
車両型式・重量・最小回転半径

車両型式 GRMN86-FRSPORT

車両重量 kg 1,230

車両総重量 kg 1,340

最小回転半径 m 5.4

寸法・定員

全長×全幅×全高 mm 4,290×1,775×1,300

ホイールベース mm 2,570

トレッド
フロント mm 1,525

リヤ mm 1,535

最低地上高 mm 105

室内長×室内幅×室内高 mm 950×1,490×1,060

乗車定員 名 2

エンジン

型式 FA20-GR

種類 水平対向4気筒 直噴DOHC

内径×行程 mm 86.0×86.0

圧縮比 12.5

総排気量 L 1.998

最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 161（219）/7,300

最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 217（22.1）/5,200

燃料供給装置 筒内直接＋ポート燃料噴射装置〈D-4S〉

燃料タンク容量 L 50

使用燃料 無鉛プレミアムガソリン＊

ステアリング・サスペンション
・ブレーキ・駆動方式

ステアリング ラック＆ピニオン式

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

（GRMN専用チューン）

リヤ ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
（GRMN専用チューン）

ブレーキ
フロント ベンチレーテッドディスク

高剛性6ポッド対向モノブロックキャリパー

リヤ ベンチレーテッドディスク
高剛性4ポッド対向モノブロックキャリパー

駆動方式 FR（後輪駆動方式）

トランスミッション・変速比・減速比

トランスミッション 6速マニュアル

第1速 2.907

第2速 2.036

第3速 1.541

第4速 1.213

第5速 1.000

第6速 0.767

後退 3.437

減速比 4.300

メーカー希望小売価格（沖縄地区は価格が異なります）

消費税抜き

86 ＧRＭＮ 6,480,000円 6,000,000円

＊本車両は無鉛プレミアム（無鉛ハイオク）ガソリン指定車両です。指定以外の燃料(無鉛レギュラーガソリン、粗悪ガソリン、
灯油、アルコール系燃料など)を使用した場合、エンジン破損や燃料系部品の損傷による重大な損害事故につながる
おそれがありますので指定燃料以外は絶対に使用しないでください。
■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。 ■各諸元の数値は参考数値です。登録の際は車両の

■その他の標準装備 ●フロントパフォーマンスロッド ●フロント＆リヤバンパー（カラード） ●プロジェクター式ヘッド
ランプ（LEDクリアランス付ディスチャージ［オートレベリング機能付］） ●LEDハイマウントストップランプ（室内装着）　
●電動格納式リモコンドアミラー（ダークグレーメタリック） ●防眩インナーミラー（フレームレス） ●コンライト（ラ
イト自動点灯・消灯システム） ●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・トップシェード付） ●UV
カットフロントドアグリーンガラス ●VSC（ビークル・スタビリティ・コントロール） ●EBD（電子制動力配分
制御）付ABS ●クラッチスタートシステム ●VSCスポーツモードスイッチ ●スポーツアルミペダル（アク
セル、ブレーキ、クラッチ、フットレスト） ●パワーウインドゥ（運転席・助手席ワンタッチ式／インデックスシステム、挟み
込み防止機能付）　●イルミネーテッドエントリーシステム（ルームランプ） ●ラゲージルームランプ ●左右独立温
度コントロールフルオートエアコン＆ピアノタッチスイッチ＋ダイヤル式ヒーターコントロールパネル ●クリーンエアフィ
ルター（微細塵タイプ） ●ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ） ●工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ） 
●パンク修理キット など

●価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）'16年1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。 ●価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●
価格にはオプション料金、取付費は含まれておりません。 ●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。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（9,850円＜'16年1月時点の金額＞）が別
途必要となります。詳しくは取扱い販売店におたずねください。＊1.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気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。 ＊2.初期設定では非表示設定になっております。ODO/TRIPスイッチに
よって、表示/非表示の切替が可能です。 ＊3.120W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。 ＊4.販売店装着オプションとして用品ナビ･オーディ
オを多数ご用意しております。 ＊5.別途セットアップ料金が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。 ■CFRPパーツ（エンジンフード、ルーフ、トランクフード、リヤスポイラー）は素材の特性上、カーボン繊維の織り目の

濃淡、隙間の乱れ、繊維のうねりが見える場合があります。 ■CFRPパーツは長期間にわたって紫外線を浴びつづけ
ると変色することがあります。紫外線を浴びつづけると、CFRPに含まれる樹脂が白く濁ったり、黄ばんだりすることが
ありますので、日の当たらない屋内で保管されることをおすすめします。 

■一部の写真はニュルブルクリンクでのサーキット走行イメージ。 ■写真の計器盤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。 ■納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正し
くお取り扱いください。 ■購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。 ■専用部品の装着により、ガレージジャッキが指定の位置で使えなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。 ■専
用フロントスポイラー・リヤバンパー・サイドステップ/チューニングサスペンションの装着により、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープ、不整地などで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行した
り、凍結（着氷）状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。 ■専用タイヤ&専用アルミホイールを装着しているため、標準車に比べ走行音や磨耗レベルが違うことや、雪道、凍結路面でのグリップが低下する場合があります。 
■専用タイヤ&専用アルミホイールを装着しているため、タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができませんのであらかじめご了承ください。雪道や凍結路を走行する場合は冬用タイヤをご使用ください。 ■専用マフラーを
装着しているため、標準車に比べ音質が変化します。また、素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。 ■専用対向6ポッド/4ポッドキャリパーは、すぐれた制動力を発揮すると同時に剛性感あふれるブレーキタッチを
実現しています。また、その制動力などによりブレーキング時に鳴きが発生したり、ブレーキディスクやブレーキパッド磨耗が早くなる性質があります。 ■「トヨタ純正用品」との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねくださ
い。

