
スピードひかえて安全運転。シートベルトを忘れずに。
日野自動車株式会社／東京都日野市日野台3丁目1番地1  http://www.hino.co.jp
●本カタログに関するお問い合わせは、お近くの販売会社営業スタッフまたは弊社「お客様相談窓口」へ。

お客様相談窓口　フリーダイヤル：0120-106-558
受付時間：月曜日〜金曜日9：00〜12：00、13：00〜17：00（弊社の休日を除く）
お客様が弊社「お客様相談窓口」をご利用される場合には、お話しいただきました　
内容の確認と折り返しお客様にご連絡させていただく場合のために、録音および　
ナンバーディスプレイを採用いたしておりますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログの内容は2020年4月時点のものです。
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●本カタログの主要諸元表および図等は、標準的な架装例を示すもので、改造申請により法規適合範囲内で自由に選択することができます。詳しくは販売会社営業スタッフにご相談ください。●本カタログの主要諸元および
グラフおよび仕様・装備等は、予告なく変更することがあります。●荷台形状、特別仕様等で車両重量が増加した場合、積載量が変更になることがありますのでご注意ください。●車両の取扱いにあたりましては、取扱説明書等を
よくご覧の上、正しくご使用ください。●本カタログの写真は撮影、印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。また、室内の写真は機能説明のためにボデーの一部を切断したカットモデルです。●上物（ボデー）関係は、
架装メーカーが、お客様の要望と選択によって架装を行う場合がありますので、取扱いおよび、点検整備等につきましては架装メーカーの取扱説明書等による注意事項を遵守してください。●車両の定められた点検整備を確実に
実施して常に良好な状態でご使用ください。●本カタログ掲載の画像は実際の車両と異なる場合があります。
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輸送ビジネスの発展に貢献すること。

その思いが、日野自動車のトラックづくりを支えています。

日野はドライバーの声を聞き、現場を知り、

常にお客様とともにトラックを創造してきました。

その積み重ねこそ、日野の歴史です。

現在、トラック業界は、コスト削減、人材確保、

安全対策など、様々な課題を抱えています。

日野プロフィアは、一つ一つの課題に対する、

解決策を備えています。

輸送を担う誇りを生み、ビジネスを着実に成果へと導く、

日野のフラッグシップモデルとして。

これからもお客様とともに、走り続けます。

人と 、社 会 と 、
そ の 先 へ 。

Photo : FW　ウインドデフレクター＋サイドデフレクター、メッキフロントグリル、アルミホイール、左後側方視界補助カメラ、室内モニターはオプション。■写真は合成です。 32



常識にとらわれず、
圧倒的な存在感を追求したエクステリア。
乗ることに、そして所有することに、誇りと喜びを。

 Photo : FW　ハイルーフ、サイドデフレクター、メッキフロントグリル、メッキコーナーパネル、アルミホイール、左後側方視界補助カメラ、室内モニターはオプション。■写真は合成です。 54



操作性も、居住性も、デザイン性も、
一切妥協のないインテリア。
より多くのドライバーに、今までにない満足感を。

Photo : FR　室内モニター、リモコン式鏡面調整＋ヒーター付バックミラー、アクセサリーソケット（12V）、充電専用 USB ソケット、ETC 車載器、メッキインサイドハンドルはオプション。
■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。 76



運転時はもちろん、
休憩時の快適性も徹底的に追求。
幅広いドライバーが、いきいきと働ける環境を目指して。

Photo : （左）FR　カーテンレール（ラウンド＋センター＋リヤ）、メッキインサイドハンドルはオプション。
（右）FW　室内モニター、シートヒーター、アクセサリーソケット（12V）、充電専用 USB ソケット、ハイルーフ、
ETC 車載器、メッキインサイドハンドルはオプション。
■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。 98



9Lエンジン

燃 費 性 能

より多くのドライバ ー が、
燃 料 の 消 費 量 を 減ら せるように 。

ダウンサイジングにより、9Lエンジンはパワーと省燃
費を高次元で両立させています。2段過給ターボ、
そして空冷インタークーラー2基を搭載し、小排気量
ながら高出力・高トルクを実現。Pro Shift搭載車
は燃費基準＋10％を達成しています。燃料消費量
の削減と収益の向上に貢献します。

輸送能力の向上と燃料費の
削減に、同時に貢献。

9Lエンジン

2段過給ターボ搭載＊燃費基準、エンジン型式は主要諸元表または販売会社にてご確認ください。

最高出力 最大トルク

9L

最高出力 最大トルク

E13C

A09C

よりパワフルなE13Cとより軽量なA09Cもラインアップ。

～～  1,177N・ｍ
(120kgf・m）/1,100rpm

 1,765N・ｍ
(180kgf・m）/1,100rpm-1,400rpm

 1,569N・ｍ
(160kgf・m）/1,100rpm-1,600rpm

221kW
(300PS）/1,800rpm

279kW
(380PS）/1,700rpm

265kW
(360PS）/1,800rpm

～302kW
(410PS）/1,700rpm

331kW
(450PS）/1,700rpm

2段過給ターボ搭載

～ 1,961N・ｍ
(200kgf・m）/1,100rpm

 2,157N・ｍ
(220kgf・m）/900rpm-1,300rpm

空冷インタークーラー2基搭載
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9Lエンジン性能曲線

■車載式故障診断装置（J-OBDⅡ）を搭載したモデルです。

 Photo : FW　ウインドデフレクター＋サイドデフレクター、メッキフロントグリル、アルミホイール、左後側方視界補助カメラ、室内モニターはオプション。■写真は合成です。
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オートモード中もマニュアル操作で
最大2段飛びシフト。さらなる低回転加速を実現。

新9Lエンジンと組み合わせる高速走行域向けのデフレシオをオプション
設定。平坦路を高速走行することが多い場合、力強い走りを損なう
ことなく、ランニングコストの抑制に貢献します。より燃費を重視した
デフレシオやより動力を重視したデフレシオも選択できます。

Pro Shift

目指したのは、優良ドライバーのような省燃費走行の実現。
12段のギヤを駆使した、きめ細かな低回転変速を自動で行い、経験の浅いドライバーでも優良ドライバーのようなシフトチェンジが可能です。
9Lエンジンとの組み合わせにより、燃費の向上に貢献します。

排気ガスをクリーン化するために、尿素SCR※2で排気ガスに尿素水を
噴射し、NOxを窒素と水に分解します。その際、システム制御の最適化に
より、尿素水（AdBlue®※3）使用量の増加を最小限にとどめ、ランニング
コストの抑制に貢献します。DPRは高耐熱セラミックフィルターや吸気
スロットルなどを採用し、排出ガスの温度が低い状態でも安定したPM
再生性能を実現させています。

