
KINTO専用車 ベース車両

RZ“High performance・
モリゾウセレクション” RZ“High performance”

メーカーパッケージオプション

RZ“High performance”

■車両型式・重量・性能

車両型式 4BA-GXPA16-AGFGZ
（H） 4BA-GXPA16-AGFGZ

車両重量 kg 1,280※
車両総重量 kg 1,500※
燃料消費率

（国土交通省
   審査値）

km/L 13.6
市街地モード km/L 10.6
郊外モード km/L 13.8
高速道路モード km/L 15.3

主要燃費改善対策 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステ
アリング、アイドリングストップ装置、充電制御

最小回転半径 m 5.3

■エンジン

型式 G16E-GTS
総排気量 L 1.618
種類 直列3気筒インタークーラーターボ
使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
内径×行程 mm 87.5×89.7
最高出力＜ネッ
ト＞ kW（PS）/r.p.m. 200（272） / 6,500

最大トルク＜ネッ
ト＞ N・m（kgf・m）/r.p.m. 370（37.7） / 3,000～4,600

燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量 L 50

■寸法・定員

全長 mm 3,995
全幅 mm 1,805
全高 mm 1,455
ホイールベース mm 2,560
トレッド フロント / リヤ mm 1,535 / 1,565
最低地上高（社内
測定値） mm 130

室内（社内測定
値） 長 / 幅 / 高 mm 1,880 / 1,430 / 1,175

乗車定員 名 4

■走行装置

サスペンション フロント / リヤ ストラット式コイルスプリング / ダブルウィッシュボーン式
コイルスプリング

ブレーキ フロント / リヤ ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク
作動方式 油圧式

駆動方式 4輪駆動方式

■トランスミッション・変速比・減速比

トランスミッション iMT（6速マニュアル）
第1速 / 第2速 / 第3速 / 第4速 / 第5速 / 
第6速 / 後退

3.538 / 2.238 / 1.535 / 1.162 / 1.081 / 0.902 / 
3.831

変速比 ギヤ機構部 前進 －
後退 －

無段変速部 前進 －

減速比
フロント［第1速～第4速］：3.941
  ［ 第5速～第6速、後退］：3.350  /

リヤ：2.277
※KINTOセーフティパッケージを選択した場合、10kg増加します。

■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。　■WLTCモードは、市街地、郊外、
高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モー
ドは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響
をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
■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。　■“YARIS”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”“ROOKIE Racing”“EFI”“VSC”“TRC”“GOA”
“TSOP”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”“TCスマホナビ”“TNGA”“コンライト”“ロードアシ
スト24”“マイカーサーチ”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：トヨタ自動車株式会社

＊1. ブレーキ性能を高めたため、ブレーキノイズやブレーキダストが出やすく、ブレーキパッドの寿命が早い傾向にあります。また、パッドの貼り付きが発生
することがあります。スポーツ走行を重視した設計のため、低温、雪、水などの影響で効きが低下する場合があります。あらかじめご了承ください。　＊2. 使用
条件によっては塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。　＊3. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒー
ター付となります。　＊4. 予防安全パッケージを選択した場合、ウインドシールドグリーンガラスにIR〈赤外線〉カット機能が追加されます。　＊5. 寒冷地仕
様を選択した場合、フロントドアグリーンガラスは撥水機能付となります。　＊6. 予防安全パッケージを選択した場合、フロントワイパーはオートワイパー
（雨滴感知式）に、インナーミラーは自動防眩インナーミラーとなります。　＊7. 予防安全パッケージを選択した場合、レーダークルーズコントロール、レーン
トレーシングアシストのスイッチが装着されます。　＊8. 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22㎝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、販売店にご相談ください。　＊9. リヤシート表皮は合成皮革となります。　＊10. CD・DVDデッキは搭載されていません。また、
ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が
必要です。　＊11. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。　
＊12. TV（フルセグ）のお申込みについては販売店におたずねください。　＊13. 別途セットアップ費用が必要となります。ETC車載器は新しいセキュリティ
規格に対応しています。なお、ナビキット連動タイプはT-Connectナビキットを選択した場合のみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。　
＊14. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。　＊15. PTC［自己温度制御システム］:Positive Temperature 
Coefficient　＊16.  字光式ナンバープレートは装着できません。　＊17. 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。　＊18. 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。　■「メーカーオプション」および
「メーカーパッケージオプション」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。　

