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 標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  ディーラーオプション 標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  ディーラーオプション

全車種標準装備
車種

グレード別装備
シングルキャブ ダブルキャブ

カスタム DX DX
■視界

●コーナリングランプ
●フォグランプ
●車速感知無段間けつ式
　ワイパー

ハロゲンヘッドランプ 4WD   
キセノンヘッドランプ 2WD 2WD 　

運転席側
手動格納式アウトサイドミラー

電動格納式アウトサイドミラー ◆1 ◆1
助手席側 電動格納式アウトサイドミラー

ヒーター付アウトサイドミラー　　　　　　　      ◆1 ◆1
■運転席まわり

●タコメーター
●ルームランプ
●前席サンバイザー

前席パワーウインドウ クロム調スイッチ   
エンジンイモビライザー

可倒式パーキングブレーキレバー（センターレバー式）

可倒式シフトレバー（MT車） MT車 MT車 MT車
インテリジェントキー

リモートコントロールエントリーシステム

蛍光灯

シルバーメーターリング

左折&バック音声警報
バックブザーON/OFF切替スイッチ

■空調

フルオートエアコン

マニュアルエアコン

■オーディオ

CD一体AM/FMラジオ
（2スピーカー、 デジタル時計組込み、 USB接続、 AUX端子付）
 （注1）
AM/FMラジオ
（2スピーカー、 デジタル時計組込み、 AUX端子付）

■内装

●カップホルダー
 （フロント2個）
●灰皿
●コンビニフック
●カードホルダー
●ドアポケット
●ホイールアーチ
　プロテクター

中央席/助手席
シートバック

一体式 4WD 4WD
分割式 2WD 2WD

運転席シートバックポケット

センターシートバックトレイ 2WD 2WD
コートハンガー

グローブボックス （注2）
アシストグリップ

運転席ドアステップランプ

シート地

モケット（運転席ランバーサポート付）

トリコット

塩ビ

フルトリム

カスタム専用フロアカーペット

カーボン調インスト

ラバーマット（フロント用）

■外装

大型樹脂フロントカラードバンパー

フロントグリル メッキ カラード カラード

＜CUSTOM＞エンブレム
ワンハンドゲート （アオリ開閉補助装置） スチール荷台 スチール荷台 　

■アトラス ディーゼル主要装備一覧

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションです。       
（注1）USB接続で500mAまでの電源供給およびMP3/WMAの音楽ファイルの再生が可能です。圧縮方法等により再生できない場合があります。
（注2）助手席SRSエアバッグ&助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト選択時には、グローブボックスは装着されません。
（注3）車型やトランスミッションにより、変更可能なギヤ比が異なります。       
（注4） インテリジェント エマージェンシーブレーキ、車間距離警報、LDW（車線逸脱警報）、 先行車発進お知らせ、踏み間違い衝突防止アシスト(AMT車)、VDC（ビークルダイナミクスコントロール）装着車

は選択できません。       

全車種標準装備
車種

グレード別装備
シングルキャブ ダブルキャブ

カスタム DX DX
■メカニズム
●独立懸架フロント
　サスペンション
●アイドルアップ機構
●アイドリングストップ
●ABS（アンチロック
　ブレーキシステム）
●排気ブレーキ

液体封入式キャブサスペンション

TCS（トラクションコントールシステム） 2WD 2WD 2WD
EHS（坂道発進補助装置） MT車 MT車 MT車
チルトキャブ

ショートマフラー 2WD
フルスーパーロー

2WD
フルスーパーロー

後方出しマフラー 2WD
フルスーパーロー その他 2WD

フルスーパーロー その他

ディスクブレーキ(フロント)
ディスクブレーキ(リヤ) フルスーパーロー フルスーパーロー フルスーパーロー

ドラムブレーキ(リヤ) スーパーロー ◆2
フルスーパーロー スーパーロー ◆2

フルスーパーロー スーパーロー ◆2
フルスーパーロー

ギヤ比変更 (注3)

