,000円） 0.8H〈VAD1〉

材質：樹脂（ABS）

515マッドフラップ
40,700円（消費税抜き37,000円） 2.0H ブラック〈VAF2〉、レッド〈VAF1〉

材質：樹脂（EVA)

516 ハイレスポンスマフラー
104,500円（消費税抜き95,000円） 0.8H〈VC11〉

材質：ステンレススチール

除くドアエッジプロテクター（樹脂製［純正用品］）付車

514サイドデカール
33,000円（消費税抜き30,000円）

0.0H

1.0H〈VAG5〉

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

1年間2万km保証

Photo：特別仕様車 Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはシルバーメタリック〈1D6〉。
フロントアンダースポイラー For "Black Rally Edition"、フォグランプベゼル For " Black Rally Edition "、
マッドフラップ（ブラック）、ハイレスポンスマフラー、サイドデカール、フロントアンダーカバー、サイドステップ、
スポーツバー、TRDロゴデカールを装着しています。　■写真は合成です。

517 TRDスピーカーセット
（標準スピーカー交換タイプ・JBL®）

1台分44,000円（消費税抜き40,000円） 2.0H〈VCAU〉

標準スピーカーからの置き換えで、迫力のサウンドにグレードアップできます。
※大音量を出されると、お使いのオ－ディオシステムに負担をかけ故障の原因
になることがあります。適度な音量で、お楽しみください。
※JBL®は、HARMAN International Industries, INC. の登録商標です。

価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格
＜（消費税10%込み）’19年10月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期（新車ご注文と同時に装着される場合）また
はお引渡し時期が’19年10月以降の場合、消費税率10％が適用され、’19年9月以前の場合、消費税率8％が適用されます。
　　　 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。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■車両本体製造事業者：トヨタ自動車株式会社 　■装着用品・パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント 　■本ページ
商品は（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あり、トヨタ純正用品ではありません。　■上記の「設定」のない商品は、特別
仕様車Z"Black Rally Edition"の全車型に適用です。 　■商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工が必要となる場合があります。 　■TRDパーツ
につきましては、「トヨタ純正用品」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくはTRD
コールセンターまでお問い合わせください。 　■TRDパーツの注意事項はACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご参照ください。
TRDパーツは、1年間2万km保証です。
TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除き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。　※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、右記のお問い合わせ先にてご確認ください。

518 TRDナンバーロックボルト
6,050円（消費税抜き5,500円） 0.1H〈VAC5〉

〈VCH4〉

TRDロゴの入ったナンバープレート用のロックボルトです。

521サンシェード
13,200円（消費税抜き12,000円）〈VCH1〉

ハイラックスのウインドシールドガラス用で専用設計。使用しない時はコンパク
トに収納可能です。

TRDの商品  　　   ～　　    に関するお問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント[TRDコールセンター]

TEL 050-3161-2121
オープン時間 月曜～金曜（除く指定定休日） 10:00～18:00

所在地
〒182-0021 
東京都調布市調布ケ丘1丁目18番1号 調布センタービル6階

ホームページ https://www.trdparts.jp

Z “Black Rally Edition”Z “Black Rally Edition”

H I L U X
特別仕様車

514 523

519 IR（赤外線）カットフィルム
フロントドアガラス用(クリア)17,600円（消費税抜き16,000円） 1.4H

リヤドア・リヤガラス用22,000円（消費税抜き20,000円） 2.0H
スモーク〈VCH6〉、ダークスモーク〈VCH5〉

可視光透過率 約8%
ダークスモーク

約21%
スモーク

約89%
クリア

・16cmスピーカー ・車両取付ブラケット ・ワイヤーハーネス×各4セット
定格入力：50W　最大入力：150W　音圧レベル：92db/w・m　インピーダンス：3Ω

フロントドア
ガラス用

リヤドア・リヤ
ガラス用

設定

設定 018 520

TDT26100-1909

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイラック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　　0800-700-7700　  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9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