■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。　
■RZ“High performance・モリゾウセレクション”、RZ“High performance”はグレード名称ではありません。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％
込み）’21年5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。　■トルセン®LSDの“トルセン”は
（株）JTEKTの登録商標です。　■“ ®”（グランリュクス）はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。　■「Ultrasuede®」、「ウル
トラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。　■“JBL”はHarman International Industries,inc.の商標です。　■SmartDeviceLink™は
SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの
登録商標です。　■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。　■Android Auto™は、Google LLCの商標です。　

【KINTO追加オプションで選択できる装備】
●サイドバイザー　●ドライブレコーダー(前後方2カメラ)　●盗難防止機能付ナンバーフレームセット　●GR専用ドライブロガー　 

KINTO専用車 ベース車両

RZ“High performance・
モリゾウセレクション” RZ“High performance”

外装&メカニズム

225/40ZR18タイヤ（ミシュラン Pilot Sport 4S）×BBS製8J鍛造アルミホイール（メタ
ルスターグロスブラック塗装/センターオーナメント付）

◆ROOKIE Racingマーク付
センターオーナメント ● ー

225/40R18タイヤ（ダンロップ SP SPORT MAXX 050）×ENKEI製8J鋳造アルミホ
イール（グロスブラック塗装/センターオーナメント付） ー ー ●

トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ） ● ● ー
ストラット式フロントサスペンション（専用チューニング） ●RZ“High performance”用 ●RZ“High performance”用 ●RZ用
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション（専用チューニング） ●RZ“High performance”用 ●RZ“High performance”用 ●RZ用
コイルスプリング ◆カラー塗装 ●ブラック ●ブラック
ショックアブソーバー ◆カラー塗装 ●ブラック ●ブラック
フロント：18インチアルミ対向4ポットキャリパー（高μパッド）+スリット入りスパイラルフィン式ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ
リヤ：16インチアルミ対向2ポットキャリパー（高μパッド）+スリット入りベンチレーテッドディスクブレーキ　　　　　　　　＊1 ● ● ●

カラードキャリパー（レッド/GRロゴ付〈フロント・リヤ〉）　　＊2 ● ● △ 44,000円
（消費税抜き40,000円 ）

空冷インタークーラー ● ● ●
冷却スプレー機能付 ● ● ー

パーキングブレーキ 手動（本革巻きグリップ&メッキノブ） ◆ブルーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付
パーキングブレーキレバーブーツ（合成皮革） ◆カラーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付

ブレーキダクト ● ● ー
ラジエーターグリル/フロントサイドディフューザー/リヤロアバンパー/リヤスポイラー ●ピアノブラック塗装 ●ピアノブラック塗装 ●ブラック
モリゾウサイン（ウインドシールドガラス下部） ◆ ー ー

安全装備

3灯式フルLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能＆おむかえ照明機能付） ● ● ●
フルLEDリヤコンビネーションランプ（LEDライン発光テールランプ＆ストップランプ＋LEDターンランプ） ● ● ●
リヤフォグランプ（リヤバンパー埋込式） □ □ □
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ＊3 ● ● ●
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス） ＊4 ● ● ●
UVカット機能付フロントドアグリーンガラス ＊5 ● ● ●
ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト機能付） ＊6 ● ● ●

操作性

本革巻き3本スポークステアリングホイール（ダークグレー塗装/GRエンブレム付） ◆ブルーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付
ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー通話・音声認識） ＊7 ● ● ●
本革巻きシフトノブ ●6MT ●6MT ●6MT
シフトブーツ（合成皮革） ◆カラーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付
スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）＆スタートシステム（スマートキー2個） ＊8 ● ● ●

内装

インストルメントパネルワンポイント加飾（ブルー/助手席側） ◆ ー ー

ドアスイッチベース ◆ROOKIE Racingマーク付
ピアノブラック塗装 ●ブラック ●ブラック

GRフロアマット（ベーシック） ◆ □ □
シート表皮 ウルトラスエード®＋合成皮革 ＊9 ◆カラーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ー

