
 



写真はロングボデー（12m車）、スーパーハイデッカ（撮影用特別仕様車）■写真は合成です。

上質な移動時間を支えてきた日野セレガ。

求められる性能をそれぞれ見つめ直し、再び進化を遂げました。

先進装備の搭載を中心に、アクティブセーフティの強化を追求。

また、「おもてなし」の気持ちを車両の随所に施し、快適空間を創造しています。

平成28年（ポストポスト新長期）排出ガス規制に適合させ、

クリーンな走りで地球環境と調和する日野セレガ。

あらゆる性能の醸成を図り、

バスに携わるすべての方々の安心感を高めています。

醸成された「おもてなしの気持ち」。
すべては安心のために。
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追求した上質感の創造。

感動との出会いがここに。

写真はハイデッカショート、2列サロン観光、内装コーディネート：プレミアム「E3」（撮影用特別仕様車）4 5



磨き抜かれた安全性能が支える

最高のホスピタリティ。

写真はロングボデー（12m車）、ハイデッカ（撮影用特別仕様車）■写真は合成です。

大型バスとしての使命、

それはお客様をより大きな安心とともにお迎えすること。

日野セレガは事故を未然に防止する、

PCS（プリクラッシュセーフティシステム）を進化。

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しました。

また、万一の場合の被害を最小化するため、

細部まで安全性を追求し、

乗る人すべての安心感を高めています。

安 全
性 能
安 全
性 能
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キャップス
アクシデントを未然に防ぐアクティブセーフティ、
万一の際のパッシブセーフティ、この両面から安全を考えたのが、
日野自動車のトータルセーフティ思想、CAPS（キャップス）。
さらに、事故の原因となる疲労の低減にも配慮し、
トータルで安全な走行をサポートします。Combined Active and Passive Safety

写真はロングボデー（12m車）、ハイデッカ（撮影用特別仕様車）■写真は合成です。

危険な状況の察知から、早めの警告、万一の被害軽減まで。

日野ならではの全方位からの追求が、

安全への信頼をより高めます。

＊全てのシステム・装備は安全運転を支援、サポートするための装置です。必ずしも事故を防止するものではありません。

！

サポート！

サポート！

サポート！

PCS機能

お手伝い！

守る！ストップ！

ドライバーの安全意識改革
● エコツリーレポート　● 安全運転講習

◆ 移動障害物回避機能
◆ 停止障害物回避機能
◆ 歩行者検知回避機能

全制動維持PCS制動

警報ブザー＆ディスプレイ表示

警報ブザー＆
ディスプレイ表示
危険をお知らせ

ピピ！

■停止車両に対し、自車速度50ｋｍ/ｈ以下の場合  ■静止歩行者に対し、自車速度30ｋｍ/ｈ以下の場合 
■先行車の車速10km/ｈ以上、かつ自車速度80ｋｍ/ｈ以下の場合