架装部位
514 スポーツバー TRDロゴデカール

522 523 515 516サイドステップフロントアンダーカバー



       どこへでも行ける。どこまでも行ける。

      ブラックの特別装備で強化した、

    かつてないほどアグレッシブなハイラックス。

   この唯一無二のオフロードスタイルは、

 あなたの想像を超えて、

いくつもの過酷な道を乗り越える。

02 03Photo：特別仕様車 Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはクリムゾンスパークレッドメタリック〈3T6〉。 　■写真は合成です。

OFF  ROAD MONSTER
Z “Black Rally Edition”

H I L U X
特別仕様車



       どこへでも行ける。どこまでも行ける。

      ブラックの特別装備で強化した、

    かつてないほどアグレッシブなハイラックス。

   この唯一無二のオフロードスタイルは、

 あなたの想像を超えて、

いくつもの過酷な道を乗り越える。

02 03Photo：特別仕様車 Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはクリムゾンスパークレッドメタリック〈3T6〉。 　■写真は合成です。

OFF RO A D MONSTER
Z “Black Rally Edition”

H I L U X
特別仕様車



05Photo：特別仕様車 Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはクリムゾンスパークレッドメタリック〈3T6〉。 　■写真は合成です。

世界が認めるタフネス。
   オフロードを縦横無尽に駆け抜けるハイラックス。
そのタフさは、数々のグローバルラリーでの
活躍により証明されています。

 ※写真はダカールラリー仕様車です。
https://newsroom.toyota.co.jp/jp/hi lux50th/

 SPECIAL EQUIPMENT
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BLACK EXTERIOR PARTS

黒く、逞しく。
スペアタイヤ
　※スペアタイヤはホワイトレター仕様ではありません。

 265/60R18タイヤ（ホワイトレター）＋
18×7½Jアルミホイール（ブラック塗装・センターキャップ付）

   サイドウォールに刻印されているメーカー名を白く彩ったタイヤ。
  塗料によるペイントではなく、白いゴムを埋め込んで成形し、
足元の存在感を強調。

  　フロントグリル
    （専用意匠・ブラック塗装）

  　  フロントバンパー
     （専用意匠・ブラック塗装 /
   スキッドプレート付）   アウトサイド

ドアハンドル
（ブラックメタリック）

 テールゲート
ハンドル
（ブラック）

　リヤバンパー
（グレー塗装）

    サイドターン
   ランプ付
  電動格納式
ドアミラー
 （ブラックメタリック）

 オーバーフェンダー
（専用意匠・ブラック）

「ホワイトレタータイヤ」
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Photo：特別仕様車 Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはクリムゾンスパークレッドメタリック〈3T6〉。内装色はブラック。 
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 07

BLACK INTERIOR PARTS

黒く、美しく。

              ●本革巻きステアリングホイール（ブラックメタリック加飾）
             ●オプティトロンメーター（専用意匠）
             ●センタークラスター（ブラック＋メッキ加飾＋ブラックメタリック加飾）
          ●シフトノブ（本革巻き＋ブラックメタリック加飾）
          ●シフトレバーベゼル（ブラックメタリック加飾）
         ●アッパーボックス（ボタン部［車名ロゴ入り＋グレー加飾］）
        ●サイドレジスター（ブラック＋メッキ加飾）
       ●ルーフヘッドライニング＆ピラーガーニッシュ（ブラック）
     ●ドアトリム（ファブリック＋ブラックメタリック加飾）
    ●ルームパーテーション＆バックパネルトリム（ブラック）
   ●専用スマートキー（イラスト付）

1
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QDF-GUN125-DTTHH（B)
2,090
2,865
500
6.4

11.8

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

2GD-FTV
直列4気筒
軽油
2.393

92.0×90.0 
110（150）/3,400

400（40.8）/1,600～2,000
コモンレール式燃料噴射システム

80
 

5,320/1,885/1,800
3,085

1,535/1,550
215

1,520/1,535/480
5

 
ダブルウィッシュボーン式独立懸架
コイルスプリング（スタビライザー付）
車軸式半楕円リーフスプリング
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
油圧式

