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■名入れ、架装の指定にご利用ください。

〈ワゴン〉

〈コミューター〉

幼児バス

■ワゴン

寸法図（単位：mm）
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■コミューター

寸法図（単位：mm）
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※傘立ては架装オプション。

1,
73
0（
室
内
幅
）

1,
88
0（
全
幅
）

43
0

40
0

57
5 240

400

40
0

400

1,
73
0（
室
内
幅
）

1,
88
0（
全
幅
）

43
0

40
0

57
5 240

400

「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」に対応。
シートバッククッション&プロテクター

標準装備

リヤシートのシートバッククッションにより、
園児がシートにぶつかった際の衝撃を緩和
します。また、運転席の後ろなどにプロテク
ターを設け、最前列に座る園児の安全にも
配慮しています。

平成25年3月に、車両安全対策検討会がまとめ、国土交通省へ報告
したガイドライン。幼児専用車の事故傾向に対処するため、シート
バック後面に緩衝材を装備したり、シートバックの高さを高くして
事故時の衝撃を吸収するほか、最前列の座席前にも緩衝材を取り
付けることが望ましいとされています。

●「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」について

・シートバッククッション

運転席ガード運転席 幼児用シート（イラスト付）

折りたたみ式
保護者シート

電動格納式ステップ

プロテクター

非常口

助手席 折りたたみ式
保護者シート

プロテクター

運転席ガード運転席 幼児用シート（イラスト付）

折りたたみ式
保護者シート

電動格納式ステップ

プロテクター

非常口

プロテクター

・プロテクター（左側最前列）

・プロテクター（運転席側最前列）

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
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 9：00～16：00　  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 ’21年7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。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
HTP11106-2107

https://toyota.jp詳しくは！
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2 43

ワゴン
3ナンバー ● 普通免許

大人 人2 幼児 人12

価格表（消費税率 10％）

幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。注

操作がラクな
6速オートマチック。

普通免許で運転できます。

標
準
装
備

架
装
オ
プ
シ
ョ
ン

※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

悪路走行時や急制動時に備え、
幼児の握りやすい位置に設置しています。

※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

ワ
ゴ
ン

2700ガソリン
2WD

4WD

消費税抜き 消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格※2メーカー希望小売価格※1 

〈運転席側〉

〈運転席〉

〈中央〉

〈助手席〉

〈使用例〉

※写真はコミューター

コミューター
2ナンバー ● 中型免許

大人 人4 幼児 人18

※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。詳しくは販売店におたずねください。
●価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’21年7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）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※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。詳しくは販売店におたずねください。
●価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’21年7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）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

コミューター2WD
（3DF-GDH223B-VTNHTE）
ボディカラーはホワイト〈058〉。

ワゴン4WD
（3BA-TRH219W-VTNHTD）
ボディカラーはライトイエロー〈599〉。

photo：

photo：

注 幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。

18 人の幼児を
一度に送迎できます。

価格表（消費税率 10％）

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー

2700ガソリン

2800ディーゼル

2WD

4WD

2WD

消費税抜き 消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格※2メーカー希望小売価格※1 

ゆとりのシートレイアウトで、
使いやすさに配慮した数々の装備を充実しました。
子供たちの成長のスピードや体格、車内での行動パターンなどのデータを分析し、小さなパーツの一つひとつにまで反映しました。
大型ウインドウを採用した広くて明るい車内と、かわいい動物のイラスト付シートが楽しい雰囲気を演出。
毎日の通園が楽しくなる、幼児専用車両です。