ファブリック ー ー ●
フロントシート プレミアムスポーツ（スライド＆リクライニング） ◆ROOKIE Racingマーク付 ●GRマーク付 ー

スポーツ（スライド＆リクライニング/GRマーク付） ー ー ●

シートヒーター（運転席・助手席）＆ステアリングヒーター ◆ △
27,500円（消費税抜き25,000円） ☆コンフォートパッケージ

イルミネーテッドエントリーシステム フロントパーソナルランプ（LED） ー ー ●
フロントパーソナルランプ（LED）＋ドアイルミネーション（LED） ● ● ☆コンフォートパッケージ

 エンターテインメント・その他
8インチ ディスプレイオーディオ＊10 
【オーディオ・ビジュアル機能】　AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、Bluetooth®対応
（ハンズフリー/オーディオ）、USB入力（動画・音楽再生/給電）＊11、Miracast®対応 
【スマートフォン連携】　SDL（SmartDeviceLink™）、Apple CarPlay、Android Auto™対応
【T-Connect】　ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ

● ● ●

スピーカー 8スピーカー（JBLサウンドシステム）＋アクティブノイズコントロール ● ● ☆コンフォートパッケージ
2スピーカー ー ー ●

TV（フルセグ） ＊12 販売店にてお申込みください
T-Connectナビキット ★ □ □
ETC車載器（ビルトイン）ボイスタイプ ＊13 ◆ □ □
ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊13 ★ □ □

寒冷地仕様＊14 ヒーター付ドアミラー+PTCヒーター＊15 など ◆ △17,600円
（消費税抜き16,000円） ー

ウインドシールドデアイサー+ヒーター付ドアミラー+PTCヒーター＊15 など ー ー △23,100円
（消費税抜き21,000円）

工具 ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ホイールナットレンチ ー □ □

●タイヤパンク応急修理キット　●アクティブトルクスプリット4WDシステム　●4WDモードセレクトスイッチ
（NORMAL/SPORT/TRACK）　●スポーツモード付VSC　●カーボンルーフ（フィルム）　●アルミ製パネル（エンジ

ンフード・左右ドア・バックドア）　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●フルアンダーカバー（エンジン・フロア）　●デュアルエキゾースト
テールパイプ　●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/ランプオートカットシステム）　●防眩インナー
ミラー＊6　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）　　
●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）＊17　●スポーツメーター（メーター照度コント
ロール/GRマーク付）　●マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチカラーTFT液晶）　●メッキインサイドドアハンドル　●インパ
ネオーナメント表皮（ソフトパッド）　●ドアトリムオーナメント表皮（グランリュクス®）　●ピアノブラック塗装（インパネオーナメント、オー
ディオクラスター、ドアトリムオーナメント、サイドレジスターノブ）　●スモークシルバー塗装（シフトベゼル、ドアインナーガーニッシュ、レジ
スターベゼル）　●アルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ）　●運転席シート上下アジャスター　●助手席ウォークイン機構　●
6:4分割可倒式リヤシート　●デジタルクロック　●WRCプレート（フロントコンソール）　●蓄冷エバポレーター付左右独立温度コ
ントロールフルオートエアコン＋ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（メッキダイヤル）　●アクセサリーソケット（DC12V・120W/1
個）＊18　●DCM（専用通信機）　●アイドリングストップ機能（Stop & Start System）　●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］　●工具（フック）  など　

全車標準装備

メーカーパッケージオプション

予防安全
パッケージ

・Toyota Safety Sense
（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〉、レーントレーシングアシスト［LTA］、
レーダークルーズコントロール［ブレーキ制
御付］、オートマチックハイビーム［AHB］、
ロードサインアシスト［RSA］）・先行車発進
告知機能［TMN］　・セカンダリーコリジョ
ンブレーキ［SCB］　・バックガイドモニ
ター　・ブラインドスポットモニター
［BSM］　・カラーヘッドアップディスプレ
イ　・自動防眩インナーミラー　・オートワ
イパー（雨滴感知式）

・クリアランスソナー＆
バックソナー＊16・リヤク
ロストラフィックアラー
ト・タイヤ空気圧警報シ
ステム

★
☆

249,700円
（消費税抜き
227,000円）

☆
249,700円
（消費税抜き
227,000円）

コンフォート
パッケージ

・8スピーカー（JBLサウンドシステム）＋アクティブノイズコントロー
ル　・シートヒーター（運転席・助手席）＆ステアリングヒーター　・イル
ミネーテッドエントリーシステム（フロントパーソナルランプ［LED］＋ド
アイルミネーション［LED］）