4輪駆動（パートタイム4WD）
 

スーパーインテリジェント6速オートマチック
＜6 Super ECT＞
265/60R18 110H

■車両型式・重量・性能
車両型式 
車両重量
車両総重量 
最大積載量 
最小回転半径 
燃料消費率
（国土交通省審査値） 　　

主要燃費改善対策
 
■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 
■寸法・定員
全長/全幅/全高 
ホイールベース 
トレッド 　　　前/後
最低地上高＊1
荷台長/荷台幅/荷台高
乗車定員 
■走行装置・駆動方式 

サスペンション 
 

ブレーキ 
 
駆動方式
■トランスミッション・タイヤサイズ 

トランスミッション

タイヤサイズ

TMT ハイラックス 特別仕様車 Z“Black Rally Edition”
主要装備一覧表

［その他の標準装備］　●パートタイム4WDシステム　●シーケンシャルシフトマチック　●DRAMS［駆動力統合制御システム］　●ばね上制振制御
●ヒルスタートアシストコントロール（HAC）　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●VSC＆TRC　●ドライブスタートコント
ロール　●LEDハイマウントストップランプ　●リヤフォグランプ　●緊急ブレーキシグナル　●補助確認装置（2面鏡式）　●時間調整式間欠フロ
ントワイパー（ミスト機能付）　●防眩インナーミラー　●リヤウインドゥデフォッガー　●歩行者傷害軽減ボディ構造　●汎用ISOFIX対応チャイ
ルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー（リヤ左右席）＊10　●エンジンアンダープロテクター　●フューエルタンクプロテクター　●フロント
ウインドシールドグリーンガラス　●グリーンガラス（フロントドア・リヤドア・バックドア）　●サイドステップ　●マッドガード（フロント・リヤ）
●チルト＆テレスコピックステアリング　●ルームランプ　●パーソナルランプ　●イルミネーテッドエントリーシステム　●オーバーヘッドコンソール
●乗降用アシストグリップ（フロント2個・リヤ2個）　●コートフック（2個）　●運転席・助手席カップホルダー　●フロントコンソールトレイ（カップホル
ダー付）　●全席ドアボトルホルダー　●全席ヘッドレスト　●オーディオレスカバー　●クリーンエアフィルター　●排出ガス浄化スイッチ＊11
●バックカメラ＊12　●盗難防止システム（イモビライザーシステム・オートアラーム）[国土交通省認可品］　●寒冷地仕様（ウインドシールドデアイ
サー、ヒーター付ドアミラー、フロントヒーター［PTC＊13・ビスカスヒーター付］、ヒーターリヤダクトなど）＊14　など

＊1.ホワイトレター仕様ではありません。　＊2.SRS［乗員保護補助装置］:Supplemental Restraint System　＊3.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。 ＊4.ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉を選択した場合、ボディ同色となります。
＊5.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。   ＊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等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、詳しくは販売店におたずねください。
＊7.冷却効果はありません。　＊8.販売店装着オプションとしてナビ・オーディオをご用意しています。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。また、ディスクによっては再生できない場合があります。　＊9.合計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。
＊10.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトで
の装着となります。詳しくは販売店におたずねください。　＊11.排出ガス浄化を手動で再生させる場合に使います。通常は自動で行われます。
＊12.販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。　＊13.PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient
＊14.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。

■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」の設定はありません。
■“Black Rally Edition”はグレード名称ではありません。

Z“Black Rally Edition”

エンジン種類 2.4Lディーゼル

TMT ハイラックス 特別仕様車 Z“Black Rally Edition”
主要諸元表 〈1ナンバー〉

＊1.社内測定値。
●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。     
     

■“HILUX”“BLACKRALLY”“ECT”“VSC”“TRC”“OPTITRON”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：Toyota Motor Thailand 
Co., Ltd.、トヨタ自動車株式会社　■輸入販売元：トヨタ自動車株式会社 