尿素の使用量を抑制し、
ランニングコストの抑制に貢献。

※1 Diesel Particulate active Reduction systemの略。“DPR”はトヨタ自動車（株）の商標です。
※2 Selective Catalytic Reductionの略。
※3 AdBlue®はVerband der Automobilindustrie e.V.（VDA:ドイツ自動車工業会）の登録商標です。

Pro Shiftの主な機能

「日野エコラン」と連動し、
低回転シフトによる燃費向上に貢献。

補助ブレーキレバーで車速に応じて
自動シフトダウン。エンジンリターダー力が増幅。

アクセル操作のみによる自動発進。 ギヤセレクターを「SLOW」にするだけで、
より容易に微速走行。

「ECO」モードの場合、
E-COAST制御により、燃費向上に貢献。

アクセルペダルを奥まで踏み込むと
1段シフトダウン（キックダウン制御）。 万一「Pro Shift」に故障が起きた場合、車両の緊急移動が可能。

尿素SCRは、排気ガス
に含まれるNOxを水と
窒素に分解。

前段酸化触媒

尿素SCRDPR

DPR
フィルター

SCR触媒

尿素水（AdBlueⓇ ）
噴射装置

尿素水（AdBlueⓇ ）

尿素タンク

後段酸化触媒

尿素消費量は、前任車比較
で1％程度増加します。

尿素タンク
容量：28L

窒素酸化物が
含まれた排気ガス

窒素＋水

スタックダクト

吸気口をルーフ上に設置し、側面吸気
にしています。ホコリや雪がつまりにくく、
エンジンに効率良くより低温の空気を
導入し、 燃費の向上に貢献します。 

燃費の向上を目指し、
より低温の吸気を追求。

デフレシオ（FW1A Pro Shift 搭載車）

エアクリーナ

9Lエンジンと組み合わせる高速走行域向けのデフレシオをオプション
設定。平坦路を高速走行することが多い場合、力強い走りを損なう
ことなく、省燃費に貢献します。より燃費を重視したデフレシオやより
動力を重視したデフレシオも選択できます。

エアクリーナの形状と、ろ紙の種類を改良。サイズをコンパクトにしながらも、
ろ過面積を増やすことにより、吸気効率をアップさせ、燃費向上に貢献します。

Pro Shift 搭載車の力強い走りと
省燃費走行をサポート。

省スペースながら効率的な吸気で省燃費に貢献。

6MT・7MT

9L エンジンの性能を最大限に引き出します。力強い走りと省燃費走行の
両立を実現し、輸送能力の向上と燃料費の削減に貢献します。

パワーと燃費を両立させるマニュアルトランスミッション。
シフトパターン

7MT 6MT

R

1

2

3

4

5

6

N

R

1

2

3

4

5

6

7

N

OPTION

＊一部の車型には、9MTを設定しています。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

DPR ＋尿素SCR

＊故障の状況によって異なります。

※1 ※2

省スペース
吸気効率アップ

省燃費

燃 費 性 能

9Lエンジンのために、トランスミッションは、
Pro Shift、そして6MT・7MTをラインアップ。
収益に貢献する燃費性能を余すところなく引き出します。

作動イメージ

Photo : FW　アクセサリーソケット（12V）、充電専用 USB ソケット、ETC 車載器、室内モニターはオプション。
■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。■写真は合成です。 1312 13



燃 費 性 能

空力改善

キャブ形状、メーカーオプション、トランテックス架装を組み合わせ、
高速走行時の燃費向上を図る仕様を用意。空気の流れを徹底的に
検証し、フロントパネル、ウインドデフレクター、サイドデフレクター、
フロントエアスポイラー、荷台後端絞り※など、細部にまで工夫を施し
ています。

GPSから受信した自車位置より、内蔵されている全国の主要な道路の
情報から、進路の勾配情報をリアルタイムに構築。この情報により、スキャ
ニングクルーズ走行中、大きく減速する勾配が長距離続くと判断した場合
には通常より早くシフトダウンを行います。再加速時の燃料消費を抑え、
燃費向上を支援します。

E-COAST

道路勾配先読み制御

空気抵抗の低減により、
高速走行時の省燃費に貢献。

事前に勾配を判断し最適なギヤを選択。
さらなる燃費向上をサポート。

OPTION

省燃費運転ができているかどうかを表示。
エコランプ

燃料をさらに節約するために、
惰性走行も有効活用。

ドライバーが初心者の場合も
燃料費削減に貢献。

日野エコラン

「ECO」モードの状態でアクセルをOFFにすると、惰性走行状態を
検出し、自動的にクラッチを切ります。これにより惰性走行距離を延
ばし、Pro Shift 搭載車の燃費向上をサポートします。

燃費効率の悪いアクセルワークを制御します。中速ギヤの馬力制御、
アクセルファジー制御に加え、低・高速の馬力制御により、優良ドラ
イバーのような省燃費走行をサポートします。

走行状態に応じてメーターの背景色が変化。模範的な省燃費走行をサポートし、ドライバーが初心者の場合も燃料費削減に貢献します。

ECO走行状態

車速、エンジン回転、アクセル開度、アイドリング時間などを観測。設定
の上限値を超えた場合、表示と警報でドライバーに知らせ、省燃費
走行の定着に貢献します。

マイドライブマスター

表示と警報で、
省燃費運転をサポート。

♳ フロントパネル
♴ ウインドデフレクター
♵ サイドデフレクター
♶ フロントエアスポイラー
♷ 荷台後端絞り※

※トランテックス仕様。但しVQに設定なし。

アクセル警報 アクセル警報

車両加速度を観測して燃費に不利なアクセル
ワークに対し警告します。

エンジン回転を観測してシフトアップを促します。

車速警報

車速を観測して減速を促します。

アイドリング警報

アイドリング停車時間が長時間の場合アイドリ
ングストップを促します。

アクセル警報 シフトアップ警報

エコツリーレポート

車両別の運転評価、輸送効率の指標から安全装置の作動履歴まで、収益の向上につながる多彩なデータをご提供します。
効率をより的確に表せる「トン・キロ」燃費のほか、燃料や尿素水の使用量、車間距離などの数値項目を満載しています。

車両のデータから省燃費運転の診断レポートを作成。

運転評価

OPTION

OPTION

OPTION

トランテックス仕様

運転の改善ポイントが分かります

車間距離が
分かります

車両レポート

車間距離

「トン・キロ」
燃費が

分かります

主な黄緑色点灯条件
■低アクセル・エンジン回転数低回転 
■アイドリングストップ作動中
■クルーズ走行中（最適ギヤ段走行中） 
■E-COAST作動中
■惰性走行中

主な青色点灯条件
■エンジン始動中（アイドリング中）
■アクセル開度大
■グリーンゾーンを外れた高回転域を使用しての走行
■マイドライブマスターによる警報作動中
■車速約80km/h以上で走行中