3,545,900 円

3,856,900 円

3,174,545円

3,457,273円

3,223,545円

3,506,273円

3,492,000 円

3,803,000 円

4,023,200 円

4,337,200 円

3,605,455円

3,890,909円

3,657,455円

3,942,909円

4,092,273円

3,966,000 円

4,280,000 円

4,501,500 円4,037,273円4,441,000 円

シートバックグリップ5

幼児シートと対面状態で
着座するため、車内全体が
見わたせ、幼児に目が行き
届きます。
（コミューターは前後2か所
に設置）

折りたたみ式
保護者シート
（イラスト付）

4

幼児の運転席への立ち入りを防ぐため、
運転席の後ろに設置しています。

※写真はコミューター

運転席ガード15

スライドドアの開閉に合わせてステップが自動で
出入りし、乗り降りを容易にします。

※写真はコミューター

電動格納式ステップ16

フロアをぬらさずに、幼児用傘を収納できます。
（傘は装備には含まれません）

※写真はコミューター

傘立て11
愛嬌のある動物が野球をしているイラストシール
です。バスを明るく楽しく演出します。

イラストシール 〈ボディ両側〉2

A4の書類が入る、たっぷりサイズの物入れです。
（ワゴンのみに設定）

物入れ（助手席部）13
※ワゴンは運転席のみの選択も可能です。
※トヨタ純正用品（デラックスタイプ）と同等の商品です。

フロアマット（フロント席用）14

車外へメッセージを伝えます。
スライドドアに装着します。

メッセージボード12

乗り降りに便利なように、乗降口左右の幼児の握
りやすい位置に設置しています。

※写真はコミューター

乗降口ハンドレール6

見晴らしのよい大型ウインドウ。
UVカットグリーンガラスを採用。

固定式サイドウインドウ17
万一の際に、車内外からバックドアを素早く開けられ
ます。警報ブザー付きです。また、車内には消火器
と赤旗を装備しました。

非常口解除レバー（警告ブザー付）18

シートに座ったまま窓からの眺めを楽しめるように、
フロアを一段高くしました。

かさ上げフロアボード9

外装

安全

1席 2席

内装

架装標準装備 架装オプション
（ご注文時に申し受けます）

※幼児バス用三角ステッカー、乗車定員ラベルは車両搭載もできますが、登録時、幼児バス用三角ステッカー、    
乗車定員ラベルは必ず貼り付けて受検してください。
●「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。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。
●番号はP3の装備写真の番号と対応しています。

架装主要装備一覧表

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
■リサイクル料金表（単位：円） ※リサイクル料金は'21年7月時点の金額。

標準設定ボディカラー 一覧表
ワゴン コミューター

9,890 1,930 3,670 130 290 15,910
9,470

コミューター

ワゴン 1,930 1,650 130 290 13,470
シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金

資金管理料金車種 合計
リサイクル預託金

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル
預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受
けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

トヨタ ハイエース 幼児バス主要諸元表

エ
ン
ジ
ン

幼児バス用三角ステッカー（4枚）

ボディカラー 〈カラーコード〉
ライトイエロー 〈599〉
ホワイト 〈058〉

タイヤ＆
ホイール

安全性

外装

視界

計器盤・
操作性

ワゴン コミューターワゴン コミューター
（ご注文時に申し受けます）

標準装備 メーカーオプション 販売店装着オプション主要装備一覧表

●装備につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。　●上記以外のメーカーオプションおよび販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。　●「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10%込み）’21年7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。

※2 ※3

※5

※3 ※6

※3 ※6

※3

※7

※8

※2

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）
フルホイールキャップ（スチールホイール用）

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

ヒーター付

助手席

Toyota Safety Sense

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

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

70
195/80R15 107/105N LT

1,560
1,730
4,235
2,285
1,880
5,380
3,110
2,230

6速オートマチック
243（24.8）/4,000
118（160）/5,200

2.693
2TR-FE（2700ガソリン）

6速オートマチック
243（24.8）/4,000
118（160）/5,200

2.693
2TR-FE（2700ガソリン）

4人（大人）＋18人（幼児）
3BF-TRH228B-LETDK
3BF-TRH228B-VTNHTE

4WD

3,150
2,270

300（30.6）/1,000～3,400
111（151）/3,600

2.754
1GD-FTV（2800ディーゼル）

3DF-GDH223B-LETDY
3DF-GDH223B-VTNHTE

 2WD

3,000
2,120

70
195/80R15 107/105N LT

1,385
1,730
3,570
2,105
1,880
4,840

燃料タンク容量 （L）

（kg）
（kg）

N･m（kgf･m）/r.p.m.
kW（PS）/r.p.m.

（L）

タイヤサイズ

室内寸法
（mm）

車両寸法
（mm）

前　後
高　さ
幅
長　さ
全　高
全　幅
全　長

車両総重量
車両重量
トランスミッション
最大トルク〈ネット〉
最高出力〈ネット〉
総排気量
型式

乗車定員
ベース車型式
TECS型式

2,580
2,030

2,470
1,920

3BF-TRH223B-LETDK
3BF-TRH223B-VTNHTE

 2WD

3BA-TRH219W-JDTDK
3BA-TRH219W-VTNHTD

4WD

3BA-TRH214W-JDTDK
3BA-TRH214W-VTNHTD

 2WD
2ナンバー
コミューター

2人（大人）＋12人（幼児）

3ナンバー
ワゴン

66,000円（消費税抜き60,000円）

パノラミックビューモニター

LED式ハイマウントストップランプ

リヤアンダーミラー

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）

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）
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー
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］

ファブリックサンバイザー（運転席・助手席）
リヤルームランプ
アクセサリーソケット（DC12V・120W）
アクセサリーコンセント（AC100V・100W）

スライドドア全開ストッパー

フロントシートシート

室内装備

※9

※6

※11

※10

2スピーカー
AM/FM（AUX端子付）
オーディオレス（カバーレス）
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー

飛沫感染対策セパレーター

ナビ・
オーディオ

フロントエアコン＋リヤクーラー（個別吹出し付）＋リヤヒーター空調

その他

排出ガス浄化スイッチ（触媒浄化用） ディーゼル車

運転席・助手席運転席

2個1個

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］

リヤウインドウデフォッガー（タイマー付）、間欠式リヤワイパー

自動防眩インナーミラー［バックモニター内蔵］

UVカットグリーンガラス（フロントサイド・リヤサイド・リヤクォーター・バックドア）
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付］