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）。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が
導入されます。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳
しくは販売店におたずねください。    

kg
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m
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L
mm
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L

mm
mm
mm
mm
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■
■

標準装備　
特別装備　

■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両

Z“Black Rally Edition” Z

■タイヤ＆ホイール
265/65R17タイヤ＋17×7½Jアルミホイール
（センターキャップ付）
265/60R18タイヤ（ホワイトレター）＋
18×7½Jアルミホイール（ブラック塗装・センターキャップ付）
スペアタイヤ
■運転支援
アクティブトラクションコントロール
ダウンヒルアシストコントロール（DAC）制御
リヤデフロック
■安全装備
プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［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（ヨーアシスト機能付）
レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
ロードサインアシスト［RSA］
先行車発進告知機能［TMN］
LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）
ヘッドランプクリーナー
LEDフロントフォグランプ
コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）
サイドターンランプ付電動格納式ドアミラー
SRSエアバッグ（運転席・助手席エアバッグ＋
運転席ニーエアバッグ＋運転席・助手席サイドエアバッグ＋
前後席カーテンシールドエアバッグ）
全席ELR付3点式シートベルト
（前席プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）
■外装
フロントグリル

フロントバンパー

オーバーフェンダー
リヤバンパー
アウトサイドドアハンドル
テールゲートハンドル
ドアベルトモールディング（ステンレス）
センターピラー（ブラックアウト）
■計器盤・操作性
オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
本革巻きステアリングホイール
ステアリングスイッチ
シフトノブ
パーキングブレーキノブ（メッキ加飾）
パワーウインドゥ（全席ワンタッチ式／挟み込み防止機能付）
車速感応オートロック機能付パワードアロック
スマートエントリー（運転席・助手席／アンサーバック機能付）
＆スタートシステム
■内装

センタークラスター

ドアトリム
サイドレジスター
コンソールボックス（ソフトリッド付）
シフトレバーベゼル
アッパーボックス（エアコン送風機能付）
グローブボックス（キーロック＆ダンパー付）
助手席サンバイザー（バニティミラー＋チケットホルダー付）
インサイドドアハンドル（メッキ加飾）
ルーフヘッドライニング＆ピラーガーニッシュ
ルームパーテーション＆バックパネルトリム
■シート
上級ファブリックシート
運転席6ウェイ（前後スライド・リクライニング・シート上下）＆
助手席4ウェイシート（前後スライド・リクライニング）
6：4分割チップアップリヤシート
リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）
シートバックポケット（買い物フック付）
■オーディオ・空調・その他
6スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ
工場装着バックカメラ用ガイドキット
オートエアコン
アクセサリーソケット（DC12V・2個）

＊1

＊2

＊3

＊4

＊5

＊6

  
＊7

＊8

＊9

 
車両装着18インチアルミホイール

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブラックメタリック
 

 

専用意匠・ブラック塗装
専用意匠・ブラック塗装
/スキッドプレート付
 専用意匠・ブラック
グレー塗装 

ブラックメタリック
ブラック
 
 
 
専用意匠
 

ブラックメタリック加飾

本革巻き＋ブラックメタリック加飾
 
 

専用スマートキー（イラスト付）

 
ブラック＋メッキ加飾＋
ブラックメタリック加飾

ファブリック＋ブラックメタリック加飾
ブラック＋メッキ加飾

ブラックメタリック加飾
ボタン部（車名ロゴ入り＋グレー加飾）

 　
 
 
ブラック
ブラック
 

 

 
スチールホイール
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メッキ加飾 
 
 
 

メッキ加飾 

L字ガーニッシュ（メッキ加飾）
 
 
メッキ加飾 
メッキ加飾 
メッキ加飾 
 
 
 
 
 
シルバー加飾
 

本革巻き＋シルバー加飾
 
 
 

スマートキー
 
 