ストップランプ点滅

ブレーキを踏めなくても減速
（自動ブレーキが発動）

ハザード点滅

ＶＳＣ（車両安定制御システム）
安定した走行を保持し、車両の
コントロールをサポート。

EBS（電子制御ブレーキシステム）
空車時、乗車時に関わらず、
同じ感覚でのブレーキ操作が可能に。

■ お客様の被害軽減

● 最前列
　 ELR付3点式シートベルト

● 2列目以降
　 ELR付2点式シートベルト

■ 乗務員の被害軽減

● 高強度ボデー

● SRSエアバッグ

● 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

● ELR付3点式シートベルト
　 （運転席＆ガイド席）

● 安全走行を支える充実した運転環境
● スキャニングクルーズⅡ※
● ＥＳスタート

VSC

EBS

よそ見 注意力の低下

横転
ドリフト
アウト

アンチ・
スリップ・
レギュレーション

アンチロック・
ブレーキ・
システム

スピン

衝突の危険があるとき前方への注意力が低下したとき

疲れないこと

クルマの挙動にヒヤリとしたとき

衝突したとき

PCS （歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ）

■日野自動車安全性能マップ

！

ASR ABS

より見やすく

● ディスチャージ・ヘッドランプ
● ヘッドランプ・ウオッシャー

ドライバー
モニター

回避制御

PCS作動
早期化

連  

携

前方障害物等を検知

車両停止まで

※先行車との車間距離と相対速度、自車速度に応じて、
　一定の車間距離を保ちながら走行するシステム。

スキャニング
クルーズⅡ

車線逸脱
警　報

車両ふらつき
警　報

衝突回避 被害軽減又は

ミリ波レーダー 画像センサー

衝突回避機能の作動条件

安 全
性 能

警報制動

日野セレガに搭載された

最先端の衝突被害軽減ブレーキシステムPCSが、

停止車両や静止歩行者の検知も可能になりました。

また、「ドライバーモニター」「車線逸脱警報」など

前方不注意を警告する各種装置の充実を図るとともに、

パッシブセーフティやドライバー教育に至るまで

徹底して対策を実施。観光に、ビジネスに、

乗る人すべての安心・快適な移動を支えるバスだから、

日野は安全のあらゆるフィールドで

細心かつ真摯なセーフティの追求を行っています。
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〈 イメージ図 〉

〈 VSC装着車と非装着車の比較╱イメージ図 〉

画像センサー

時速約60km/h以上で走行時、ドライバーの前方不注意に

よる事故を防止するため、ドライバーの顔向きや目蓋の開閉

状態などをモニターカメラで常時確認。前方への注意不足を

検知すると警報を発し、衝突の可能性がある場合はPCSを

早期に作動させます。

衝突の危険があるとき

前方への注意力が低下したとき

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

未然防止に貢献します。

前方への注意力が低下したとき

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、歩行者の検知も可能になりました。

国内大型バス初※2の技術で、バスの衝突・追突事故の抑制に貢献します。
■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。

※1：“PCS”はトヨタ自動車（株）の登録商標です。 ※2：2017年5月時点。自社調べ。
＊PCSの認識性能・制御性能には限界があります。道路状況、天候状態などによっては
システムが作動しない、衝突以外で作動する、または作動が遅れる場合があります。

＊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。

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。

前方への注意力が低下したとき

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。

クルマの挙動にヒヤリとしたとき

衝突時の被害を軽減するため、乗務員、お客様双方への配慮

を徹底。運転席まわりの入念な安全対策のほか、客席最前列

にはELR付3点式シートベルト（2列目以降はELR2点式）を

装備。掛け間違いを防止するため、窓側と通路側でベルトを

色分けするなど細部にまで安全性を追求しました。

衝突したとき

運転席SRSエアバッグ

ELR付3点式シートベルト（運転席＆ガイド席）
（運転席はプリテンショナー機構付）

ELR付3点式シートベルト（客席最前列）

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

非装着車装着車

＊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。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ない場合があります。

客席および運転席は「シートおよびシートベルトに関する保安基準の改正」に適合しています。

万一の衝突時、乗務員のための生存
空間確保に貢献する高強度ボデー
（写真は衝突実験）

■写真は合成です。機能説明のため
にSRSエアバッグが作動した状態を
再現したものです。

車両のふらつきを検出し、警報で注意を喚起。

車両ふらつき警報
わき見や目蓋の状態を検知し、警報で注意を喚起。

ドライバーモニター

滑りやすい路面やカーブでの事故の抑制に貢献。

VSC※3（車両安定制御システム）

万一の際のダメージを軽減。

日野セレガの徹底したパッシブセーフティ

走行車線から車両がはみ出すと、警報で注意を喚起。

車線逸脱警報
停止車両や歩行者まで検知し、衝突回避を支援。

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）

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。ドライバーの

アクセルやブレーキの操作が減るため、

疲労の軽減に寄与します。車間距離が急激に

短くなると、警告を発し、衝突の可能性が

ある場合はPCSを作動させます。

車間距離を自動制御し、運転の負担軽減に貢献。

スキャニングクルーズⅡ

ドライバーモニターカメラ

安 全
性 能
安 全
性 能

■条件によっては、運転者の顔の向き・眼の開閉について
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。 ＊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。

※3：“VSC”はトヨタ自動車（株）の登録商標です。
＊車両の速度がVSCの制御の限界を超えているとき、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。

■このほか、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お読みください。
■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。運転時には、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せください。