ウインドシールドガラス（UVカットグリーン）

37,400円（消費税抜き34,000円）

アウターミラー
電動格納式リモコンドアミラー

デジタル
インナーミラー

（カメラ洗浄機能付）
ドアミラー（運転席側・助手席側）

［バックモニター内蔵（カメラ洗浄機能付）］

リクライニング
シートスライド（運転席）

22,000円（消費税抜き20,000円）※4

55,000円（消費税抜き50,000円）
81,400円（消費税抜き74,000円）
37,400円（消費税抜き34,000円）

9,900円（消費税抜き9,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

●オプション装着により、重量や寸法値が変更になる場合があります。　●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」よりもガソリン車で約15％、ディーゼル車で約5％程度低い値（自工会調べ）となっています。　●“HIACE”“コミューター”“VSC”“TRC”“TECS”はトヨタ自動車（株）の商標です。　●ハイエース 幼児
バス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。　（注）幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。

◆ベース車に標準装備の照明付灰皿は装着されません。また、メーカーオプション設定されているインテリジェントクリアランスソナーも選択できません。
※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。※3.パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー［バックモニター内蔵］、自動防眩インナーミラー［バックモニター内蔵］のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
※4.パノラミックビューモニターを選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。その場合、価格は＜59,400円（消費税抜き54,000円）となります。また、電動格納式リモコンドアミラーは単独装着も可能です。※5.ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメー
カーオプションとなります。フロントアンダーミラーにはヒーターは装着されません。※6.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。※7.120W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。※8.100W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。※9.オーディオレスの場合のみ装着できます。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。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。※10.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。また、リヤフォグランプは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。※11.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
ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください｡

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液（AdBlueⓇ＊）の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

注意：尿素水溶液（AdBlueⓇ）のタンク容量は7.4Lで、1000km走行すると約1L消費＊します。なお、尿素水溶液の残量がなくなると
エンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。＊お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。

高品位尿素水（AdBlueⓇ）はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx
（窒素酸化物）を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。
＊AdBlueⓇは、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

1

幼児用プリントレザーシート（イラスト付）3
折りたたみ式保護者シート（イラスト付）4
シートバックグリップ5

運転席ガード15
電動格納式ステップ16
固定式サイドウインドウ17
非常口解除レバー（警告ブザー付）18

乗降口ハンドレール6
セパレータボード7
カラードサイド＆バックドアトリム（リヤ室内）8
かさ上げフロアボード9
リヤフロアロンリューム10

消火器＆赤旗19
バックブザー20

ラベル
非常口ラベル21
幼児バス用三角ステッカー、乗車定員ラベル ※22

空調 リヤヒーター（フロアセットタイプ）23

傘立て11
メッセージボード12
物入れ（助手席部）13

運転席・中央・助手席
14

運転席のみ
フロアマット
（フロント席用）

イラストシール（動物）2

◆装備ナンバーに色がついているものは、写真・イラストで詳しく説明しているものです。

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。

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

※1

P4P2 P3■HIACE 幼児バス ［2021-07］ 中面3 2021.06.22



2 43

ワゴン
3ナンバー ● 普通免許

大人 人2 幼児 人12

価格表（消費税率 10％）

幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。注

操作がラクな
6速オートマチック。

普通免許で運転できます。

標
準
装
備

架
装
オ
プ
シ
ョ
ン

※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

悪路走行時や急制動時に備え、
幼児の握りやすい位置に設置しています。

※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

ワ
ゴ
ン

2700ガソリン
2WD

4WD

消費税抜き 消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格※2メーカー希望小売価格※1 

〈運転席側〉

〈運転席〉

〈中央〉

〈助手席〉

〈使用例〉

※写真はコミューター

コミューター
2ナンバー ● 中型免許

大人 人4 幼児 人18

※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。詳しくは販売店におたずねください。
●価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’21年7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）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※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。詳しくは販売店におたずねください。
●価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’21年7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）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

コミューター2WD
（3DF-GDH223B-VTNHTE）
ボディカラーはホワイト〈058〉。

ワゴン4WD
（3BA-TRH219W-VTNHTD）
ボディカラーはライトイエロー〈599〉。

photo：

photo：

注 幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。

18 人の幼児を
一度に送迎できます。

価格表（消費税率 10％）

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー

2700ガソリン

2800ディーゼル

2WD

4WD

2WD

消費税抜き 消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格※2メーカー希望小売価格※1 

ゆとりのシートレイアウトで、
使いやすさに配慮した数々の装備を充実しました。
子供たちの成長のスピードや体格、車内での行動パターンなどのデータを分析し、小さなパーツの一つひとつにまで反映しました。
大型ウインドウを採用した広くて明るい車内と、かわいい動物のイラスト付シートが楽しい雰囲気を演出。
毎日の通園が楽しくなる、幼児専用車両です。