シルバー＋メッキ加飾＋
ブラックメタリック加飾

ファブリック＋シルバー加飾
シルバー＋メッキ加飾

シルバー加飾

スーパーホワイトⅡ
〈040〉

  
シルバーメタリック
〈1D6〉

  
アティチュードブラックマイカ
〈218〉

  
クリムゾンスパークレッドメタリック
〈3T6〉

  
ネビュラブルーメタリック
〈8X2〉  

■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。

■標準設定　内外配色一覧表

ボディカラー〈カラーコード〉 内装色

ブラック

TMT ハイラックス 特別仕様車 Z“Black Rally Edition”　価格表

＊1.沖縄地区は価格が異なります。      
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’19年10月時点のもの＞で参考価格です。
車両の登録時期が’19年10月以降の場合、消費税率10％が適用され、’19年9月以前の場合、消費
税率8％が適用されます。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、タイヤ交換用工具付の価格です。
■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。    
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（11,330円＜’19年10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。

メーカー希望小売価格＊1
（消費税抜き） 4,034,800円（3,668,000円）



前

後
前
後
作動方式

 SPECIAL EQUIPMENT

06

Photo：特別仕様車 Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはクリムゾンスパークレッドメタリック〈3T6〉。内装色はブラック。 
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 07

BLACK INTERIOR PARTS

黒く、美しく。

              ●本革巻きステアリングホイール（ブラックメタリック加飾）
             ●オプティトロンメーター（専用意匠）
             ●センタークラスター（ブラック＋メッキ加飾＋ブラックメタリック加飾）
          ●シフトノブ（本革巻き＋ブラックメタリック加飾）
          ●シフトレバーベゼル（ブラックメタリック加飾）
         ●アッパーボックス（ボタン部［車名ロゴ入り＋グレー加飾］）
        ●サイドレジスター（ブラック＋メッキ加飾）
       ●ルーフヘッドライニング＆ピラーガーニッシュ（ブラック）
     ●ドアトリム（ファブリック＋ブラックメタリック加飾）
    ●ルームパーテーション＆バックパネルトリム（ブラック）
   ●専用スマートキー（イラスト付）

1

●1

●3 ●2

9

●9

●10

●2

11

●6

●11

●8

●8

●6

●4

●5

●7 ●7

2
3
4
5
6
7
8
9
10

QDF-GUN125-DTTHH（B)
2,090
2,865
500
6.4

11.8

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

2GD-FTV
直列4気筒
軽油
2.393

92.0×90.0 
110（150）/3,400

400（40.8）/1,600～2,000
コモンレール式燃料噴射システム

80
 

5,320/1,885/1,800
3,085

1,535/1,550
215

1,520/1,535/480
5

 
ダブルウィッシュボーン式独立懸架
コイルスプリング（スタビライザー付）
車軸式半楕円リーフスプリング
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
油圧式

4輪駆動（パートタイム4WD）
 

スーパーインテリジェント6速オートマチック
＜6 Super ECT＞
265/60R18 110H

■車両型式・重量・性能
車両型式 
車両重量
車両総重量 
最大積載量 
最小回転半径 
燃料消費率
（国土交通省審査値） 　　

主要燃費改善対策
 
■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 
■寸法・定員
全長/全幅/全高 
ホイールベース 
トレッド 　　　前/後
最低地上高＊1
荷台長/荷台幅/荷台高
乗車定員 
■走行装置・駆動方式 