ー ー
☆

130,900円
（消費税抜き
119,000円）

KINTO専用車 GRヤリス特別仕様車 
RZ“High performance・モリゾウセレクション”装備表

ベース車諸元表

KINTO専用車   GRヤリス特別仕様車 
RZ“High performance・モリゾウセレクション”

　　　　　　　　　 　なら

頭金0、自動車保険もコミコミ
ご契約までオンライン完結可能

月々 81,840円（税込）～
【ご利用期間】：3年 
※上記金額はボーナス併用払いなし、
最安値カラー・パッケージで追加オプションなし

サービスに関するお問合せは、
カスタマーセンターにお問い合わせください。 KINTOカスタマーセンター
受付時間9：00～18：00年中無休（年末年始を除く）
※混雑時など繋がりにくいことが予想されますのでご了承下さい。 0120-075-910

◆：特別装備　●：標準装備　
△：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）　
□：販売店装着オプション　★ KINTOセーフティパッケージ



「人に寄り添って
 進化するクルマ」ここに誕生。
モリゾウこと豊田章男の強い想いのもと、

WRC＊で得られた技術や技能を織り込み

造り出されたスポーツカー「GR YARIS」。

さらに、ROOKIE Racingの挑戦から培われた進化を

ソフトウェアの"アップグレード"という形で

お客様に体感し続けていただける特別な1台。

それがGRヤリス特別仕様車  RZ“High performance・

モリゾウセレクション”です。

とは

進化するクルマを、KINTOで気軽に頭金なし、月々定額で始めよう
GRヤリス特別仕様車 RZ“High performance・モリゾウセレクション”（3年契約） 
月額81,840円～

「人」に寄り添ったクルマの進化

KINTO専用車

人気のセーフティパッケージ月額利用料

レースで実践してきた
「進化」を

ソフトウェアで反映

UPGRADE

＊FIA World Rally Championship（FIA 世界ラリー選手権）。1973年に創設され、スプリントラリー
の最高峰として、ラリーが盛んな欧州や南米では、F1に勝るとも劣らない人気を誇っている。

マスタードライバー、レーサー、ラリースト、評価ドライバー、ジェントルマンなど、多種多様なドライバー
が乗り、様 な々目線の”技”と”心”で「もっといいクルマづくり」と「人材育成」を行うプライベーターチーム。
トヨタ自動車とは「ROOKIE Racingからフィードバックを受け、車両開発に生かす」関係。

BODY COLOR

ROOKIE Racingが参戦しているレースの現場では、
モリゾウをはじめ、様々なドライバーの走行データやフィードバックをもとに、
分析と対策を通じたアップグレードが繰り返し行われ、
さらに、各ドライバーに合わせてクルマを進化させ、コントロールしやすいようにしています。
GRヤリス特別仕様車RZ "High performance・モリゾウセレクション"では、
お客様にクルマをお届けした後も、ソフトウェアによるアップグレードで進化をお届けします。

※上記金額はボーナス併用払いなし、最安値カラーで追加オプションなしの場合、
ボーナス併用払いありの金額、安全・安心装備の詳細などはKINTO WEBサイトにてご確認ください。

※上記価格は、ボーナス併用払いなし。最安値カラー、パッケージで追加オプションなしの場合。

KINTO ONEは、頭金なし・自動車保険料・メンテナンス費・税金などコミコミのサービスです。
販売店店頭申込みはもちろん、スマホやPCから、ご自分の都合に合わせて、好きな時間にお申込み頂けます。

88,880円（税込）月額

表紙Photo：KINTO専用車GRヤリス特別仕様車 RZ“High performance・モリゾウセレクション”。［ベース車両はRZ“High performance”］。
ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカ〈089〉。 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。