3,545,900 円

3,856,900 円

3,174,545円

3,457,273円

3,223,545円

3,506,273円

3,492,000 円

3,803,000 円

4,023,200 円

4,337,200 円

3,605,455円

3,890,909円

3,657,455円

3,942,909円

4,092,273円

3,966,000 円

4,280,000 円

4,501,500 円4,037,273円4,441,000 円

シートバックグリップ5

幼児シートと対面状態で
着座するため、車内全体が
見わたせ、幼児に目が行き
届きます。
（コミューターは前後2か所
に設置）

折りたたみ式
保護者シート
（イラスト付）

4

幼児の運転席への立ち入りを防ぐため、
運転席の後ろに設置しています。

※写真はコミューター

運転席ガード15

スライドドアの開閉に合わせてステップが自動で
出入りし、乗り降りを容易にします。

※写真はコミューター

電動格納式ステップ16

フロアをぬらさずに、幼児用傘を収納できます。
（傘は装備には含まれません）

※写真はコミューター

傘立て11
愛嬌のある動物が野球をしているイラストシール
です。バスを明るく楽しく演出します。

イラストシール 〈ボディ両側〉2

A4の書類が入る、たっぷりサイズの物入れです。
（ワゴンのみに設定）

物入れ（助手席部）13
※ワゴンは運転席のみの選択も可能です。
※トヨタ純正用品（デラックスタイプ）と同等の商品です。

フロアマット（フロント席用）14

車外へメッセージを伝えます。
スライドドアに装着します。

メッセージボード12

乗り降りに便利なように、乗降口左右の幼児の握
りやすい位置に設置しています。

※写真はコミューター

乗降口ハンドレール6

見晴らしのよい大型ウインドウ。
UVカットグリーンガラスを採用。

固定式サイドウインドウ17
万一の際に、車内外からバックドアを素早く開けられ
ます。警報ブザー付きです。また、車内には消火器
と赤旗を装備しました。

非常口解除レバー（警告ブザー付）18

シートに座ったまま窓からの眺めを楽しめるように、
フロアを一段高くしました。

かさ上げフロアボード9

外装

安全

1席 2席

内装

架装標準装備 架装オプション
（ご注文時に申し受けます）

※幼児バス用三角ステッカー、乗車定員ラベルは車両搭載もできますが、登録時、幼児バス用三角ステッカー、    
乗車定員ラベルは必ず貼り付けて受検してください。
●「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。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。
●番号はP3の装備写真の番号と対応しています。

架装主要装備一覧表

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
■リサイクル料金表（単位：円） ※リサイクル料金は'21年7月時点の金額。

標準設定ボディカラー 一覧表
ワゴン コミューター

9,890 1,930 3,670 130 290 15,910
9,470

コミューター

ワゴン 1,930 1,650 130 290 13,470
シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金

資金管理料金車種 合計
リサイクル預託金

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル
預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受
けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

トヨタ ハイエース 幼児バス主要諸元表

エ
ン
ジ
ン

幼児バス用三角ステッカー（4枚）

ボディカラー 〈カラーコード〉
ライトイエロー 〈599〉
ホワイト 〈058〉

タイヤ＆
ホイール

安全性

外装

視界

計器盤・
操作性

ワゴン コミューターワゴン コミューター
（ご注文時に申し受けます）

標準装備 メーカーオプション 販売店装着オプション主要装備一覧表

●装備につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。　●上記以外のメーカーオプションおよび販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。　●「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10%込み）’21年7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。

※2 ※3

※5

※3 ※6

※3 ※6

※3

※7

※8

※2

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）
フルホイールキャップ（スチールホイール用）

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

ヒーター付

助手席

Toyota Safety Sense

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

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

70
195/80R15 107/105N LT

1,560
1,730
4,235
2,285
1,880
5,380
3,110
2,230

6速オートマチック
243（24.8）/4,000
118（160）/5,200

2.693
2TR-FE（2700ガソリン）

6速オートマチック
243（24.8）/4,000
118（160）/5,200

2.693
2TR-FE（2700ガソリン）

4人（大人）＋18人（幼児）
3BF-TRH228B-LETDK
3BF-TRH228B-VTNHTE

4WD

3,150
2,270

300（30.6）/1,000～3,400
111（151）/3,600

2.754
1GD-FTV（2800ディーゼル）

3DF-GDH223B-LETDY
3DF-GDH223B-VTNHTE

 2WD

3,000
2,120

70
195/80R15 107/105N LT

1,385
1,730
3,570
2,105
1,880
4,840

燃料タンク容量 （L）

（kg）
（kg）

N･m（kgf･m）/r.p.m.
kW（PS）/r.p.m.