サスペンション 
 

ブレーキ 
 
駆動方式
■トランスミッション・タイヤサイズ 

トランスミッション

タイヤサイズ

TMT ハイラックス 特別仕様車 Z“Black Rally Edition”
主要装備一覧表

［その他の標準装備］　●パートタイム4WDシステム　●シーケンシャルシフトマチック　●DRAMS［駆動力統合制御システム］　●ばね上制振制御
●ヒルスタートアシストコントロール（HAC）　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト　●VSC＆TRC　●ドライブスタートコント
ロール　●LEDハイマウントストップランプ　●リヤフォグランプ　●緊急ブレーキシグナル　●補助確認装置（2面鏡式）　●時間調整式間欠フロ
ントワイパー（ミスト機能付）　●防眩インナーミラー　●リヤウインドゥデフォッガー　●歩行者傷害軽減ボディ構造　●汎用ISOFIX対応チャイ
ルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー（リヤ左右席）＊10　●エンジンアンダープロテクター　●フューエルタンクプロテクター　●フロント
ウインドシールドグリーンガラス　●グリーンガラス（フロントドア・リヤドア・バックドア）　●サイドステップ　●マッドガード（フロント・リヤ）
●チルト＆テレスコピックステアリング　●ルームランプ　●パーソナルランプ　●イルミネーテッドエントリーシステム　●オーバーヘッドコンソール
●乗降用アシストグリップ（フロント2個・リヤ2個）　●コートフック（2個）　●運転席・助手席カップホルダー　●フロントコンソールトレイ（カップホル
ダー付）　●全席ドアボトルホルダー　●全席ヘッドレスト　●オーディオレスカバー　●クリーンエアフィルター　●排出ガス浄化スイッチ＊11
●バックカメラ＊12　●盗難防止システム（イモビライザーシステム・オートアラーム）[国土交通省認可品］　●寒冷地仕様（ウインドシールドデアイ
サー、ヒーター付ドアミラー、フロントヒーター［PTC＊13・ビスカスヒーター付］、ヒーターリヤダクトなど）＊14　など

＊1.ホワイトレター仕様ではありません。　＊2.SRS［乗員保護補助装置］:Supplemental Restraint System　＊3.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。 ＊4.ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉を選択した場合、ボディ同色となります。
＊5.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。   ＊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等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、詳しくは販売店におたずねください。
＊7.冷却効果はありません。　＊8.販売店装着オプションとしてナビ・オーディオをご用意しています。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。また、ディスクによっては再生できない場合があります。　＊9.合計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。
＊10.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトで
の装着となります。詳しくは販売店におたずねください。　＊11.排出ガス浄化を手動で再生させる場合に使います。通常は自動で行われます。
＊12.販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。　＊13.PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient
＊14.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。

■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」の設定はありません。
■“Black Rally Edition”はグレード名称ではありません。

Z“Black Rally Edition”

エンジン種類 2.4Lディーゼル

TMT ハイラックス 特別仕様車 Z“Black Rally Edition”
主要諸元表 〈1ナンバー〉

＊1.社内測定値。
●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。     
     

■“HILUX”“BLACKRALLY”“ECT”“VSC”“TRC”“OPTITRON”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：Toyota Motor Thailand 
Co., Ltd.、トヨタ自動車株式会社　■輸入販売元：トヨタ自動車株式会社 

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）。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が
導入されます。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳
しくは販売店におたずねください。    

kg
kg
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m

km/L

L
mm

kW（PS）/r.p.m.
N・m（kgf・m）/r.p.m.

L

mm
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mm
名

■
■

標準装備　
特別装備　

■販売店装着オプション

特別仕様車 ベース車両

Z“Black Rally Edition” Z

■タイヤ＆ホイール
265/65R17タイヤ＋17×7½Jアルミホイール
（センターキャップ付）
265/60R18タイヤ（ホワイトレター）＋
18×7½Jアルミホイール（ブラック塗装・センターキャップ付）
スペアタイヤ
■運転支援
アクティブトラクションコントロール
ダウンヒルアシストコントロール（DAC）制御
リヤデフロック
■安全装備
プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［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（ヨーアシスト機能付）
レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）
ロードサインアシスト［RSA］
先行車発進告知機能［TMN］
LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）
ヘッドランプクリーナー
LEDフロントフォグランプ
コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）
サイドターンランプ付電動格納式ドアミラー
SRSエアバッグ（運転席・助手席エアバッグ＋
運転席ニーエアバッグ＋運転席・助手席サイドエアバッグ＋
前後席カーテンシールドエアバッグ）
全席ELR付3点式シートベルト
（前席プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）
■外装
フロントグリル

フロントバンパー

オーバーフェンダー
リヤバンパー
アウトサイドドアハンドル
テールゲートハンドル
ドアベルトモールディング（ステンレス）
センターピラー（ブラックアウト）
■計器盤・操作性
オプティトロンメーター（メーター照度コントロール付）
4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
本革巻きステアリングホイール
ステアリングスイッチ
シフトノブ
パーキングブレーキノブ（メッキ加飾）
パワーウインドゥ（全席ワンタッチ式／挟み込み防止機能付）
車速感応オートロック機能付パワードアロック
スマートエントリー（運転席・助手席／アンサーバック機能付）
＆スタートシステム
■内装