01 モリゾウサイン（ウインド
シールドガラス下部）

02 カラー塗装コイルスプリング（シルバー/ホワイト/イエロー）
＆ショックアブソーバー（ブルー）

04 カラーステッチ付プレミアムスポーツシート
（ブルー/イエロー）（ROOKIE Racingマーク付）

06 カラーステッチ付シフトブーツ（ブルー/イエロー）05 ROOKIE Racingマーク付ドアスイッチ
ベース（ピアノブラック塗装）

07 ブルーステッチ付本革巻き
3本スポークステアリングホイール

09 カラーステッチ付パーキングブレーキ
レバー＆パーキングブレーキレバー
ブーツ（ブルー/イエロー）

03 ROOKIE Racingマーク付
アルミホイールセンターオーナメント

08 助手席側インストルメントパネル
ワンポイント加飾（ブルー）

特 別 装 備

■ボディカラーおよび内装色は撮影および
表示画面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。

詳しくは
はこちら

RZ “High performance”をベースに、
ROOKIE Racingをイメージした
青・黄・白などのカラーリングやマークを随所に採用。
GR YARISのスポーティなデザインを、さらにクールに際立たせます。

ROOKIE Racing マーク

クルマにはさまざまな機能を制御するために多くのソフトウェアが使われていますが、技術革新にあわせて最新の
ソフトウェアをその都度反映していくことで、「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本性能を最適化させます。

お客様ひとりひとりにあわせたソフトウェアを反映させていくことで、
「人」に寄り添ったクルマの進化、「パーソナライズ」をお届けします。 
わたしたちが考える「パーソナライズ」とは、おひとりおひとりの運転データの
分析結果をもとに最適なソフトウェアを反映し、ベストマッチする一台に。
さらに、よりよい運転方法をご提案し、運転スキル向上をサポートいたします。

新車 クルマに関わる費用 ご利用期間

保険*

自動車税 登録
諸費用

メンテ
ナンス

ソフトウェア
アップグレード

KINTOでのみご利用いただけます（購入はできません）・契約期間は3年のみです（買取・延長などはできません）
・販売店はKINTO ONEの取り扱いがあるGR Garege、またはGR Garageが併設、隣接するトヨタ販売店の一部から
お選びいただけます・タイヤ交換はメンテナンス対象外です・冬タイヤオプションはお選びいただけません
・トヨタ自動車、販売店各社、KINTOが実施する走行体験会などにおいてのみ、サーキット走行が可能です

＊保険約款の免責事由に
該当するため、お客様自身
で損害保険契約を締結す
ることが必要になります。

GRヤリス特別仕様車
“モリゾウセレクション”を
ご契約いただくにあたっての
ご注意事項

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 エモーショナルレッドII〈3U5〉 プレシャスブラックパール〈219〉

内装色・ブラック ウルトラスエード®
＋合成皮革

＊

のサービス概要

https://kinto-jp.com/
検索

詳しい情報は、KINTOサイトへ

キント

※アップグレードのなかには、一部有料でご利用いただくメニューもあります。

※

ETC　フロアマット　予防安全パッケージ（Toyota Safety Sense等）

※アップグレード費用はKINTO月額利用料に含まれます。
（一部有料でご利用いただくメニューもあります）
※アップグレードはGRガレージ各店舗（一部除く）にて
ご提供いたします。

撮影：三橋仁明／N-RAK PHOTO AGENCY
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KINTO専用車 ベース車両

RZ“High performance・
モリゾウセレクション” RZ“High performance”

メーカーパッケージオプション

RZ“High performance”

■車両型式・重量・性能

車両型式 4BA-GXPA16-AGFGZ
（H） 4BA-GXPA16-AGFGZ

車両重量 kg 1,280※
車両総重量 kg 1,500※
燃料消費率

（国土交通省
   審査値）

km/L 13.6
市街地モード km/L 10.6
郊外モード km/L 13.8
高速道路モード km/L 15.3

主要燃費改善対策 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステ
アリング、アイドリングストップ装置、充電制御

最小回転半径 m 5.3

■エンジン

型式 G16E-GTS
総排気量 L 1.618
種類 直列3気筒インタークーラーターボ
使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
内径×行程 mm 87.5×89.7
最高出力＜ネッ
ト＞ kW（PS）/r.p.m. 200（272） / 6,500

最大トルク＜ネッ
ト＞ N・m（kgf・m）/r.p.m. 370（37.7） / 3,000～4,600

燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量 L 50

■寸法・定員

全長 mm 3,995
全幅 mm 1,805
全高 mm 1,455
ホイールベース mm 2,560
トレッド フロント / リヤ mm 1,535 / 1,565
最低地上高（社内
測定値） mm 130

