
その他の標準装備　■アイドリングストップ機能（Stop & Start 
System)　 ■電動パーキングブレーキ　■タイヤパンク応急修理
キット　■タイヤ空気圧警報システム　■LEDリヤコンビネー
ションランプ　■LEDハイマウントストップランプ　■LEDリヤ
フォグ・バックアップランプ　■コンライト　■リヤウインドゥデ
フォッガー（タイマー付）　■ウォッシャー連動時間調整式間欠フロ
ントワイパー（雨滴感応式）　■自動防眩インナーミラー ■ポップ
アップフード　■緊急ブレーキシグナル　■ヒルスタートアシス
トコントロール ■全方位コンパティビリティボディ構造　■歩
行者傷害軽減ボディ　■VSC　■TRC　■EBD（電子制動力
配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト ■ELR付3点式シート
ベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　■全席
シートベルト非着用警告灯（点滅式）＋運転席リマインダー

（警告音）　■ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＊9　
■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（運転席・助手席）
＋SRSニーエアバッグ（運転席）　■助手席エアバッグカットオフ
スイッチ　■本革巻き3本スポークステアリングホイール　■ス
テアリングスイッチ（オーディオ・クルーズコントロール・ハンズフ
リー・音声認識）　■電動パワーステアリング　■トラクション
モード　■チルト＆テレスコピックステアリング　■専用リモート
コントローラー（Toyota Supra Command）　■パワーウインドゥ

（ワンタッチ式/キーOFF後作動機能・インデックスシステム・
挟み込み防止機能付）　■スマートエントリー（運転席・助手席）
＆スタートシステム（スマートキー2 個 ）＊1 0 　 ■ 車 速 感 応
オート・電気式ドアロック（運転席ドアキー連動/キー閉じ込み
防止機能付）　■8.8インチTFT液晶式メーター（デジタルスピー
ドメーター）　■メーター照度コントロール ■タコメーター　
■シフトポジションインジケーター　■デジタルクロック（TFT
液晶式メーター内表示）　■シートバックポケット（運転席・助手
席）　■アルミドアスカッフプレート（車名ロゴ入り） ■フロア
マット ■サンバイザー（運転席・助手席/バニティミラー・照明付）
■グローブボックス（照明・キー付）　■カップホルダー（2個）
■パッケージトレイトリム　■左右独立温度コントロールフル
オートエアコン＋プッシュ式ヒーターコントロールパネル　■ルー
ムランプ（フロントパーソナルランプ一体） ■イルミネーテッド
エントリーシステム（足元照明・アウトドアハンドル） ■電気
式ラゲージオープナー ■ラゲージルームランプ ■ラゲージ
フック（4箇所） ■DCM（専用通信機） ■アクセサリーソケッ
ト（2個/DC12V・140W）＊11　■ホイールロックボルト ■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］ など

RZ

■車両型式・重量・性能
車両型式 3BA-DB06-MURW※
車両重量 kg 1,520
車両総重量 kg 1,630

燃料消費率
(国土交通省審査値)

km/L 11.0
市街地モード km/L 7.6
郊外モード km/L 11.3
高速道路モード km/L 13.3

主要燃費改善対策 直噴エンジン、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 5.2
■エンジン
型式 B58B30B
総排気量 L 2.997
種類 直列6気筒
使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
最高出力〈ネット〉 kW[PS]/r.p.m. 285［387］/5,800

最大トルク〈ネット〉 N・m[kgf・m]/r.p.m. 500[51.0]/
1,800〜5,000

燃料供給装置 筒内直接燃料噴射装置
燃料タンク容量 L 52
■寸法・定員
全長 mm 4,380
全幅 mm 1,865
全高 mm 1,295
ホイールベース mm 2,470
トレッド フロント mm 1,595

リヤ mm 1,590
最低地上高（社内測定値） mm 117
室内（社内測定値） 長 mm 970

幅 mm 1,460
高 mm 1,060

乗車定員 名 2
■走行装置
サスペンション フロント マクファーソンストラット式コイルスプリング

リヤ マルチリンク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
駆動方式 FR（後輪駆動方式）
トランスミッション 6速マニュアル

※特別仕様車RZ“マットホワイトエディション”の車両型式の末尾には（B）が付きます。

■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。　
■“SUPRA”“VSC”“TRC”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”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：Bayerische Motoren Werke AG　■輸入販
売元：トヨタ自動車株式会社