センタークラスター

ドアトリム
サイドレジスター
コンソールボックス（ソフトリッド付）
シフトレバーベゼル
アッパーボックス（エアコン送風機能付）
グローブボックス（キーロック＆ダンパー付）
助手席サンバイザー（バニティミラー＋チケットホルダー付）
インサイドドアハンドル（メッキ加飾）
ルーフヘッドライニング＆ピラーガーニッシュ
ルームパーテーション＆バックパネルトリム
■シート
上級ファブリックシート
運転席6ウェイ（前後スライド・リクライニング・シート上下）＆
助手席4ウェイシート（前後スライド・リクライニング）
6：4分割チップアップリヤシート
リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）
シートバックポケット（買い物フック付）
■オーディオ・空調・その他
6スピーカー
トヨタ純正ナビ・オーディオ
工場装着バックカメラ用ガイドキット
オートエアコン
アクセサリーソケット（DC12V・2個）

＊1

＊2

＊3

＊4

＊5

＊6

  
＊7

＊8

＊9

 
車両装着18インチアルミホイール

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブラックメタリック
 

 

専用意匠・ブラック塗装
専用意匠・ブラック塗装
/スキッドプレート付
 専用意匠・ブラック
グレー塗装 

ブラックメタリック
ブラック
 
 
 
専用意匠
 

ブラックメタリック加飾

本革巻き＋ブラックメタリック加飾
 
 

専用スマートキー（イラスト付）

 
ブラック＋メッキ加飾＋
ブラックメタリック加飾

ファブリック＋ブラックメタリック加飾
ブラック＋メッキ加飾

ブラックメタリック加飾
ボタン部（車名ロゴ入り＋グレー加飾）

 　
 
 
ブラック
ブラック
 

 

 
スチールホイール
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メッキ加飾 
 
 
 

メッキ加飾 

L字ガーニッシュ（メッキ加飾）
 
 
メッキ加飾 
メッキ加飾 
メッキ加飾 
 
 
 
 
 
シルバー加飾
 

本革巻き＋シルバー加飾
 
 
 

スマートキー
 
 

シルバー＋メッキ加飾＋
ブラックメタリック加飾

ファブリック＋シルバー加飾
シルバー＋メッキ加飾

シルバー加飾

スーパーホワイトⅡ
〈040〉

  
シルバーメタリック
〈1D6〉

  
アティチュードブラックマイカ
〈218〉

  
クリムゾンスパークレッドメタリック
〈3T6〉

  
ネビュラブルーメタリック
〈8X2〉  

■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。

■標準設定　内外配色一覧表

ボディカラー〈カラーコード〉 内装色

ブラック

TMT ハイラックス 特別仕様車 Z“Black Rally Edition”　価格表

＊1.沖縄地区は価格が異なります。      
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’19年10月時点のもの＞で参考価格です。
車両の登録時期が’19年10月以降の場合、消費税率10％が適用され、’19年9月以前の場合、消費
税率8％が適用されます。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、タイヤ交換用工具付の価格です。
■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。    
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（11,330円＜’19年10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。

メーカー希望小売価格＊1
（消費税抜き） 4,034,800円（3,668,000円）



オフロードスタイルの極みへ。

522フロントアンダースポイラー  For “Black Rally Edition”
38,500円（消費税抜き35,000円） 1.0H〈VAC2〉

材質：樹脂（ABS）　全長：オリジナルより約5mmプラス
　　  　　盗難防止機能付ナンバーフレームセットと　　TRDナンバーロックボルトは同時装着不可です。

523フォグランプベゼル  For “Black Rally Edition”
33,000円（消費税抜き30,000円） 0.8H〈VAD1〉

材質：樹脂（ABS）

515マッドフラップ
40,700円（消費税抜き37,000円） 2.0H ブラック〈VAF2〉、レッド〈VAF1〉

材質：樹脂（EVA)