ジェネレーター
60A
90A

■安全
インテリジェント エマージェンシー
ブレーキ フルスーパーロー

車間距離警報 フルスーパーロー

LDW（車線逸脱警報） フルスーパーロー

先行車発進お知らせ フルスーパーロー

踏み間違い衝突防止アシスト フルスーパーロー AMT車 AMT車 AMT車
VDC（ビークルダイナミクスコントロール） フルスーパーロー

インテリジェント エマージェンシー
ブレーキレス フルスーパーロー ◆2 ◆2 ◆2

車間距離警報レス フルスーパーロー ◆2 ◆2 ◆2
LDW（車線逸脱警報）レス フルスーパーロー ◆2 ◆2 ◆2
先行車発進お知らせレス フルスーパーロー ◆2 ◆2 ◆2
踏み間違い衝突防止アシストレス フルスーパーロー ◆2 (AMT車) ◆2 (AMT車) ◆2 (AMT車)
VDC（ビークルダイナミクスコントロール）
レス フルスーパーロー ◆2 ◆2 ◆2

運転席SRSエアバッグ&運転席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト
助手席SRSエアバッグ&助手席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト （注2）
後席ELR付3点式シートベルト（中央席は2点式）
LSD（リミテッドスリップデフ） （注4） 4WD 4WD 4WD

■寒冷地仕様

LLC濃度50％ 
運転席&助手席電動格納式ヒーテッドミラー ◆1 ◆1
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■アトラス ディーゼル主要諸元表
　　　　　　　　　　

※●は適用

車種番号
DX 1 2 5 6 9 10

カスタム 3 4 7 8 11 12

車種
シングルキャブ シングルキャブ シングルキャブ
標準ボディ 標準ボディ 標準ボディ
スーパーロー スーパーロー フルスーパーロー

最大積載量 1.55t 1.55t 1.55t
荷台アオリ仕様 木製 スチール 木製
後輪タイヤ ダブル ダブル ダブル
駆動 2WD 2WD 2WD
トランスミッション 5速マニュアル 6速AMT 5速マニュアル 6速AMT 5速マニュアル 6速AMT
車名型式 2RG-AHR88A 2RG-AHR88A 2RG-AHR88A
アイドリングストップ ● ● ● ● ● ●
先進安全装備
(インテリジェント エマージェンシーブ
レーキ/車間距離警報/先行車発進お
知らせ/LDW（車線逸脱警報）/VDC
（ビークルダイナミクスコントロール）

- - - - ● ●

登録ナンバー区分 4ナンバー 4ナンバー 4ナンバー
免許区分 準中型免許 準中型免許 準中型免許
●寸法
全長 (mm) 4690 4685 4685
全幅 (mm) 1695 1695 1695
全高 (mm) 1970 1955 1985 1970 1965
ホイールベース (mm) 2500 2500 2500

トレッド
前 (mm) 1395 1395 1395
後 (mm) 1290 1290 1240

荷台内寸法
長 (mm) 3120 3100 3120
幅 (mm) 1620 1600 1620
高 (mm) 380 380 380

床面地上高 (mm) 825 810 840 825 855
地上最低高 (mm) 135 135 155
●重量(オプション装着により重量が変わる場合があります)
車両重量 (kg) 2090 2140 2080 2130 2150 2200
乗車定員 (人) 3 3 3
車両総重量 (kg) 3805 3855 3795 3845 3865 3915
●性能
最小回転半径 (m) 4.4 4.4 4.4
燃料消費率(重量車モード燃費値) 11.80 11.80 11.80
●エンジン、シャシー
エンジン型式 4JZ1-TCS
総排気量(cc) 2999
エンジン出力(kW[PS]/rpm) 110[150]/2800
エンジントルク(N・m/rpm) 375/1290-2800
バッテリー（型式×個数） 80D26L×2 80D26L×2 80D26L×2
トランスミッション型式 MYY-5T MYY-6Z MYY-5T MYY-6Z MYY-5T MYY-6Z
最終減速比 4.100 3.909 4.100 3.909 4.300 4.100
フロントサスペンション 独立懸架 独立懸架 独立懸架

ブレーキシステム
前 ディスク ディスク ディスク
後 ドラム ドラム ディスク

タイヤサイズ
前 205/80R15 195/75R15 205/80R15 195/75R15 195/75R15
後 175R14-8 175R14-8 195/75R15