エコツリー

ドライバーにエコ運転への意識を啓発するシステムです。ドライバーの
運転の癖をフィードバックしながら、より省燃費な運転の定着に貢献します。

運転履歴のデータをもとに、
より省燃費な運転に貢献。

運転の仕方で葉が増減します。

♴

♵

♷

♶

♳

■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。画面は、変更になる場合があります。　

スキャニングクルーズ走行中

主要道路情報から勾配ポイントを推定

定速走行 シフトダウン 再加速時の
燃料噴射分

を軽減

Pro Shift12搭載車に標準装備

作動イメージ

1514



積 載 性 能  /  架 装 性 能

一 度 に 運 べる量 は 、
まだ 増 や す 余 地 が あります。

シャーシ重量軽減

A09C エンジン搭載位置

排出ガス規制に対応しながら、9Lエンジン搭載車は軽量化を達成し、
それに伴い積載量がアップしました。効率的な運搬により荷役回数
を低減できれば、ドライバーの負担軽減に貢献することができます。

エンジンの搭載位置を架装という視点から検証し、トランスミッ
ションの突出量を抑え、キャブバックの架装スペースを拡大。架装性
が向上し、イニシャルコストの低減に貢献します。

エンジンの軽量化により、
積載量のアップを実現。

エンジン搭載位置を最適化し、架装性が向上。

トランテックス製VQ ウイング車

ウイングボデーも軽量化し、
積載量が約400kgアップ。

積載量
約13,500kg

積載量
約13,900kg

新型FW1A 380PS

積載量
++約400kg

前任車FW1E 380PS
改良箇所

アルミと樹脂を採用し、ウイングボデーを軽量化。9Lエンジン車では、
エンジンの軽量化と合わせ、積載量が約400kgアップしています。
パレット輸送化などによるドライバーの荷役負荷の軽減に寄与します。

ウェブフレーム化

架装や補機などの装着を容易にするため、フレーム上面をフラット
化し、規則的な配置のグリッドホールを採用。様々な架装に対応し、
納期の短縮にも貢献します。また、サイドレールの黒皮※除去と粉体
塗装により、防錆力がアップしています。
※ 熱間圧延時にできる鋼材表面の酸化被膜。

様々な架装に柔軟に対応できる
フレーム構造を採用。

リヤエアサスペンション

構造の改良に伴い、架装性が向上。

リーディング・トレーリング方式を採用。後軸前側のスペースが
広くなり、架装物や補機などを装着できる自由度が増加しました。
重量の軽減により、軽量化にも貢献しています。

スペース確保

■写真は合成です。

■写真はイメージです。■写真はイメージです。 ＊対象はFW、FSです。
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■写真はイメージです。

予防安全｜事故を未然に防止するために。予防安全｜事故を未然に防止するために。

経過時間

衝突回避・
被害軽減

衝突の
可能性高

衝突の
可能性あり

PCS（歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ）作動イメージ

先行車・
歩行者検知

画像センサー

ミリ波レーダー

警報ブザーとディスプレイ表示で
危険をお知らせ

先行車・
歩行者検知

動画はこちら

PCS ※1（プリクラッシュセーフティシステム　歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ）

国内大型トラック初 ※2

■PCSは、対車両は自車速度約10km/hから作動、対歩行者は自車速度約12～80km/hで作動します。また、道路状況、車両状態、天候状態および
　ドライバーの操作状態などによっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。■数値は社内測定値。

Pro Shift12搭載車に標準装備

ミリ波レーダーで先行車を検出し、適切な車間距離を自動的に維持するクルーズコントロール機能がさらに進化。約35km/h~ 約90km/h域で
の車間制御に加え、0km/h~ 約35km/h域での渋滞追従機能を追加。さらに、先行車の停車状況に応じたブレーキ保持機能や、先行車の発進
後にリジュームスイッチまたはアクセル操作で再発進する機能も追加しました。

動画はこちら

スキャニング
クルーズⅢ

スキャニング
クルーズⅡ

無 事 故 日 数 の 継 続 に 向 けて 、
できることを 。

ミリ波レーダー＋画像センサー

距離認識に強いミリ波レーダーに加え、形状認識に強い画像セン
サーを装備。様々な対象や状況の検知精度がより向上し、衝突事故
のリスクの低減に貢献します。また、荷主様の安心感を高めること
にも寄与します。

前方のWチェックにより、予防安全性能が向上。

安 全 性 能

スキャニングクルーズⅢ

車間距離を自動制御し、渋滞による運転の負担軽減に貢献。

衝突時の速度を抑え、衝突被害の軽減に寄与するPCSが、ミリ波レーダー＋画像センサーにより、停止車両に加え、静止歩行者の検知も可能になりました。
国内大型トラック初※2の技術です。トラックの衝突・追突事故の抑制に貢献します。

※1 “PCS”はトヨタ自動車（株）の商標です。　※2 2017年3月時点。自社調べ。　＊PCSはドライバーの安全運転を支援する機能です。システムを過信せず、安全運転を心がけてください。
＊ミリ波レーダーは、動物、立木など金属以外のものは検知できません。また、自転車、オートバイなどは金属製でも障害物として検知できないことがあります。＊詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

停止車両や歩行者まで検知し、衝突回避を支援。

❷減速制御

先行車検出

約80　　
km/h

約70　　
km/h

約70　　
km/h

❹加速制御

先行車離脱

❸追従制御

先行車なし

約80　　
km/h

❶定速制御

約70　　
km/h

約70　　
km/h

約70　　
km/h

約70　　
km/h

約80　　
km/h

ステアリングスイッチで各種設定
を簡単に行えます。

※その他の組み合わせは、スキャニングクルーズⅡが標準装備となります。また、時速約30km/h以下でキャンセルになります。＊自動車専用道路でご使用ください。＊道路状況、天候状態によっては作動しない、　
　または作動が遅れる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。＊詳しくは取扱説明書をご覧ください。

作動イメージ 

❺渋滞追従・停車保持制御

約35　　
km/h

0
km/h

発進/
追従

発進約35　　
km/h

0
km/h

※

❻発進制御 / 追従制御
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ブレーキを踏まない場合に減速［自動（被害軽減）ブレーキが発動］

サポカー：経済産業省・国土交通省や自動車
関係団体では、高齢運転者を含めた全て
の自動車運転者による交通事故の発生
防止・被害軽減対策の一環として、自動

（被害軽減）ブレーキなどの先進安全
技術を活用した一定の運転機能を備えた
車を「安全運転サポート車（サポカー）」
と称してその普及に取り組んでいます。



■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。　

タイヤ空気圧モニタリングシステム  
         (TPMS) OPTION

車両ふらつき警報車線逸脱警報

時速約60km/h以上で走行時、操舵角センサー
がハンドル操作のふらつき具合の増大を検知
すると警報を発し、ドライバーに休息を促します。
警報が続くと、PCSの作動を早めます。