（L）

タイヤサイズ

室内寸法
（mm）

車両寸法
（mm）

前　後
高　さ
幅
長　さ
全　高
全　幅
全　長

車両総重量
車両重量
トランスミッション
最大トルク〈ネット〉
最高出力〈ネット〉
総排気量
型式

乗車定員
ベース車型式
TECS型式

2,580
2,030

2,470
1,920

3BF-TRH223B-LETDK
3BF-TRH223B-VTNHTE

 2WD

3BA-TRH219W-JDTDK
3BA-TRH219W-VTNHTD

4WD

3BA-TRH214W-JDTDK
3BA-TRH214W-VTNHTD

 2WD
2ナンバー
コミューター

2人（大人）＋12人（幼児）

3ナンバー
ワゴン

66,000円（消費税抜き60,000円）

パノラミックビューモニター

LED式ハイマウントストップランプ

リヤアンダーミラー

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）

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）
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー
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］

ファブリックサンバイザー（運転席・助手席）
リヤルームランプ
アクセサリーソケット（DC12V・120W）
アクセサリーコンセント（AC100V・100W）

スライドドア全開ストッパー

フロントシートシート

室内装備

※9

※6

※11

※10

2スピーカー
AM/FM（AUX端子付）
オーディオレス（カバーレス）
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー

飛沫感染対策セパレーター

ナビ・
オーディオ

フロントエアコン＋リヤクーラー（個別吹出し付）＋リヤヒーター空調

その他

排出ガス浄化スイッチ（触媒浄化用） ディーゼル車

運転席・助手席運転席

2個1個

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］

リヤウインドウデフォッガー（タイマー付）、間欠式リヤワイパー

自動防眩インナーミラー［バックモニター内蔵］

UVカットグリーンガラス（フロントサイド・リヤサイド・リヤクォーター・バックドア）
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付］

ウインドシールドガラス（UVカットグリーン）

37,400円（消費税抜き34,000円）

アウターミラー
電動格納式リモコンドアミラー

デジタル
インナーミラー

（カメラ洗浄機能付）
ドアミラー（運転席側・助手席側）

［バックモニター内蔵（カメラ洗浄機能付）］

リクライニング
シートスライド（運転席）

22,000円（消費税抜き20,000円）※4

55,000円（消費税抜き50,000円）
81,400円（消費税抜き74,000円）
37,400円（消費税抜き34,000円）

9,900円（消費税抜き9,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

●オプション装着により、重量や寸法値が変更になる場合があります。　●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」よりもガソリン車で約15％、ディーゼル車で約5％程度低い値（自工会調べ）となっています。　●“HIACE”“コミューター”“VSC”“TRC”“TECS”はトヨタ自動車（株）の商標です。　●ハイエース 幼児
バス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。　（注）幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。

◆ベース車に標準装備の照明付灰皿は装着されません。また、メーカーオプション設定されているインテリジェントクリアランスソナーも選択できません。
※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。※3.パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー［バックモニター内蔵］、自動防眩インナーミラー［バックモニター内蔵］のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
※4.パノラミックビューモニターを選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。その場合、価格は＜59,400円（消費税抜き54,000円）となります。また、電動格納式リモコンドアミラーは単独装着も可能です。※5.ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメー
カーオプションとなります。フロントアンダーミラーにはヒーターは装着されません。※6.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。※7.120W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。※8.100W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。※9.オーディオレスの場合のみ装着できます。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。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。※10.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。また、リヤフォグランプは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。※11.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
ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください｡

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液（AdBlueⓇ＊）の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

注意：尿素水溶液（AdBlueⓇ）のタンク容量は7.4Lで、1000km走行すると約1L消費＊します。なお、尿素水溶液の残量がなくなると
エンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。＊お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。

高品位尿素水（AdBlueⓇ）はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx
（窒素酸化物）を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。
＊AdBlueⓇは、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

1

幼児用プリントレザーシート（イラスト付）3
折りたたみ式保護者シート（イラスト付）4
シートバックグリップ5

運転席ガード15
電動格納式ステップ16
固定式サイドウインドウ17
非常口解除レバー（警告ブザー付）18

乗降口ハンドレール6
セパレータボード7
カラードサイド＆バックドアトリム（リヤ室内）8
かさ上げフロアボード9
リヤフロアロンリューム10

消火器＆赤旗19
バックブザー20

ラベル
非常口ラベル21
幼児バス用三角ステッカー、乗車定員ラベル ※22

空調 リヤヒーター（フロアセットタイプ）23

傘立て11
メッセージボード12
物入れ（助手席部）13

運転席・中央・助手席
14

運転席のみ
フロアマット
（フロント席用）

イラストシール（動物）2

◆装備ナンバーに色がついているものは、写真・イラストで詳しく説明しているものです。

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。

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

※1

P4P2 P3■HIACE 幼児バス ［2021-07］ 中面3 2021.06.22



2 43

ワゴン
3ナンバー ● 普通免許

大人 人2 幼児 人12

価格表（消費税率 10％）

幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。注

操作がラクな
6速オートマチック。

普通免許で運転できます。

標
準
装
備

架
装
オ
プ
シ
ョ
ン

※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

悪路走行時や急制動時に備え、
幼児の握りやすい位置に設置しています。

※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

ワ
ゴ
ン

2700ガソリン
2WD

4WD

消費税抜き 消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格※2メーカー希望小売価格※1 

〈運転席側〉

〈運転席〉

〈中央〉

〈助手席〉

〈使用例〉

※写真はコミューター

コミューター
2ナンバー ● 中型免許

大人 人4 幼児 人18

※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。詳しくは販売店におたずねください。
●価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’21年7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）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※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。詳しくは販売店におたずねください。
●価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’21年7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）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