ブレーキを踏まない場合に減速（自動ブレーキが発動）

経過時間

衝突
不可避 衝突

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

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。

警報

＊スキャニングクルーズⅡは、時速約30km/h以下でキャンセルになります。
＊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。

＊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。

ステアリングスイッチで各種設定を
簡単に行えます。

カーブでの
横転限界を
超えた状態
（VSCなし）

雪道などで前輪が
スリップした状態
（VSCなし）

後輪の横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

＜ＰＣＳ＞　●ＰＣＳの認識性能・制御性能には限界があります。道路状況、気象条件などによってはシステムが作動しない、衝突以外で作動する、または作動が遅れる場合があります。●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。
＜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。運転時は、常に法定速度を守り、周囲の状況に応じた安全運転を心がけてください。
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の制御の限界を超えている時。■非常に滑りやすい凍結した
路面を走行している場合。■横風・脱輪・パンクなど、危険要因が生じた場合。
＜車線逸脱警報＞　●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。その他お守りいただきたい項目がありますので、車両の取扱説明書を必ずご覧ください。

モニターカメラがドライ
バーの運転状態を確認

PCS警報をディスプ
レイで表示
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写真は一般観光、11列、内装コーディネート：プレミアム「E2」（撮影用特別仕様車）

洗練された空間で

くつろぎの時間を。

心からの「おもてなし」の気持ちを、

お客様の視点から創造した、日野セレガの快適空間。

シートの質感をはじめインテリアコーディネートを見直し、

上質で洗練された客室に。移動を感動あるものにします。

快 適
性 能

12 13



標準シートバック
・グリップ ・フック ・ポケット
・ボトルホルダー ・肩グリップ
内装コーディネート：スタンダード「S3」

シートバックテーブル（オプション）
・グリップ ・フック ・ポケット
・テーブル ・肩グリップ
内装コーディネート：スタンダード「S3」

標準型補助席
内装コーディネート：スタンダード「S3」

全格納型補助席
内装コーディネート：ハイエンド「H2」

最高級のおもてなしを演出する、レザー張りのプレミアムタイプ

からスタンダードタイプまで、客室シートを用途・目的に合わせて

豊富にご用意しています。

お客様の快適で安らげる移動をサポート。

多彩な客席シートバリエーション
快 適
性 能
快 適
性 能

写真は一般観光、11列、内装コーディネート：プレミアム「E2」（撮影用特別仕様車）

ハイグレードワイドタイプ
プレミアム「E1」（オプション）

ハイグレードタイプ
ハイエンド「H2」（オプション）

スタンダードタイプ
スタンダード「S2」
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245mm

210mm

200mm

395mm
（クラウチング時：295mm）

210mm

210mm

245mm

210mm

200mm

395mm

210mm

（クラウチング時：295mm）

ステップ高
● スーパーハイデッカ

● ハイデッカ

お出迎えの空間は乗る人すべてにやさしいユニバーサルデザ

イン。最適な動線の確保とともに、柔らかな曲面で構成しました。

機能性と安全性が乗り降りをしっかりサポートします。

室内灯のLED化を図り、客室を明るく照らします。

明るく見やすい白色LED照明を採用しました。他のお客様の

妨げにならないよう照射範囲を手元に絞っています。

客席シート下からフロアを照らします。

フルフラットタイプのフロアを採用。お子様からお年寄りまで

室内移動を容易にした、ユニバーサルデザインのフロア仕様。

ラウンディッシュエントランス　写真は内装コーディネート：プレミアム「E2」（撮影用特別仕様車）

ラウンディッシュエントランス

フルフラットフロア

LEDファイバー照明を施したドーム天井（写真はスーパーハイデッカ）

LED式ステップ照明

間接照明（写真はハイデッカ）

旅の感動をより大きなものにする、日野セレガのワイドな眺望（写真はスーパーハイデッカ）

通路灯読書灯（写真はハイデッカ）

非日常への、エントランス。

機能性と安全性を調和させた、日野セレガのお出迎え空間。

あたたかく、そして感動的にゲストの乗り降りをサポートします。

旅の感動と極上のくつろぎ、そして、やさしく安全を見守る室内照明。

LED室内灯（間接照明）
機能性と安全性が調和した空間設計が乗り降りをサポート。

ラウンディッシュエントランス

室内移動の安心を高める。

段差のないフルフラットフロア

読書灯

通路灯

快 適
性 能
快 適
性 能
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エンジン直結のフルオートエアコンを全車に標準装備し、きめ細かでやさしい