ベース車両 トヨタ スープラ 主要諸元表

■主要装備一覧表につきましては、ベース車両カタログを合わせて
ご参照ください。
＊1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承くださ
い。詳しくは販売店におたずねください。　＊2. リヤクロストラフィックアラー
トのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと
合わせてご使用ください。　＊3. シートの一部には人工皮革を使用してい
ます。　＊4. DVD/CDデッキは搭載されていません。メディアによっては再生
できない場合があります。　＊5. 特別仕様車“マットホワイトエディション”に
は、Android デバイスの画⾯をセンターディスプレイに表示できる機能
がつきます。ベース車両RZには、Screen Mirroring機能はつきません。　
＊6. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されてい
る方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談くだ
さい。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがありま
す。充電機能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. DC5V/1.5A（消費電力7.5W）の電源としてご使用くだ
さい。　＊8. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。　
＊9. 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。　＊10. 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。　
＊11. 140W以下の電気製品をご使用ください。ただし、140W以下の電気
製品でも正常に作動しない場合があります。　■字光式ナンバープレー
トは装着できません。　■タイヤ交換用工具は付きません。タイヤ交換は
販売店にて行ってください。　■「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。　■“マットホワイトエディション”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）’22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。　■“アルカンター
ラ®”はアルカンターラ社の登録商標です。　■“Bluetooth®”はBluetooth 
SIG,Inc.の商標です。　■Apple Car Playは、米国その他の国で登録され
たApple Inc.の商標です。　■“JBL”はHarman International 
Industries, inc.の商標です。　■“PILOT SPORT”はCompagnie 
générale des établissements Michelin SCAの登録商標です。

特別仕様車 ベース車両
3.0L ・ 6MT

RZ“マットホワイト
エディション” RZ

外装

■足回り・
メカニズム

フロント：255/35ZR19 タイヤ（MICHELIN PILOT SUPER SPORT）×9J 鍛造アルミホイール
（艶消しダークメタリック塗装/ センターオーナメント付）
リヤ：275/35ZR19 タイヤ（MICHELIN PILOT SUPER SPORT）×10J 鍛造アルミホイール

（艶消しダークメタリック塗装/ センターオーナメント付）＊1
● ●

マクファーソンストラット式フロントサスペンション ● ●
マルチリンク式リヤサスペンション ● ●
フロント：brembo製17インチアルミ4 ポッド対向キャリパー（車名ロゴ入りレッド塗装）＋348mm径ディスク
ブレーキ リヤ:17インチフローティングキャリパー（レッド塗装）＋345mm径ディスクブレーキ ● ●

AVS（アダプティブバリアブルサスペンションシステム） ● ●
アクティブディファレンシャル ● ●
フロントストラットバー ● ●

■エクステリア ドアミラーステイ（ピアノブラック塗装） ● ●
デュアルテールパイプ 直径100mm・ヘアライン仕上げ ● ●

安全装備

■視界 6灯式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDクリアランスランプ＆デイライト+
LEDターンランプ+LEDコーナリングランプ ● ●

サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー（リバース連動・ヒーター機能付・マットブラック塗装） ● ●
■予防安全・
　衝突安全

プリクラッシュセーフティ
（歩行者[昼]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/単眼カメラ方式） ● ●

レーンディパーチャーアラート（ステアリング制御機能付） ● ●
ブラインドスポットモニター/後方車両への接近警報 ● ●
アダプティブハイビームシステム ● ●
クルーズコントロール ● ●
クリアランスソナー ● ●
リヤクロストラフィックアラート＊2 ● ●

操作性
■操作系 本革シフトノブ（シフトブーツ一体型） ● ●

オルガン式アクセルペダル/ブレーキペダル/クラッチペダル ●スポーツ ●スポーツ
iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション） ● ●

スポーツモード 制御内容：エンジン・ステアリング・iMT（ON/OFF 切替）・
AVS・アクティブディファレンシャル ● ●

■計器盤 カラーヘッドアップディスプレイ ● ●
内装
■シート シート表皮 アルカンターラ®＋本革（イグニッションレッド）＊3 ー ●

本革（タン）＊3 ◆
△82,500円

（消費税抜き
75,000円）

本革（ブラック）＊3 ー
△82,500円

（消費税抜き
75,000円）

スポーツ
シート

運転席＆助手席8ウェイパワー＋電動ランバーサポート＋
サイドサポート幅調整（運転席メモリー機能付） ● ●

シートヒーター（運転席・助手席） ● ●
■インテリア オーナメントパネル　カーボン ● ●

“Matte White Edition”カーボンオーナメント ◆ ー
エンターテインメント

■ナビ・
オーディオ

Toyota Supra Connect HDDナビゲーションシステム＊4
【ナビ】8.8インチタッチディスプレイ、Toyota Supra Connect、VICS
【オーディオ】HDDオーディオ、AM/FM、地上デジタルTV、USB、（音声・映像）入力端子
【その他】カラーバックガイドモニター、Bluetooth®対応（ハンズフリー・オーディオ）、音声認識、
Apple CarPlay®、Screen Mirroring機能＊5

● ●

JBLプレミアムサウンドシステム  12スピーカー ● ●
その他
■その他 おくだけ充電＊6 ◆ ー

充電用USB端子（1個/フロントコンソール） 1.5A＊7 ー ●
2.1A＊8 ◆ ー

トヨタ スープラ 特別仕様車
RZ“Matte White Edition”主要装備一覧表
◆：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）

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。　このカタログに関するお問い合わせは、お近くのスープラ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'22年7月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影、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。

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。詳しくはエコカー減税紹介ページ
（https://toyota.jp/ecocar/about1/）をご確認、または販売店におたずねください。