トヨタ 86 GＲＭＮは、環境対応車 普及促進税制の適合車ではありません。

■トヨタ ８６ GRMN主要諸元

■トヨタ 86 GRＭＮ価格表

足まわり
・メカニズム

タイヤ・ホイール

フロント：215/40R17 83Wタイヤ（ブリヂストンPOTENZA RE-71R 専用スペック）
＋17×7 1/2J 専用RAYS製アルミホイール（センターオーナメント付）

リヤ：235/40R17 90Wタイヤ（ブリヂストンPOTENZA RE-71R 専用スペック）
＋17×8 1/2J 専用RAYS製アルミホイール（センターオーナメント付）

専用サスペンション
フロント：専用倒立式ダンパー（車高調整式／減衰力調整式)＋高強度軽量コイルスプリング

リヤ：専用ダンパー（車高調整式／減衰力調整式)＋高強度軽量コイルスプリング

専用ピロボール式リヤコントロールアームブッシュ
専用リヤパフォーマンスロッド（減衰機構付）
専用高トルクバイアスレシオトルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）

専用ブレーキ

フロント：対向6ポッドモノブロックキャリパー（GRMNロゴ付）
＋大径ベンチレーテッドディスクブレーキ（フローティング・ドリルドディスク）

リヤ：対向4ポッドモノブロックキャリパー(GRMNロゴ付)
＋専用大径ベンチレーテッドディスクブレーキ（ドリルドディスク)

専用チューンドエンジン（抵抗低減ストレートエアインレット／抵抗低減エアクリーナ／可変インテークマニホールド／
軽量ピストン／低張力ピストンリング／低フリクションクランクベアリング／完全等長エキゾーストマニホールド／専用エンジンECU）

軽量・高剛性化ドライブシャフト

エクステリア

専用エンジンフード・ルーフ・トランクフード（カーボン［CFRP製］）
専用リヤエンブレム
専用フロントスポイラー・バンパーサイドフィン
専用フェンダーガーニッシュ（カーボン［CFRP］製／GRMNエンブレム付）
専用サイドステップ
専用リヤ大型スポイラー（カーボン［CFRP］製／角度調整式）
専用リヤバンパー・ディフューザー
専用センターシングルエキゾーストテールパイプ

視界・安全
専用樹脂製
ウインドゥ

リヤクォーター：プライバシー仕様
バックウインドゥ：熱線入り／プライバシー仕様

SRS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

操作性・計器盤

専用3本スポーク小径ステアリングホイール（アルカンターラ®表皮／センターポイントマーク付）
専用シフトレバーノブ＆パーキングブレーキレバー（アルカンターラ®表皮）
専用チューニング電動パワーステアリング

スマートエントリー＆スタートシステム（運転席・助手席・トランク
／アンサーバック機能付／スマートキー2個） ＊1

コンビネーション
メーター

マルチインフォメーションディスプレイ、シフトポジションインジケーター、
メーター照度コントロール（GRMNロゴ付白文字盤）

デジタルスピードメーター
REVインジケーター
シフトアップインジケーター ＊2

インテリア

専用シート表皮（運転席・助手席／アルカンターラ®） 
専用レカロ製フロントシートスライド＆リクライニング
専用パーテーションパネル
専用インストルメントパネル（アルカンターラ®表皮／GRMNロゴ付）
専用メーターバイザー（アルカンターラ®表皮）
専用スタートスイッチ（レッド／GRロゴ付）
専用シートベルト（レッド）
専用フロアマット
アクセサリーソケット（2個） ＊3

オーディオ
オーディオレス（カバーレス／8スピーカー ＋ 2chパワーアンプ） ＊4
オーディオレスカバー 販売店装着オプション

その他
盗難防止システム
［国土交通省認可品］

エンジンイモビライザーシステム
オートアラーム

ETC車載器 販売店装着オプション ＊5

■トヨタ ８６ GRMN主要装備一覧表

商談をご希望の方は、下記WEBサイトよりお申込みください。
応募多数の場合、後日抽選のうえご連絡を差し上げます。（申込み受付期間：2016年1月4日～2016年1月22日）

■ご商談、ご成約までの流れ

【商談申込みURL】http://gazooracing.com/grmn/86/info
【受付期間】2016年1月4日(月)12:00～2016年1月22日(金)23:59

＊商談申込みに際し商談申込み利用規約へのご同意と、TOYOTA Web Passportの
会員登録が必要です。商談申込みのお手続きをスムーズに行うためにも、事前に
TOYOTA Web Passport会員登録されることを強くお勧めします。
＊TOYOTA Web Passportの登録にあたっては以下の入力が必須となります。必須
入力項目（ID、パスワード、ニックネーム、生年月日、メールアドレス）また商談申込みには、
上記のTOYOTA Web Passportの会員登録必須入力項目に加え、現住所、性別、
氏名、フリガナ、電話番号が必要となります。TOYOTA Web Passportの会員情報に
事前に登録することをお勧めいたします。

1 WEBサイトより商談申込み

【商談権を獲得をされた100名様】

【商談権を獲得をされた方以外のお客様】

2 抽選

WEB商談申込みの際ご指定いただいた販売店にてご商談いただきます。

商談権を獲得されたお客様の不成約、商談申込み取り消し等が発生した場合、
繰上りのご連絡を順番にいたします。WEB商談申込みの際ご指定いただいた
販売店にてご商談いただきます。

3 ご商談、ご成約