516 ハイレスポンスマフラー
104,500円（消費税抜き95,000円） 0.8H〈VC11〉

材質：ステンレススチール

除くドアエッジプロテクター（樹脂製［純正用品］）付車

514サイドデカール
33,000円（消費税抜き30,000円）

0.0H

1.0H〈VAG5〉

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

1年間2万km保証

Photo：特別仕様車 Z“Black Rally Edition”［ベース車両はZ］。ボディカラーはシルバーメタリック〈1D6〉。
フロントアンダースポイラー For "Black Rally Edition"、フォグランプベゼル For " Black Rally Edition "、
マッドフラップ（ブラック）、ハイレスポンスマフラー、サイドデカール、フロントアンダーカバー、サイドステップ、
スポーツバー、TRDロゴデカールを装着しています。　■写真は合成です。

517 TRDスピーカーセット
（標準スピーカー交換タイプ・JBL®）

1台分44,000円（消費税抜き40,000円） 2.0H〈VCAU〉

標準スピーカーからの置き換えで、迫力のサウンドにグレードアップできます。
※大音量を出されると、お使いのオ－ディオシステムに負担をかけ故障の原因
になることがあります。適度な音量で、お楽しみください。
※JBL®は、HARMAN International Industries, INC. の登録商標です。

価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格
＜（消費税10%込み）’19年10月時点のもの＞で参考価格です。車両の登録時期（新車ご注文と同時に装着される場合）また
はお引渡し時期が’19年10月以降の場合、消費税率10％が適用され、’19年9月以前の場合、消費税率8％が適用されます。
　　　 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。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■車両本体製造事業者：トヨタ自動車株式会社 　■装着用品・パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント 　■本ページ
商品は（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あり、トヨタ純正用品ではありません。　■上記の「設定」のない商品は、特別
仕様車Z"Black Rally Edition"の全車型に適用です。 　■商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工が必要となる場合があります。 　■TRDパーツ
につきましては、「トヨタ純正用品」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくはTRD
コールセンターまでお問い合わせください。 　■TRDパーツの注意事項はACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご参照ください。
TRDパーツは、1年間2万km保証です。
TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除き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。　※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、右記のお問い合わせ先にてご確認ください。

518 TRDナンバーロックボルト
6,050円（消費税抜き5,500円） 0.1H〈VAC5〉

〈VCH4〉

TRDロゴの入ったナンバープレート用のロックボルトです。

521サンシェード
13,200円（消費税抜き12,000円）〈VCH1〉

ハイラックスのウインドシールドガラス用で専用設計。使用しない時はコンパク
トに収納可能です。

TRDの商品  　　   ～　　    に関するお問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント[TRDコールセンター]

TEL 050-3161-2121
オープン時間 月曜～金曜（除く指定定休日） 10:00～18:00

所在地
〒182-0021 
東京都調布市調布ケ丘1丁目18番1号 調布センタービル6階

ホームページ https://www.trdparts.jp

Z “Black Rally Edition”Z “Black Rally Edition”

H I L U X
特別仕様車

514 523

519 IR（赤外線）カットフィルム
フロントドアガラス用(クリア)17,600円（消費税抜き16,000円） 1.4H

リヤドア・リヤガラス用22,000円（消費税抜き20,000円） 2.0H
スモーク〈VCH6〉、ダークスモーク〈VCH5〉

可視光透過率 約8%
ダークスモーク

約21%
スモーク

約89%
クリア

・16cmスピーカー ・車両取付ブラケット ・ワイヤーハーネス×各4セット
定格入力：50W　最大入力：150W　音圧レベル：92db/w・m　インピーダンス：3Ω

フロントドア
ガラス用

リヤドア・リヤ
ガラス用

設定

設定 018 520

TDT26100-1909

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイラック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　　0800-700-7700　  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9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

架装部位
514 スポーツバー TRDロゴデカール

522 523 515 516サイドステップフロントアンダーカバー