走行車線からの逸脱を画像センサーがとらえ、警報によってドラ
イバーに注意を喚起。接触事故などの未然の防止に貢献
します。

車両のふらつきを検出し、警報で注意を喚起。走行車線から車両がはみ出すと、警報で注意を喚起。 

音声ガイド 

初心者のドライバーなどにはブザーだけでは分かりづらい指示を
音声で具体的にガイド。トラブル発生時に適切に対応できるように
サポートします。

音声の案内で、トラブル発生時の対応をサポート。

＊条件によっては、ドライバーの運転姿勢・顔向き・まぶたの開閉についてドライバーモニターが正常　
  に判定できず、警報機能が正常に作動しないことがあります。　＊詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

対向車

先行車

安 全 性 能

ドライバーモニターⅡ

LEDの点灯と消灯を細やかに制御し、先行車、対向車に光が当たる箇所だけを自動的に遮光。
夜間の走行でハイビームを使用しやすくなります。また、夜間の歩行者を発見しやすくなり、「ヒヤリ」の低減に貢献します。

ドライバーの運転姿勢・顔向きやまぶたの開閉状態
などをモニターカメラで常時確認し、前方への注意
不足を検知すると警報で知らせます。さらに、より顔
を認識しやすい場所にカメラがあるので検知能力
が向上。前方不注意による事故防止に役立ちます。

ハイビームを自動制御し、夜間の安全運転をサポート。

わき見やまぶたの開閉など、検知能力が向上。

左後側方視界補助カメラ

運転席から視認しづらい
左後方から左側方の広い
範囲を表示し、左折時、発
進時のよりスムーズな状況
確認に寄与。死角の最小化
により、安全運転に貢献し
ます。

左後側方の死角を最小化し、安全な左折をサポート。
室内モニター トランテックス製VQウイング車は標準装備

左後側方視界補助カメラと
バックアイカメラからの映
像を表示（PCS 作動時は
PCS警報※を表示）。見や
すい位置に首振りが可能
です。
※PCS警報画面は日野ライン装着品の

室内モニターの場合のみ表示可能。

左後側方や後方の安全確認がより簡単に。

可変配光型LEDランプ 

運転姿勢・顔向き検知 まぶたの開閉状態を検知

ドライバーがまぶたを閉じている状態が続くドライバーがわき見をしている

警報音

警報音の周波数をシニアドライバーにも聞き取りやすい音域まで
拡大しました。どの年代にも聞き取りやすい設定により、安全運転を
サポートします。

より聞き取りやすい警報音を目指し、音域を拡大。

1050Hz 1800Hz 3100Hz

前任車

(

高
音
域)

(

低
音
域)

新型車

シニアに聞き取りやすい
低音域側を拡大

エコツリー

マルチインフォメーション

経験の浅いドライバーやシニアドライバーも安心して運転できるよう、故障、警報を始め、
安全運転やエコ運転の支援など豊富な情報を的確に伝達するクラス最大級の7インチ大型ディスプレイを採用しました。

様々な情報を提供し、状況に応じた最適な運転をサポート。

OPTION OPTION

ピピッ！

画像センサー 液晶表示
車両前方の画像
センサーにより車
線を識別。

車線を逸脱すると
表示と警報により
注意喚起。

車線検知 警報作動条件
（装着法規要件の新基準に適合）

時速約 60km/h 超・曲線約
R250m 以上で作動。タイヤ
外側逸脱量約 0.3mを超える
手前で警報。

正常運転

作動イメージ １ 作動イメージ 2

※国内大型トラック初

※2017年3月時点。自社調べ。　＊道路状況、車両状態、天候状態によっては作動しない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。＊詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

左右指向性警報音で、注意を向ける
べき方向が判断できます。

動画はこちら

動画はこちら

動画はこちら

動画はこちら

クルーズ設定 クルーズ補助ブレーキ
開始車速設定

安全運転支援

エコ運転支援警報表示システムチェック

タブ、時計表示部

メイン表示部

シフト関係
インジケータ表示部

ゲージ
ウォーニング表示部

オド、アワーメータ
インジケータ表示部

カレンダー表示部

＊すべての注意、指示を音声でガイドする機能ではありません。

左後側方視界補助カメラ

＊道路状況、車両状態、天候状態によっては作動しない場合があります。
   詳しくは、販売会社にお問い合わせください。＊詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

＊道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態などによっては、作動しない場合があります。
　詳しくは取扱説明書をご覧ください。

正常運転 不自然な運転動作や緩慢な操舵を検知

ピピッ！ ピピッ！

液晶表示
緩慢な操舵を検知すると、
表示と警報により注意喚起。

作動イメージ作動イメージ

警報

＊道路状況、車両状態、天候状態によっては作動しない場合があります。
   詳しくは、販売会社にお問い合わせください。＊詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

全車標準装備

作動イメージ

見通しの悪い交差点などで、前側方から接近してくる車や自転車などの
移動物を監視。衝突の可能性が高い場合には警報音でドライバーに注意を
促します。右左折時の出会い頭など、より一層の注意を払う場面でのドライバー
の安全確認をサポートします。

サイトアラウンドモニターシステム

前側方から接近する移動物を監視して
出会い頭での注意を喚起。

動画はこちら
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衝突安全｜万一の場合、被害を最小化するために。衝突安全｜万一の場合、被害を最小化するために。

ブレーキング開始
ABS装備車

ABS非装備車

ブレーキング開始

安 全 性 能

アンダーランプロテクター

乗用車との衝突時、乗用車の車体下への潜り
込み防止に貢献します。フロントとリヤに装備し、
万一の際に、乗用車側の衝撃吸収機能を有効
に働かせることにより、とくに相手方の被害を
軽減する役割を果たします。

＊アンダーランプロテクターは乗用車などの相手車両が、トラック前部
または後部に潜り込むことを完全に防止するものではありません。 

＊写真は機能説明のために合成したものです。

乗用車と衝突した際、
相手の被害の軽減に貢献。

SRSエアバッグ※1※2 プリテンショナー付シートベルト

衝撃吸収機能付ステアリング＆
可倒式ステアリングコラム

ドアビーム※3

※1 SRSエアバッグは、シートベルトを補助する乗員保護装置です。安全のためには正しい姿勢
で正しくシートベルトを着用することが前提となります。SRSエアバッグは衝突時の衝撃が
弱い場合、追突された時、横転時などの条件下では作動しません。

※2 写真はイメージです。機構説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。
※3 写真は機構説明のためにドアの一部を切断し、着色したものです。