コミューター2WD
（3DF-GDH223B-VTNHTE）
ボディカラーはホワイト〈058〉。

ワゴン4WD
（3BA-TRH219W-VTNHTD）
ボディカラーはライトイエロー〈599〉。

photo：

photo：

注 幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。

18 人の幼児を
一度に送迎できます。

価格表（消費税率 10％）

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー

2700ガソリン

2800ディーゼル

2WD

4WD

2WD

消費税抜き 消費税抜き

北海道地区メーカー希望小売価格※2メーカー希望小売価格※1 

ゆとりのシートレイアウトで、
使いやすさに配慮した数々の装備を充実しました。
子供たちの成長のスピードや体格、車内での行動パターンなどのデータを分析し、小さなパーツの一つひとつにまで反映しました。
大型ウインドウを採用した広くて明るい車内と、かわいい動物のイラスト付シートが楽しい雰囲気を演出。
毎日の通園が楽しくなる、幼児専用車両です。

3,545,900 円

3,856,900 円

3,174,545円

3,457,273円

3,223,545円

3,506,273円

3,492,000 円

3,803,000 円

4,023,200 円

4,337,200 円

3,605,455円

3,890,909円

3,657,455円

3,942,909円

4,092,273円

3,966,000 円

4,280,000 円

4,501,500 円4,037,273円4,441,000 円

シートバックグリップ5

幼児シートと対面状態で
着座するため、車内全体が
見わたせ、幼児に目が行き
届きます。
（コミューターは前後2か所
に設置）

折りたたみ式
保護者シート
（イラスト付）

4

幼児の運転席への立ち入りを防ぐため、
運転席の後ろに設置しています。

※写真はコミューター

運転席ガード15

スライドドアの開閉に合わせてステップが自動で
出入りし、乗り降りを容易にします。

※写真はコミューター

電動格納式ステップ16

フロアをぬらさずに、幼児用傘を収納できます。
（傘は装備には含まれません）

※写真はコミューター

傘立て11
愛嬌のある動物が野球をしているイラストシール
です。バスを明るく楽しく演出します。

イラストシール 〈ボディ両側〉2

A4の書類が入る、たっぷりサイズの物入れです。
（ワゴンのみに設定）

物入れ（助手席部）13
※ワゴンは運転席のみの選択も可能です。
※トヨタ純正用品（デラックスタイプ）と同等の商品です。

フロアマット（フロント席用）14

車外へメッセージを伝えます。
スライドドアに装着します。

メッセージボード12

乗り降りに便利なように、乗降口左右の幼児の握
りやすい位置に設置しています。

※写真はコミューター

乗降口ハンドレール6

見晴らしのよい大型ウインドウ。
UVカットグリーンガラスを採用。

固定式サイドウインドウ17
万一の際に、車内外からバックドアを素早く開けられ
ます。警報ブザー付きです。また、車内には消火器
と赤旗を装備しました。

非常口解除レバー（警告ブザー付）18

シートに座ったまま窓からの眺めを楽しめるように、
フロアを一段高くしました。

かさ上げフロアボード9

外装

安全

1席 2席

内装

架装標準装備 架装オプション
（ご注文時に申し受けます）

※幼児バス用三角ステッカー、乗車定員ラベルは車両搭載もできますが、登録時、幼児バス用三角ステッカー、    
乗車定員ラベルは必ず貼り付けて受検してください。
●「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。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。
●番号はP3の装備写真の番号と対応しています。

架装主要装備一覧表

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
■リサイクル料金表（単位：円） ※リサイクル料金は'21年7月時点の金額。

標準設定ボディカラー 一覧表
ワゴン コミューター

9,890 1,930 3,670 130 290 15,910
9,470

コミューター

ワゴン 1,930 1,650 130 290 13,470
シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金 情報管理料金

資金管理料金車種 合計
リサイクル預託金

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル
預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受
けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

トヨタ ハイエース 幼児バス主要諸元表

エ
ン
ジ
ン

幼児バス用三角ステッカー（4枚）

ボディカラー 〈カラーコード〉
ライトイエロー 〈599〉
ホワイト 〈058〉

タイヤ＆
ホイール

安全性

外装

視界

計器盤・
操作性

ワゴン コミューターワゴン コミューター
（ご注文時に申し受けます）

標準装備 メーカーオプション 販売店装着オプション主要装備一覧表

●装備につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。　●上記以外のメーカーオプションおよび販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。　●「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10%込み）’21年7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。