温度調整を実現するとともに、騒音や大気汚染の低減などを追求。さらに

コンプレッサーの無駄な作動を抑えて燃費の向上や、メンテナンスコストの

低減も実現しています。また、冷房時は6つのゾーン、暖房時は4つのゾーン

ごとに細やかな温度設定ができるマルチゾーンエアコン（オプション)も用意

しています。

高濃度のプラズマクラスターイオン®※で室内の空気をきれいに維持する

除菌イオン発生装置を用意。空調システム作動中は常時除菌イオンが発生し、

カビ菌やアレル物質を抑制します。

※：“プラズマクラスターイオンⓇ”はシャープ（株）の登録商標です。

フルオートエアコン

マルチゾーンエアコン（冷房時）

（暖房時）

温風

冷風 室内吸気

排気

外気導入

客席用クーラー吹出口

エアコンコントロールパネル（写真はマルチゾーンエアコン）

エアコンカバー

ヒーター吹出口

主テレビ
電動格納式26インチワイド液晶モニター

増設テレビ
電動格納式18.5インチワイド液晶モニター

すべての客席に、ベストな快適環境を。

四季を問わない心地よさを提供する先進の空調システム。

また、エンターテインメントに活躍するオーディオ類も充実しています。

写真はロングボデー（12m車）、ハイデッカ（撮影用特別仕様車）■写真は合成です。

車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。

環境まで考えたフルシーズン自動運転。

フルオートエアコン＆マルチゾーンエアコン（オプション）
移動時間にエンターテインメントをプラス。

オーディオビジュアルシステム

カビ菌やアレル物質を抑制。

除菌イオン発生装置（オプション）

快 適
性 能
快 適
性 能

タッチパネル式運転席モニター

ＤＶＤプレーヤー&1DIN型タコグラフ（7日巻き） HDDカラオケ&1DIN物入れ オーディオライト

カラオケマイク＆マイクジャック ガイド席マイクジャック

タッチパネル式ガイド席モニター
総合ユニット（AM/FMラジオ、地上波デジタルチューナー、ナビゲーションシステム内蔵）を搭載

客席デジタルスピーカー
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写真は機能説明のために各ランプを点灯したもので、
実際の走行状態を示すものではありません。
画面はハメ込み合成です。

通信システムで日野に届く車両情報

＊ICTサービスのご利用には、車両情報取得に
　関する同意が必要です。

充実の省燃費支援システム

写真はロングボデー（12m車）、ハイデッカ（撮影用特別仕様車）■写真は合成です。

日野の低回転高トルク型エンジン

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。

先進のトランスミッション

燃費効率の良い回転域を自動的に選択する7速AMTを

採用。優良ドライバーのようなシフトチェンジが可能で、

燃費の向上に貢献。また、さまざまな操作を手元で手軽に

行え、運転の負担を軽減します。

小排気量かつ軽量ながら、低回転域から高トルクを発生。

アイドル回転数の低減により燃費改善も実施。7MTとの組み

合わせで、平成27年度燃費基準に対し＋20％を上回る

低燃費を達成しています。また、力強い走りを実現するE13C

エンジンは、アイドリング時や最高出力発生時の回転数などの

最適化により、いっそうの燃費向上を図っています。

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状況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。

日野のバスを、より便利に、より安心に。
通信システムでお客様の車両と日野をつなぎ、日野に届く
様々な車両情報を活用しながら効果的なご提案やサービス
のご提供を行います。

高い次元の燃費性能と環境性能の両立を誇る、日野のディーゼルエンジンシリーズ。
新エンジンを採用し、燃料費削減に大きく貢献します。

各エンジンとも、ターボ装置の直後に燃料添加弁を設置。
最少の再生燃料用燃料を混合することでDPR再生の効率が
アップ。燃費の向上に貢献します。

ICT サービス

※1 Diesel Particulate active Reduction systemの略。DPRはトヨタ自動車（株）の登録商標です。
※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。