イージスキャブ

高剛性キャブを始め、SRSエアバッグ※1、プリテンショナー付シートベルト、衝撃吸収機能付ステアリング＆
可倒式ステアリングコラム、ドアビームなどの衝突安全性を高める機構を備えたキャビンの総称です。

事故が起きても、ドライバーをしっかり守る装備が充実。

ミラー

運転席右側にアンダーミ
ラーを配置し、死角を減
少させるとともに、ミラー
自体が前方視界を遮らな
いように、適切に配置して
います。

カーブでの車線からのはみ出し（ドリフトアウト）や横転、滑りやすい
路面でのスリップやスピンなどの抑制に寄与するため、警報音、
エンジン出力制御、ブレーキングにより、ドライバーの危険回避操作
をサポート。精神的、肉体的な負担の軽減に貢献します。

※ABSは標準装備です。リターダーには、エンジン・トランスミッションによってオプションと標準装
備の設定があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＊写真は機能説明のために着色したものです。　　　

リターダー

ミラー位置を最適化し、視界を良好に。

滑りやすい路面やカーブでの事故の抑制に貢献。

ランプ類

LEDヘッドランプを全車に標準装備。暗くなると自動的に点灯し、夜間の視認性をよりアップさせます。
またテール/ストップランプにLEDを採用した3連リヤコンビランプにより、後続車などからの被視認性も向上。
キーオンと同時に常時点灯するデイライトにより、昼間の安全な走行もサポートします。

車外が暗くなるとヘッドランプが自動で点灯。

リターダー/ABS ※VSC ※（車両安定制御システム）

長い下り坂などでフットブレーキのサポートに有効な永久磁石式リ
ターダー、滑りやすい路面でのブレーキング時にタイヤロックを防ぎ、
ハンドル操作による危険回避をサポートするABSが、車両の制動を
より安定させます。

確実で安定した制動により、安全運転をサポート。

ABS制御
■図はイメージです。

■写真はイメージです。

 VSCにより、
車両の

横転抑制に寄与

  VSCにより、
車両のドリフト

アウト制御に寄与

 VSCにより、
車両の

スピン制御に寄与

■図はイメージです。

非装備車 非装備車

非装備車
装備車 装備車 装備車

可変配光型LEDヘッドランプ LED3連リヤコンビランプ

上方20°

上方下方
視界

下方25°
45°

下方視界の良好性

上方約20°

上方下方
視界

下方約25°
約45°

下方視界の良好性

下方視界

ダッシュボードに実用的な
トレースペースを確保し
ながら、安全運転に貢献
する良好な視界を追求し
ています。

下方を視認しやすく、「ヒヤリ」の低減に貢献。

■図はイメージです。

※“VSC”はトヨタ自動車（株）の商標です。　＊車両の速度がVSCの制御の限界を超えているとき、　
　積荷の積み方が適正でないとき、また道路状況、天候状態などによってはVSCが作動しなかったり、　
　作動してもその効果が十分に得られない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

■写真はイメージです。

■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握した上で法定速度を守った安全運転を心がけてください。各安全装備・システムの性能には限界
がありますので、各安全装備・システムだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。各装備・システムはドライバーの安全運転の支援が目的であり、それ自体で
事故や衝突を防止および回避するものではありません。また、装備・システムを過信せず、体調不良を感じた時等、正常な運転が困難な場合にはすみやかに安全な
場所に停止してください。■各安全装備・システムについての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
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シート

高機能シート（減衰力を調整可能）
は、人間工学に基づき、シートの
構造を見直しました。肩甲骨や骨盤
の付近を面で支え、有効クッション
長を伸ばし、疲れにくく、安定した
着座姿勢の確保に貢献します。様々
な用途に合わせて表皮が選択可
能な、標準シートも設定。

目指したのは、
疲れにくい商用車
トップレベルの座り心地。

合皮+ファブリック

高機能シート 標準シート

キャブサスペンション

左右振動とボトミングショックの低減により、乗り心地を向上させました。
フロントとリヤそれぞれの特性を考慮し、きめ細かな調整を施して
います。長距離運転の際に感じる疲労の軽減に貢献します。

レンジの切替、各種モードへの切替、ギヤの UP/DOWN などが、手元で行えます。運転が楽になり、ドライバーの疲労の軽減に貢献します。

やさしい乗り心地で、長距離走行の疲労軽減に貢献。

ドライバー席パッケージング

様 な々体格のドライバーが
快適に運転できるように設計。

アシストグリップ・ステップ

無理のない姿勢で楽に乗降でき
るように、アシストグリップの形状
を直線化。さらに、ステップのピッチ
を最適化し、面積を拡大。小柄な
ドライバーやシニアドライバーに
もうれしい装備です。

ペダル類やヒップポイントなどを
見直し、ドライビングポジションの
調整幅を拡大。小柄なドライバーも、
大柄なドライバーも、様々な体格
のドライバーが長時間運転しても
疲れにくい姿勢をサポートします。

小柄なドライバーも、楽に
乗降できるように設計。

ファブリック
（ブラウン）

ファブリック
（ブラック）

PVC
（ブラック）

Pro Shift

運転の負担を軽減するために、様々な操作を手元で手軽に。

� ギヤセレクター
ダイヤルを回すだけで、N、D、R 
のレンジ切替、D、Rの「SLOW」
モードへの切替が行えます。

ʙ シーケンシャルレバー
オート/マニュアルのモード切替、
ギヤのUP/DOWN 操作が手元
で行えます。

� キックダウン制御
周囲の状況に合わせた素早い
シフトダウンが可能となり、安全
性の向上に寄与します。

フロント リヤ

窮屈に感じない

足
が
届
き
や
す
い

＊シートの設定は車型によって異なります。
　詳しくは別冊の標準装備・オプション一覧をご覧
　いただくか、販売会社にお問い合わせください。

�

�
ʙ

コンビネーションメーター スイッチ操作パネル

ユニバーサルデザインを取り入れ、速度計、エンジン回転計をそれぞ
れ大径化するとともに、メーター内の文字を拡大。また、マルチインフォ
メーションを7インチに大型化。運転のストレスをさらに軽減し、シニア
ドライバーにも見やすいメーターを目指しました。

ドライバーのストレスや疲労をさらに軽減するため、運転時や停車時
など、操作シーンごとにスイッチをゾーン配置しています。また、センター
クラスターのスイッチ類をドライバー側から隙間なく配置し、夜間照明
付スイッチを拡充するなど、きめ細かな配慮を行っています。

ユニバーサルデザインを採用し、視認性が向上。 操作シーンを想定した配置で、操作性が向上。

ステアリングスイッチ 空調コントロールスイッチ

シニアも、女 性も、若 者も、
幅 広 いドライバ ーに 働きや すく。

ステアリングから手を離さず
マルチインフォメーション
操作やクルーズ操作、さらに
ハンズフリー通話、オーディオ
操作が可能。視線を大きく
動かす必要がなく安全性の
向上にも貢献します。