※2 ※3

※5

※3 ※6

※3 ※6

※3

※7

※8

※2

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）
フルホイールキャップ（スチールホイール用）

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

ヒーター付

助手席

Toyota Safety Sense

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

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

70
195/80R15 107/105N LT

1,560
1,730
4,235
2,285
1,880
5,380
3,110
2,230

6速オートマチック
243（24.8）/4,000
118（160）/5,200

2.693
2TR-FE（2700ガソリン）

6速オートマチック
243（24.8）/4,000
118（160）/5,200

2.693
2TR-FE（2700ガソリン）

4人（大人）＋18人（幼児）
3BF-TRH228B-LETDK
3BF-TRH228B-VTNHTE

4WD

3,150
2,270

300（30.6）/1,000～3,400
111（151）/3,600

2.754
1GD-FTV（2800ディーゼル）

3DF-GDH223B-LETDY
3DF-GDH223B-VTNHTE

 2WD

3,000
2,120

70
195/80R15 107/105N LT

1,385
1,730
3,570
2,105
1,880
4,840

燃料タンク容量 （L）

（kg）
（kg）

N･m（kgf･m）/r.p.m.
kW（PS）/r.p.m.

（L）

タイヤサイズ

室内寸法
（mm）

車両寸法
（mm）

前　後
高　さ
幅
長　さ
全　高
全　幅
全　長

車両総重量
車両重量
トランスミッション
最大トルク〈ネット〉
最高出力〈ネット〉
総排気量
型式

乗車定員
ベース車型式
TECS型式

2,580
2,030

2,470
1,920

3BF-TRH223B-LETDK
3BF-TRH223B-VTNHTE

 2WD

3BA-TRH219W-JDTDK
3BA-TRH219W-VTNHTD

4WD

3BA-TRH214W-JDTDK
3BA-TRH214W-VTNHTD

 2WD
2ナンバー
コミューター

2人（大人）＋12人（幼児）

3ナンバー
ワゴン

66,000円（消費税抜き60,000円）

パノラミックビューモニター

LED式ハイマウントストップランプ

リヤアンダーミラー

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）

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）
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー
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］

ファブリックサンバイザー（運転席・助手席）
リヤルームランプ
アクセサリーソケット（DC12V・120W）
アクセサリーコンセント（AC100V・100W）

スライドドア全開ストッパー

フロントシートシート

室内装備

※9

※6

※11

※10

2スピーカー
AM/FM（AUX端子付）
オーディオレス（カバーレス）
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー

飛沫感染対策セパレーター

ナビ・
オーディオ

フロントエアコン＋リヤクーラー（個別吹出し付）＋リヤヒーター空調

その他

排出ガス浄化スイッチ（触媒浄化用） ディーゼル車

運転席・助手席運転席

2個1個

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］

リヤウインドウデフォッガー（タイマー付）、間欠式リヤワイパー

自動防眩インナーミラー［バックモニター内蔵］

UVカットグリーンガラス（フロントサイド・リヤサイド・リヤクォーター・バックドア）
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付］

ウインドシールドガラス（UVカットグリーン）

37,400円（消費税抜き34,000円）

アウターミラー
電動格納式リモコンドアミラー

デジタル
インナーミラー

（カメラ洗浄機能付）
ドアミラー（運転席側・助手席側）

［バックモニター内蔵（カメラ洗浄機能付）］

リクライニング
シートスライド（運転席）

22,000円（消費税抜き20,000円）※4

55,000円（消費税抜き50,000円）
81,400円（消費税抜き74,000円）
37,400円（消費税抜き34,000円）

9,900円（消費税抜き9,000円）

11,000円（消費税抜き10,000円）

16,500円
（消費税抜き15,000円）

●オプション装着により、重量や寸法値が変更になる場合があります。　●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」よりもガソリン車で約15％、ディーゼル車で約5％程度低い値（自工会調べ）となっています。　●“HIACE”“コミューター”“VSC”“TRC”“TECS”はトヨタ自動車（株）の商標です。　●ハイエース 幼児
バス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。　（注）幼児バスの自動車検査証の有効期限は1年です。

◆ベース車に標準装備の照明付灰皿は装着されません。また、メーカーオプション設定されているインテリジェントクリアランスソナーも選択できません。
※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。※3.パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー［バックモニター内蔵］、自動防眩インナーミラー［バックモニター内蔵］のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
※4.パノラミックビューモニターを選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。その場合、価格は＜59,400円（消費税抜き54,000円）となります。また、電動格納式リモコンドアミラーは単独装着も可能です。※5.ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメー
カーオプションとなります。フロントアンダーミラーにはヒーターは装着されません。※6.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。※7.120W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。※8.100W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。※9.オーディオレスの場合のみ装着できます。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。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。※10.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。また、リヤフォグランプは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。※11.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
ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください｡