燃料タンク容量(ℓ) 60 60 60
尿素水タンク容量(ℓ) 10 10 10

■アトラス ディーゼル主要諸元表 ※●は適用

車種番号
DX 13 14 15 16 19 20

カスタム － － 17 18 － －

車種
ダブルキャブ シングルキャブ ダブルキャブ
標準ボディ 標準ボディ 標準ボディ
スーパーロー フルスーパーロー フルスーパーロー

最大積載量 1.55t 1.55t 1.55t
荷台アオリ仕様 木製 木製 木製
後輪タイヤ ダブル ダブル ダブル
駆動 2WD 4WD 4WD
トランスミッション 5速マニュアル 6速AMT 5速マニュアル 5速AMT 5速マニュアル 5速AMT
車名型式 2RG-AHR88A 2RG-AHS88A 2RG-AHS88A
アイドリングストップ ● ● ● ● ● ●
先進安全装備
(インテリジェント エマージェンシーブ
レーキ/車間距離警報/先行車発進お
知らせ/LDW（車線逸脱警報）/VDC
（ビークルダイナミクスコントロール）

- - ● ● ● ●

登録ナンバー区分 4ナンバー 4ナンバー 4ナンバー
免許区分 準中型免許 準中型免許 準中型免許
●寸法
全長 (mm) 4690 4690 4690
全幅 (mm) 1695 1695 1695
全高 (mm) 1980 1965 1995 1990
ホイールベース (mm) 2500 2490 2490

トレッド
前 (mm) 1395 1395 1395
後 (mm) 1290 1240 1240

荷台内寸法
長 (mm) 2085 3120 2085
幅 (mm) 1620 1620 1620
高 (mm) 380 380 380

床面地上高 (mm) 820 805 895 855
地上最低高 (mm) 135 175 165
●重量(オプション装着により重量が変わる場合があります)
車両重量 (kg) 2250 2300 2500 2520 2620 2640
乗車定員 (人) 6 3 6
車両総重量 (kg) 4130 4180 4215 4235 4500 4520
●性能
最小回転半径 (m) 4.4 5.1 5.1
燃料消費率(重量車モード燃費値) 11.80 11.80 11.80
●エンジン、シャシー
エンジン型式 4JZ1-TCS
総排気量(cc) 2999
エンジン出力(kW[PS]/rpm) 110[150]/2800
エンジントルク(N・m/rpm) 375/1290-2800
バッテリー（型式×個数） 80D26L×2 80D26L×2 80D26L×2
トランスミッション型式 MYY-5T MYY-6Z MYY-5T MYY-5T
最終減速比 3.909 3.727 5.125 4.555 5.125 4.555
フロントサスペンション 独立懸架 独立懸架 独立懸架

ブレーキシステム
前 ディスク ディスク ディスク
後 ドラム ディスク ディスク

タイヤサイズ
前 205/80R15 195/75R15 205/75R16 205/70R16
後 175R14-8 205/75R16 205/70R16

燃料タンク容量(ℓ) 50 50 50
尿素水タンク容量(ℓ) 10 10 10
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■トランスミッションギヤ比一覧
変速比

型式 第1速 第2速 第3速 第4速 第5速 第6速 後退 種類

MYY-5T 5.315 3.053 1.655 1.000 0.721 ー 5.068 オーバードライブ付 5速

MYY-6Z 5.979 3.434 2.040 1.379 1.000 0.708 5.701 オーバードライブ付 6速

■燃費値計算条件

車型

エンジン
トランス
ミッション
型式

シミュレーション計算仕様

車両総重量
範囲

最大
積載量
区分

標準諸元値

型式 出力
（kW）

アイド
リング
ストップ

最終
減速比

タイヤ(後輪) 空車時
車両重量

(kg)

最大
積載量
(kg)

乗車
定員
(人)

全高
(mm)

全幅
(mm)

ボディ
架装サイズ 動荷重半径

(ｍ)

2RG-AHR88A
2RG-AHS88A

4JZ1-TCS 110

● MYY-5T 3.909 195/75R15 0.328
3.5トン超

7.5トン以下
1.5トン超
2トン以下 2,356 2,000 3 2,099 1,751 平ボディ

2RG-AHR88A ● MYY-6Z 3.727 175R14-8 0.308

◆主要諸元表に記載の重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です｡
◆この燃費値は法令に定められた上表の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算出しています｡
◆なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります｡

■エンジン諸元表
型式 4JZ1-TCS

燃焼方式 直接噴射式

シリンダー配列・数-内径×行程（mm） 直4-95.4×104.9

総排気量（L） 2,999

最高出力〔kW（PS）/rpm〕 110（150）/2800

最大トルク〔N・m（kgf・m）/rpm〕 375（38.2）/1280-2800