操作性のさらなる向上を目
指し、ダイヤル式のコントロール
パネルを採用。フルオートエア
コン仕様は直感的に操作でき
るように機能ごとにスイッチを
集約したデザインです。

ステアリングを握ったまま、各種の操作が可能。 運転中に直感的に操作できるようにデザイン。

快 適 性 能

運転・停車時使用 停車時使用運転時使用

Photo : FW　リモコン式鏡面調整＋ヒーター付バックミラー、アクセサリーソケット（12V）、充電専用 USB ソケット、ETC 車載器はオプション。
■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。■写真は合成です。
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ドアトリムポケット シフトトレーインパネポケット大型フラットトレー

ハイルーフ収納　ハイルーフ室内のフロントとサイドには大容量の収納スペースを設定しています。

ベッドスペース

ベッドは、クッション感のある厚さ44mm の素材を採用。心地良く
身体を休めることができ、長距離運転の疲労の軽減に貢献します。
運転席側には、便利なクォータトリムポケットを設定しています。

ベッドのクッション感を高め、休息をより快適に。
LED 室内灯

デザイン性やスペース効率に優れ、フロア全体が均一に明るくなる
LEDを採用。明るさの調節が可能で、夜間の文字の読み書きも快適です。
省エネかつ長寿命のため、経費の削減にも貢献します。

室内が明るく、広くなり、夜間の書類作成も快適。

収納スペース

多種多様な荷物が収まる形状とレイアウトを追求し、収納量と使い勝手を向上させています。
ドライバーが自分の部屋にいるかのように、快適に過ごせることを大切にしました。

場所が増え、サイズも拡大し、使い勝手が向上。

クォータトリムポケット

枕元を収納として活用できます。

スマートフォンやタブレットの音楽を
再生できます。
＊一部機種には対応していません。

USB付オーディオ
24V 電源を標準装備。12V 電源も
オプションで選択できます。

アクセサリーソケット

各種ソケット

充電専用USBソケットをオプション設定し、スマートフォンやタ
ブレットの充電に対応。また、オーディオにUSB、Bluetooth®
を装備し、スマートフォンやタブレットの音楽再生が可能。さらに、
アクセサリーソケットを設け、24V電源を標準装備。市販されて
いる電源ソケット付の各種用品に対応しています。

スマートフォンの充電や音楽再生が気軽に。

充電専用USBソケット
2.1A出力でスマートフォンやタブレッ
トを充電できます。

OPTION

＊安全のため走行時には、物を置かないでください。

＊安全のため、運転中はスマートフォンやタブレットを操作しないでください。
＊オーディオのUSBポート出力は0.5Aです。
   スマートフォンやタブレットの機種によっては充電できない場合があります。

快 適 性 能

室内移動性

車内を移動しやすくするため、Pro Shift車はギヤセレクター、パーキ
ングブレーキレバーをインパネに移し、フロアトンネル部をフラット化。
また、ハイルーフは、2,030mmの内寸高を確保。フロアトンネル上でも
立ち上がることができ、着替えの際などのストレスを軽減します。

フロアトンネル部をフラット化し、
車内の移動がスムーズに。

ドライバーにとって、車内は、職場。
始業から終業まで、
一日を快適に過ごせる環境を追求しています。

Photo : FW　室内モニター、シートヒーター、運転席＋助手席＋センタースピーカー、アクセサリーソケット（12V）、充電専用 USB ソケット、
カーテンレール（ラウンド＋センター＋リヤ）、ハイルーフ、ETC 車載器、メッキインサイドハンドルはオプション。
■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。 2726



整 備 の 質 を 損 な わ ず に 、
整 備 費 を 抑 えることは 可 能 で す。

メンテ ナンス

■写真は合成です。

ドア見切りまですべて開き、整備性が向上。
フロントリッド

ドア見切りまですべて開く大型タイプ。点検整備がやりやすい構造です。
フロントリッドを開けるだけでドアハーネスにも手が届くなど、多くの整備
を行うことが可能となっています。

大型タイプを採用するとともに、
位置を高めに設定。手の届く
範囲が広く、拭き残すスペースが
狭くなり、気持ち良い視界の確保
に貢献します。

窓拭きステップ（ハイキャブ）

フロントウインドの拭き上げが、より簡単に。

＊安全確保の観点から、作業を行う際はグリップを　
   握ってください。

燃料タンク

密閉キャップ化により、燃料漏れ（タレ）
を防止します。食品関係の輸送といった、
衛生面で細心の注意が必要な場合などに、
とくに効果的です。また、キー付キャップと
なったことにより、燃料の盗難も防止できます。

燃料の漏れ・盗難の防止が、より効果的に。
ウォッシャタンク

ウォッシャタンクは大型注入口を採用
し、ウォッシャ液が注入しやすくなりま
した。整備性を向上させるための工夫
の一つです。

ウォッシャ液の補充作業がしやすく、整備性が向上。

HINO CONNECT

お客様と日野をつなぐ新たなコミュニケーションツール。

ネットワークでつなぎ、より安心･安全、経済的に。

各種通知機能や Web閲覧機能で安全・省燃費運転、車両のアップタイム最大化をサポートします。

お客様の車両と日野が通信することで、稼動サポートのための各種サービス／コンテンツをご提供することが可能になります。

〈イメージ図〉

車両の燃費情報を1ヶ月毎のレポート(エコツリーレポート)
としてお客様専用Webサイトより出力可能

♴ 

緊急時や車両に異常が発生した際には、
お客様専用Webサイト上で車両の現在位置を確認可能

♵ 

安全装置(PCS・ドライバーモニター)が作動した場合、
それを検知し、日野からお客様へ直接メールでご連絡

♳

車両情報の
蓄積

車両情報を
サービスへ活用

サーバースタッフ車両 お客様

通信システムで車両情報を送信

ご提案・サービスのご提供

電気式ダストインジケータ

エレメントの清掃、交換時期をメーター内に表示します。運転席で
手軽に確認でき、的確なエレメント管理が行えます。

エレメントの清掃、交換時期がメーターで確認可能に。
タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）

各タイヤに搭載したセンサーにより、タイヤ空気圧の情報を常時マルチ
インフォメーションに表示。タイヤ空気圧が規定値以下になったタイヤ
がある場合は、警報とディスプレイ表示でお知らせします。