室内（社内測定
値） 長 / 幅 / 高 mm 1,880 / 1,430 / 1,175

乗車定員 名 4

■走行装置

サスペンション フロント / リヤ ストラット式コイルスプリング / ダブルウィッシュボーン式
コイルスプリング

ブレーキ フロント / リヤ ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク
作動方式 油圧式

駆動方式 4輪駆動方式

■トランスミッション・変速比・減速比

トランスミッション iMT（6速マニュアル）
第1速 / 第2速 / 第3速 / 第4速 / 第5速 / 
第6速 / 後退

3.538 / 2.238 / 1.535 / 1.162 / 1.081 / 0.902 / 
3.831

変速比 ギヤ機構部 前進 －
後退 －

無段変速部 前進 －

減速比
フロント［第1速～第4速］：3.941
  ［ 第5速～第6速、後退］：3.350  /

リヤ：2.277
※KINTOセーフティパッケージを選択した場合、10kg増加します。

■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。　■WLTCモードは、市街地、郊外、
高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モー
ドは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響
をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
■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。　■“YARIS”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”“ROOKIE Racing”“EFI”“VSC”“TRC”“GOA”
“TSOP”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”“TCスマホナビ”“TNGA”“コンライト”“ロードアシ
スト24”“マイカーサーチ”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：トヨタ自動車株式会社

＊1. ブレーキ性能を高めたため、ブレーキノイズやブレーキダストが出やすく、ブレーキパッドの寿命が早い傾向にあります。また、パッドの貼り付きが発生
することがあります。スポーツ走行を重視した設計のため、低温、雪、水などの影響で効きが低下する場合があります。あらかじめご了承ください。　＊2. 使用
条件によっては塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。　＊3. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒー
ター付となります。　＊4. 予防安全パッケージを選択した場合、ウインドシールドグリーンガラスにIR〈赤外線〉カット機能が追加されます。　＊5. 寒冷地仕
様を選択した場合、フロントドアグリーンガラスは撥水機能付となります。　＊6. 予防安全パッケージを選択した場合、フロントワイパーはオートワイパー
（雨滴感知式）に、インナーミラーは自動防眩インナーミラーとなります。　＊7. 予防安全パッケージを選択した場合、レーダークルーズコントロール、レーン
トレーシングアシストのスイッチが装着されます。　＊8. 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22㎝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、販売店にご相談ください。　＊9. リヤシート表皮は合成皮革となります。　＊10. CD・DVDデッキは搭載されていません。また、
ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が
必要です。　＊11. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。　
＊12. TV（フルセグ）のお申込みについては販売店におたずねください。　＊13. 別途セットアップ費用が必要となります。ETC車載器は新しいセキュリティ
規格に対応しています。なお、ナビキット連動タイプはT-Connectナビキットを選択した場合のみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。
＊14. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。　＊15. PTC［自己温度制御システム］:Positive Temperature 
Coefficient　＊16.  字光式ナンバープレートは装着できません。　＊17. 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。　＊18. 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。　■「メーカーオプション」および
「メーカーパッケージオプション」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。　

■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。　
■RZ“High performance・モリゾウセレクション”、RZ“High performance”はグレード名称ではありません。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％
込み）’21年5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。　■トルセン®LSDの“トルセン”は
（株）JTEKTの登録商標です。　■“ ®”（グランリュクス）はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。　■「Ultrasuede®」、「ウル
トラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。　■“JBL”はHarman International Industries,inc.の商標です。　■SmartDeviceLink™は
SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　■Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの
登録商標です。　■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。　■Android Auto™は、Google LLCの商標です。　

【KINTO追加オプションで選択できる装備】
●サイドバイザー　●ドライブレコーダー(前後方2カメラ)　●盗難防止機能付ナンバーフレームセット　●GR専用ドライブロガー

KINTO専用車 ベース車両

RZ“High performance・
モリゾウセレクション” RZ“High performance”

外装&メカニズム

225/40ZR18タイヤ（ミシュラン Pilot Sport 4S）×BBS製8J鍛造アルミホイール（メタ
ルスターグロスブラック塗装/センターオーナメント付）