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液（AdBlueⓇ＊）の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

注意：尿素水溶液（AdBlueⓇ）のタンク容量は7.4Lで、1000km走行すると約1L消費＊します。なお、尿素水溶液の残量がなくなると
エンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。＊お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。

高品位尿素水（AdBlueⓇ）はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx
（窒素酸化物）を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。
＊AdBlueⓇは、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

1

幼児用プリントレザーシート（イラスト付）3
折りたたみ式保護者シート（イラスト付）4
シートバックグリップ5

運転席ガード15
電動格納式ステップ16
固定式サイドウインドウ17
非常口解除レバー（警告ブザー付）18

乗降口ハンドレール6
セパレータボード7
カラードサイド＆バックドアトリム（リヤ室内）8
かさ上げフロアボード9
リヤフロアロンリューム10

消火器＆赤旗19
バックブザー20

ラベル
非常口ラベル21
幼児バス用三角ステッカー、乗車定員ラベル ※22

空調 リヤヒーター（フロアセットタイプ）23

傘立て11
メッセージボード12
物入れ（助手席部）13

運転席・中央・助手席
14

運転席のみ
フロアマット
（フロント席用）

イラストシール（動物）2

◆装備ナンバーに色がついているものは、写真・イラストで詳しく説明しているものです。

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。

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

※1
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■名入れ、架装の指定にご利用ください。

〈ワゴン〉

〈コミューター〉

幼児バス

■ワゴン

寸法図（単位：mm）

1,
38
5（
室
内
高
）

2,
10
5（
全
高
）

4,840（全長）

3,570（室内長）

2,570（ホイールベース）

185
（前後シート間）

■コミューター

寸法図（単位：mm）

1,
56
0（
室
内
高
）

2,
28
5（
全
高
）

5,380（全長）

4,235（室内長）

3,110（ホイールベース）

185
（前後シート間・右側）

175
（前後シート間・左側）

※傘立ては架装オプション。
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400

40
0

400

1,
73
0（
室
内
幅
）

1,
88
0（
全
幅
）

43
0

40
0

57
5 240

400

「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」に対応。
シートバッククッション&プロテクター

標準装備

リヤシートのシートバッククッションにより、
園児がシートにぶつかった際の衝撃を緩和
します。また、運転席の後ろなどにプロテク
ターを設け、最前列に座る園児の安全にも
配慮しています。

平成25年3月に、車両安全対策検討会がまとめ、国土交通省へ報告
したガイドライン。幼児専用車の事故傾向に対処するため、シート
バック後面に緩衝材を装備したり、シートバックの高さを高くして
事故時の衝撃を吸収するほか、最前列の座席前にも緩衝材を取り
付けることが望ましいとされています。

●「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」について

・シートバッククッション

運転席ガード運転席 幼児用シート（イラスト付）

折りたたみ式
保護者シート

電動格納式ステップ

プロテクター

非常口

助手席 折りたたみ式
保護者シート

プロテクター

運転席ガード運転席 幼児用シート（イラスト付）

折りたたみ式
保護者シート

電動格納式ステップ

プロテクター

非常口

プロテクター

・プロテクター（左側最前列）

・プロテクター（運転席側最前列）

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
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 9：00～16：00　  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 ’21年7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。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
HTP11106-2107

https://toyota.jp詳しくは！
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■名入れ、架装の指定にご利用ください。

〈ワゴン〉

〈コミューター〉

幼児バス

■ワゴン

寸法図（単位：mm）
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）
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4,840（全長）

3,570（室内長）
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4,235（室内長）
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※傘立ては架装オプション。
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「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」に対応。
シートバッククッション&プロテクター

標準装備

リヤシートのシートバッククッションにより、
園児がシートにぶつかった際の衝撃を緩和
します。また、運転席の後ろなどにプロテク
ターを設け、最前列に座る園児の安全にも
配慮しています。

平成25年3月に、車両安全対策検討会がまとめ、国土交通省へ報告
したガイドライン。幼児専用車の事故傾向に対処するため、シート
バック後面に緩衝材を装備したり、シートバックの高さを高くして
事故時の衝撃を吸収するほか、最前列の座席前にも緩衝材を取り
付けることが望ましいとされています。

●「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」について

・シートバッククッション

運転席ガード運転席 幼児用シート（イラスト付）

折りたたみ式
保護者シート

電動格納式ステップ

プロテクター

非常口

助手席 折りたたみ式
保護者シート

プロテクター

運転席ガード運転席 幼児用シート（イラスト付）

折りたたみ式
保護者シート

電動格納式ステップ

プロテクター

非常口

プロテクター

・プロテクター（左側最前列）

・プロテクター（運転席側最前列）

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
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 9：00～16：00　  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 ’21年7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。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
HTP11106-2107

https://toyota.jp詳しくは！
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