日常点検に加え、タイヤ空気圧の異常を早期発見。

＊単段過給の9Lエンジンには装着できません。

OPTION
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設定車型一覧表

■：フルキャブの設定あり　□：ショートキャブの設定あり　◇：スーパーハイルーフの設定あり　▲：ローキャブの設定あり
▼：クレーン架装対応車の設定あり　◎：冷凍架装対応車の設定あり　○：汚泥吸引車専用の設定あり　●：フルトラクターの設定あり　◆：ポールトラクターの設定あり
▽：ローキャブコンクリートポンプ車専用の設定あり

ハイキャブ 1軸
フルキャブ
標準ルーフ

エアスポイラー付

ローキャブ 1軸
フルキャブ・標準ルーフ
エアスポイラーなし

3段ステップ採用（1軸車、2軸車とも）

ハイキャブ 1軸
ショートキャブ
標準ルーフ

エアスポイラー付

ハイキャブ 2軸
ショートキャブ
標準ルーフ

エアスポイラーなし

車両総重量クラス

ホイール
ベース区分

サスペン
ション

Pro Shift 12

7MT

6MT

Pro Shift 12

9MT

7MT

6MT

9MT

7MT

Pro Shift 12

7MT

■□

■

■

■

■□◇▼

■□◇▼

■□

■□◇▼

■

■□

■□

■

■▼

▲

■

■□ ■

■

■

■

■

■

■▼

■▼

▲

▲

▲

▲

▲

■

■ ■

■

エンジン型式
最高出力（ネット）
最大トルク（ネット）

リーフ
サス

リーフ
サス

リーフ
サス

総輪
エアサス

リヤ
エアサス

リヤ
エアサス

A09C-VA〈AT-Ⅹ〉
279kW（380PS）

1,765N・m（180kgf・m）

A09C-VK〈AT-Ⅷ〉
265kW（360PS）

1,569N・m（160kgf・m）

25トン 22トン 20トン23トン
W
7,050
mm

W
7,050
mm

U
6,600
mm

S
6,150
mm

P
5,700
mm

W
7,050
mm

P
5,700
mm

N
5,250
mm

キャブバリエーション（正面側） キャブバリエーション（側面側）

ローキャブ
標準ルーフ

エアスポイラーなし

ハイキャブ
標準ルーフ

エアスポイラー付

ハイキャブ
ハイルーフ

エアスポイラー（省燃費タイプ）付

ハイキャブ
スーパーハイルーフ
エアスポイラーなし

A09C-VJ〈AT-Ⅸ〉
235kW（320PS）

1,569N・m（160kgf・m）
E13C-AF〈ET-ⅩⅨ〉
302kW（410PS）

2,157N・m（220kgf・m）
E13C-AG〈ET-ⅩⅣ〉
302kW（410PS）

1,961N・m（200kgf・m）

車両総重量クラス

ホイール
ベース区分

サスペン
ション

Pro Shift 12

7MT

6MT

Pro Shift 12

9MT

7MT

6MT

7MT

Pro Shift 12

7MT

6MT

■

■

■▼

■▼

■

■▼

■

■

■

■□

■

■

■

■

■

●

■

■

■

■

■

○

○

■

■

■

■

◆

エンジン型式
最高出力（ネット）
最大トルク（ネット）

総輪
エアサス

リヤ
エアサス

リーフ
サス

リーフ
サス

25トン 22トン
W
7,050
mm

V
6,750
mm

T
6,450
mm

S
6,000
mm

A09C-VA〈AT-Ⅹ〉
279kW（380PS）

1,765N・m（180kgf・m）

A09C-VK〈AT-Ⅷ〉
265kW（360PS）

1,569N・m（160kgf・m）

E13C-AG〈ET-ⅩⅣ〉
302kW（410PS）

1,961N・m（200kgf・m）

E13C-AF〈ET-ⅩⅨ〉
302kW（410PS）

2,157N・m（220kgf・m）

E13C-AE〈ET-ⅩⅥ〉
331kW（450PS）

1,961N・m（200kgf・m）

F S ╱6×4 F R ╱6×2

ハイキャブ 1軸
フルキャブ
ハイルーフ

エアスポイラー付

ハイキャブ 2軸
ショートキャブ

スーパーハイルーフ
エアスポイラーなし

FR1AWHG-GRABA
ハイルーフ、エアスポイラー、燃料タンク（600L）、サイドデフレクターはオプション

FS1EWHG-DRABA
エアスポイラーはオプション

FS1AWHG

燃料タンク
バッテリー
AdBlue®タンク

DPR＋尿素SCR

FR1AWHG

燃料タンク
バッテリー
AdBlue®タンク

DPR＋尿素SCR
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車両総重量クラス

ホイール
ベース区分

サスペン
ション

Pro Shift 12

7MT

Pro Shift 12

7MT

■◇

■□

■

■□

■□

□

■□

■□

■□

■

■

■□

エンジン型式
最高出力（ネット）
最大トルク（ネット）

リヤ
エアサス

リーフ
サス

リヤ
エアサス

リーフ
サス

23トン 20トン
Y
7,910
mm

W
7,610
mm

車両総重量クラス

ホイール
ベース区分

サスペン
ション

Pro Shift 12

7MT

Pro Shift 12

9MT

7MT

Pro Shift 12

7MT

□◇

□◇

□◇

□◇

□◇

□◇

□

●

■◎

■◎

■

■

■◎

■◎

■◎

■◎

■

■

■

□

□ □

□

■

■

■

■

エンジン型式
最高出力（ネット）
最大トルク（ネット）

リヤ
エアサス

総輪
エアサス

リヤ
エアサス

総輪
エアサス

リヤ
エアサス

総輪
エアサス

リヤ
エアサス

総輪
エアサス

25トン 23トン
Z
7,225
mm

Z
7,225
mm

X
7,375
mm

X
7,375
mm

A09C-VK〈AT-Ⅷ〉
265kW（360PS）

1,569N・m（160kgf・m）

A09C-VK〈AT-Ⅷ〉
265kW（360PS）

1,569N・m（160kgf・m）
A09C-VJ〈AT-Ⅸ〉
235kW（320PS）

1,569N・m（160kgf・m）

車両総重量クラス

ホイール
ベース区分

サスペン
ション

Pro Shift 12

7MT

7MT

■□

■□

■□

■□

□

■

エンジン型式
最高出力（ネット）
最大トルク（ネット）

リヤ
エアサス

リヤ
エアサス

総輪
エアサス

23トン 22トン
W
7,075
mm

P
5,725
mm

A09C-VK〈AT-Ⅷ〉
265kW（360PS）

1,569N・m（160kgf・m）
A09C-VJ〈AT-Ⅸ〉
235kW（320PS）

1,569N・m（160kgf・m）

A09C-VA〈AT-Ⅹ〉
279kW（380PS）

1,765N・m（180kgf・m）

FW ╱低床8×4

F N ╱6×2

F Q ╱低床6×4

F H ╱4×2

設定車型一覧表

■：フルキャブの設定あり　□：ショートキャブの設定あり　◇：スーパーハイルーフの設定あり　▲：ローキャブの設定あり
▼：クレーン架装対応車の設定あり　◎：冷凍架装対応車の設定あり　○：汚泥吸引車専用の設定あり　●：フルトラクターの設定あり　◆：ポールトラクターの設定あり
▽：ローキャブコンクリートポンプ車専用の設定あり（＊6MTのオプションもあります。詳しくは販売会社営業スタッフへお問い合わせください。）