◆ROOKIE Racingマーク付
センターオーナメント ● ー

225/40R18タイヤ（ダンロップ SP SPORT MAXX 050）×ENKEI製8J鋳造アルミホ
イール（グロスブラック塗装/センターオーナメント付） ー ー ●

トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ） ● ● ー
ストラット式フロントサスペンション（専用チューニング） ●RZ“High performance”用 ●RZ“High performance”用 ●RZ用
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション（専用チューニング） ●RZ“High performance”用 ●RZ“High performance”用 ●RZ用
コイルスプリング ◆カラー塗装 ●ブラック ●ブラック
ショックアブソーバー ◆カラー塗装 ●ブラック ●ブラック
フロント：18インチアルミ対向4ポットキャリパー（高μパッド）+スリット入りスパイラルフィン式ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ
リヤ：16インチアルミ対向2ポットキャリパー（高μパッド）+スリット入りベンチレーテッドディスクブレーキ ＊1 ● ● ●

カラードキャリパー（レッド/GRロゴ付〈フロント・リヤ〉）　　＊2 ● ● △ 44,000円
（消費税抜き40,000円 ）

空冷インタークーラー ● ● ●
冷却スプレー機能付 ● ● ー

パーキングブレーキ 手動（本革巻きグリップ&メッキノブ） ◆ブルーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付
パーキングブレーキレバーブーツ（合成皮革） ◆カラーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付

ブレーキダクト ● ● ー
ラジエーターグリル/フロントサイドディフューザー/リヤロアバンパー/リヤスポイラー ●ピアノブラック塗装 ●ピアノブラック塗装 ●ブラック
モリゾウサイン（ウインドシールドガラス下部） ◆ ー ー

安全装備

3灯式フルLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能＆おむかえ照明機能付） ● ● ●
フルLEDリヤコンビネーションランプ（LEDライン発光テールランプ＆ストップランプ＋LEDターンランプ） ● ● ●
リヤフォグランプ（リヤバンパー埋込式） □ □ □
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ＊3 ● ● ●
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス） ＊4 ● ● ●
UVカット機能付フロントドアグリーンガラス ＊5 ● ● ●
ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト機能付） ＊6 ● ● ●

操作性

本革巻き3本スポークステアリングホイール（ダークグレー塗装/GRエンブレム付） ◆ブルーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付
ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー通話・音声認識） ＊7 ● ● ●
本革巻きシフトノブ ●6MT ●6MT ●6MT
シフトブーツ（合成皮革） ◆カラーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ●シルバーステッチ付
スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）＆スタートシステム（スマートキー2個） ＊8 ● ● ●

内装

インストルメントパネルワンポイント加飾（ブルー/助手席側） ◆ ー ー

ドアスイッチベース ◆ROOKIE Racingマーク付
ピアノブラック塗装 ●ブラック ●ブラック

GRフロアマット（ベーシック） ◆ □ □
シート表皮 ウルトラスエード®＋合成皮革 ＊9 ◆カラーステッチ付 ●シルバーステッチ付 ー

ファブリック ー ー ●
フロントシート プレミアムスポーツ（スライド＆リクライニング） ◆ROOKIE Racingマーク付 ●GRマーク付 ー

スポーツ（スライド＆リクライニング/GRマーク付） ー ー ●

シートヒーター（運転席・助手席）＆ステアリングヒーター ◆ △
27,500円（消費税抜き25,000円） ☆コンフォートパッケージ

イルミネーテッドエントリーシステム フロントパーソナルランプ（LED） ー ー ●
フロントパーソナルランプ（LED）＋ドアイルミネーション（LED） ● ● ☆コンフォートパッケージ

エンターテインメント・その他

8インチ ディスプレイオーディオ＊10 
【オーディオ・ビジュアル機能】　AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、Bluetooth®対応
（ハンズフリー/オーディオ）、USB入力（動画・音楽再生/給電）＊11、Miracast®対応 
【スマートフォン連携】　SDL（SmartDeviceLink™）、Apple CarPlay、Android Auto™対応
【T-Connect】　ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ

● ● ●

スピーカー 8スピーカー（JBLサウンドシステム）＋アクティブノイズコントロール ● ● ☆コンフォートパッケージ
2スピーカー ー ー ●

TV（フルセグ） ＊12 販売店にてお申込みください
T-Connectナビキット ★ □ □
ETC車載器（ビルトイン）ボイスタイプ ＊13 ◆ □ □
ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊13 ★ □ □

寒冷地仕様＊14 ヒーター付ドアミラー+PTCヒーター＊15 など ◆ △17,600円
（消費税抜き16,000円） ー

ウインドシールドデアイサー+ヒーター付ドアミラー+PTCヒーター＊15 など ー ー △23,100円
（消費税抜き21,000円）

工具 ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ホイールナットレンチ ー □ □

●タイヤパンク応急修理キット　●アクティブトルクスプリット4WDシステム　●4WDモードセレクトスイッチ
（NORMAL/SPORT/TRACK）　●スポーツモード付VSC　●カーボンルーフ（フィルム）　●アルミ製パネル（エンジ

ンフード・左右ドア・バックドア）　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●フルアンダーカバー（エンジン・フロア）　●デュアルエキゾースト
テールパイプ　●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/ランプオートカットシステム）　●防眩インナー
ミラー＊6　●SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）
●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）＊17　●スポーツメーター（メーター照度コント
ロール/GRマーク付）　●マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチカラーTFT液晶）　●メッキインサイドドアハンドル　●インパ
ネオーナメント表皮（ソフトパッド）　●ドアトリムオーナメント表皮（グランリュクス®）　●ピアノブラック塗装（インパネオーナメント、オー
ディオクラスター、ドアトリムオーナメント、サイドレジスターノブ）　●スモークシルバー塗装（シフトベゼル、ドアインナーガーニッシュ、レジ
スターベゼル）　●アルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ）　●運転席シート上下アジャスター　●助手席ウォークイン機構　●
6:4分割可倒式リヤシート　●デジタルクロック　●WRCプレート（フロントコンソール）　●蓄冷エバポレーター付左右独立温度コ
ントロールフルオートエアコン＋ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（メッキダイヤル）　●アクセサリーソケット（DC12V・120W/1
個）＊18　●DCM（専用通信機）　●アイドリングストップ機能（Stop & Start System）　●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］　●工具（フック）  など　

全車標準装備

メーカーパッケージオプション

予防安全
パッケージ

・Toyota Safety Sense
（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〉、レーントレーシングアシスト［LTA］、
レーダークルーズコントロール［ブレーキ制
御付］、オートマチックハイビーム［AHB］、
ロードサインアシスト［RSA］）・先行車発進
告知機能［TMN］　・セカンダリーコリジョ
ンブレーキ［SCB］　・バックガイドモニ
ター　・ブラインドスポットモニター
［BSM］　・カラーヘッドアップディスプレ
イ ・自動防眩インナーミラー　・オートワ
イパー（雨滴感知式）

・クリアランスソナー＆
バックソナー＊16・リヤク
ロストラフィックアラー
ト・タイヤ空気圧警報シ
ステム

★
☆

249,700円
（消費税抜き
227,000円）

☆
249,700円
（消費税抜き
227,000円）

コンフォート
パッケージ

・8スピーカー（JBLサウンドシステム）＋アクティブノイズコントロー
ル ・シートヒーター（運転席・助手席）＆ステアリングヒーター　・イル
ミネーテッドエントリーシステム（フロントパーソナルランプ［LED］＋ド
アイルミネーション［LED］）

ー ー
☆

130,900円
（消費税抜き
119,000円）

KINTO専用車 GRヤリス特別仕様車 
RZ“High performance・モリゾウセレクション”装備表

ベース車諸元表

KINTO専用車   GRヤリス特別仕様車 
RZ“High performance・モリゾウセレクション”

　なら

頭金0、自動車保険もコミコミ
ご契約までオンライン完結可能

月々 81,840円（税込）～
【ご利用期間】：3年 
※上記金額はボーナス併用払いなし、
最安値カラー・パッケージで追加オプションなし

サービスに関するお問合せは、
カスタマーセンターにお問い合わせください。 KINTOカスタマーセンター
受付時間9：00～18：00年中無休（年末年始を除く）
※混雑時など繋がりにくいことが予想されますのでご了承下さい。 0120-075-910

◆：特別装備　●：標準装備　
△：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）　
□：販売店装着オプション　★ KINTOセーフティパッケージ