FN1AWGG-DCBBA　ウインドデフレクターはオプション

FH1ANGG-CCABA
エアスポイラーはオプション

FW1AXHG-GRABA

FQ1AWJG-FRBBA

E13C-AF〈ET-ⅩⅨ〉
302kW（410PS）

2,157N・m（220kgf・m）
E13C-AG〈ET-ⅩⅣ〉
302kW（410PS）

1,961N・m（200kgf・m）

車両総重量クラス

ホイール
ベース区分

サスペン
ション

7MT

7MT ■ ■

▽＊

■ ■ ■

エンジン型式
最高出力（ネット）
最大トルク（ネット）

リーフ
サス

リーフ
サス

リヤ
エアサス

リヤ
エアサス

リーフ
サス

16トン
P
5,700
mm

N
5,400
mm

L
4,800
mm

H
4,200
mm

A09C-VJ〈AT-Ⅸ〉
235kW（320PS）

1,569N・m（160kgf・m）
A09C-VH〈AT-Ⅰ〉
221kW（300PS）

1,177N・m（120kgf・m）

FH1ANGG

燃料タンク
AdBlue®タンク
バッテリー

DPR＋尿素SCR

FQ1AWJG

燃料タンク
バッテリー
AdBlue®タンク

DPR＋尿素SCR

FN1AWGG
燃料タンク
AdBlue®タンク

バッテリー
DPR＋尿素SCR

FW1AXHG
燃料タンク
AdBlue®タンク

バッテリー
DPR＋尿素SCR
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■各安全装備について重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
■道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。
■運転時には、常に自らの責任で周囲の状況を把握した上でご自身の操作で法定速度を守った安全運転を行ってください。また、装備・システムを過信せず、体調不良を感じた時は必ずすみやかに安全な
　場所に停止し、休憩してください。
■各安全装備・システムについての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
＊“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。

各安全装備・システムだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害に及ぶか、最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。また各装備・システムはドライバーの
安全運転の支援が目的であり、それ自体で事故や衝突を防止および回避するものではありません。

＜PCS＞　●PCSは、対車両は自車速度約10km/hから作動、対歩行者は自車速度約12～80km/hで作動します。■数値は社内測定値。●ミリ波レーダーは動物、立木など金属製以外のものは検知
できません。また、自転車、オートバイなどは金属製でも障害物として検知できないことがあります。
＜ドライバーモニター＞　●条件によっては、ドライバーの運転姿勢・顔向き・まぶたの開閉についてドライバーモニターが正常に判定できず、警報機能が正常に作動しないことがあります。
＜VSC＞　●VSCはあらゆる状況において、車両の横転やスピン等を完全に防止するものではありません。また、次のような状況ではVSCが作動しなかったり、作動してもその効果が十分に得られない
場合があります。■車両の速度がVSCの制御の限界を越えているとき■積荷の積み方が適正でないとき。
＜車線逸脱警報＞　●本機能は車線からの逸脱をシステムが検知した際にドライバーに注意喚起するものです。ステアリング制御ではありません。●画像センサーは走行状態や外部の環境および車両
状態によっては作動しない場合があります。
＜SRSエアバッグ＞　●SRSエアバッグは、シートベルトを補助する乗員保護補助装置です。安全のためには正しい姿勢で正しくシートベルトを着用することが前提となります。エアバッグは衝突時の
衝撃が弱い場合、追突された時、横転時などの条件下および架装物によっては作動しない場合があります。また、チャイルドシートを助手席に装着する場合に、後ろ向きにしないなど、お守りいただきたい
項目があります。車両の取扱説明書を必ずご覧ください。

「稼働の最大化」を図るために、全国の拠点で24時間緊急対応
サービスを展開。ICTでお客様の車両と日野がつながり、位置情報
を把握することにより、
いち早くサポートに向かう
ことが可能です。日野なら
ではのアフターサービスが、
IC Tでさらに安心感を
増しています。

日野は『トータルサポート』の様々な取り組みを通じて、
「稼働の最大化」と「ライフサイクルコストの最小化」の実現を目指します。
そして、お客様のビジネスに貢献すると同時に、
社会のインフラである輸送を支えていきます。

オプション装備

お客様の稼働を止めないために。安心の提供がさらに進化。
24時間緊急対応サービス

エコツリーレポート

車両の通信システムから日野に届く車両情報をもとに、運転に
関する診断レポートを作成します。ドライバーの運転状況が明確に
なり、的確な安全・省燃費運転指導を支援。また稼働状況の把握や
予防整備にも活用でき、収益の向上に貢献します。

運転の状況を把握し、省燃費を支援。

お客様テクニカルセンター

日野の直営施設であるお客様テクニカルセンターでは、事前に
ご要望をヒアリングした上で、「安全運転講習会」や「省燃費運転
講習会」を実施。経験豊富な専門スタッフによる実技や座学を
通じて、ドライバーの運転技術の向上を図ります。

「安全運転講習会」や「省燃費運転講習会」を開催。

■写真はイメージです。

24時間
緊急対応

お客様

運転診断
レポート

安全運転
講習会

お役立ち
活動

省燃費運転
講習会

日野ならではの
「トータルサポート」で、
最適な価値を提供します。

メッキフロントグリル メッキフロントバンパー

メッキコーナーパネル メッキミラーステイオプション装着例

ウインドデフレクター ルーフラックハイルーフ用スポイラー（FW、FQに設定） フロントバイザー（販売会社オプション）

トラバースグリップ╱ステップ可動式メッキキャブハシゴ
（写真左：使用時╱右：格納時）

室内モニタースポイラー付フロントバンパー（写真上）╱
スポイラー（省燃費タイプ）付
フロントバンパー（写真下）

充電専用USBソケット ETC車載器AM/FMラジオ+CD+USB+AUX
＋Bluetooth®

大容量センターコンソール
（販売会社オプション）

お役立ち活動

「危険予知トレーニング」や「運行管理者等指導講習（貨物）」の
実施、路上故障の未然防止を目的とした「日野デュトロお役立ち
メンテナンス集」の発行など、お客様の“お困り事”の解決をお手伝い
する、「お役立ち活動」を推進しています。

ビジネスの日々のお悩みをサポート。

ICT（information communication technology）
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