ダウンサイジングした新

エンジンA05Cはパワー

と省燃費を高次元で両立。

2段過給ターボを搭載し、

小排気量ながら高トルク

を実現しています。

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低減に貢献。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。

E13C-AE〈ET-ⅩⅥ〉

331kW（450PS）
╱1,700rpm

1,961N・m（200kgf・m）
╱1,100rpm

A09C-UV〈AT-Ⅷ〉

265kW（360PS）
╱1,800rpm

1,569N・m（160kgf・m）
╱1,100-1,600rpm

A05C〈A5-Ⅲ〉

191kW（260PS）╱2,300rpm 882N・ｍ（90kgf・m）╱1,400rpm

小排気量＆高トルクを追求。

新5Lエンジン

低燃費化・クリーン化に貢献。

A09C・E13Cエンジン
尿素の使用量を抑制し、ランニングコストの低減に貢献。

DPR※1＋尿素SCR※2

省燃費運転をつねに確認。

エコランプ

運転履歴のデータをもとに、より省燃費な運転に貢献。

エコツリー

模範的な運転をサポート。

Pro Shift（7速AMT）　　　

ＤＰＲの自動再生能力をさらに強化。

燃料添加弁

燃 費
性 能
燃 費
性 能

ランニングコストはもちろん、初期コストでも負担減へ。
環境規制にも適合させ、よりクリーンな走りに。
力強さと省燃費を高次元で両立させた、新5Lエンジンを採用。また、平成28年（ポストポスト新長期）排出
ガス規制に適合させ、環境保全にも貢献する日野セレガ。経営、そして地球環境にやさしい走りで、時代が
求めるニーズに応えます。

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：19L

窒素酸化物が
含まれた排気ガス

窒素＋水

尿素SCRは、排気ガス
に含まれるNOxを水と
窒素に分解。

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。

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。

ハイデッカショートに設定

ハイデッカショートに搭載

運転の仕方で葉が
増減します。

ECO走行状態

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
■車速約80km/h以上で走行中

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）
■惰性走行中

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

整備が必要な
時期をお知らせ（　　　　　  ）
車両稼働情報

いち早くSOSサー
ビスをご提供（　　　　　　  ）
24h緊急停車時
発生場所・状況

燃費・安全向上の
ヒントをご提供（　　　　　　）
省燃費運転・
安全運転の状況
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❶リクライニングレバー
❷ハイトレバー（リヤ）
❸ハイトレバー（フロント）
❹ランバーサポート
❺スライドレバー
❻サスペンションロック

❶ ❷ ❸❹

❺

❻

ドライバーのゆとりは、

お客様の安心。

的確な運転情報の提供、

人間工学に裏付けられた操作性。

ここには、ドライバーのゆとりを生む

理想の運転環境が実現しています。

コンビネーションメーターの写真は機能説明のために各ランプを点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。画面はハメ込み合成です。

ホールド性とクッション性の双方を

追求した高機能なドライバーズ

シート。ドライバーの体形に合わせた

きめ細かな設定が簡単操作で可能

です。

運転席右側に、指向

性のある警報専用

スピーカーを設定。

ウインカー作動音、

FFシフトの警報音、

安全装置の警報など

お客様に不必要な音

が客席に届きにくく

なるよう配慮しました。

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クラス最大級の7インチ

に大型化。運転のストレスを軽減し、ドライバーが見やすい

メーターを目指し

ました。

故障、警報の表示をはじめ、安全運転やエコ

運転の支援など豊富な情報を、7インチ大型

ディスプレイで伝達。ドライバーの安心に

つなげています。また、ステアリングスイッチの

採用により、ステアリング

から手を離さずに、マルチ

インフォメーション操作

が可能になりました。

写真はスーパーハイデッカ（撮影用特別仕様車）

さまざまな機能で長時間運転をバックアップ。

ハイファンクションシート
 警報音などを客席に届きにくくするために。

警報専用スピーカー
ユニバーサルデザインを採用し、視認性が向上。

コンビネーションメーター
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。

マルチインフォメーション

運 転
環 境
運 転
環 境

ステアリングスイッチ

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
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モード切替スイッチ

電子制御サスペンション

フロントサスペンション リヤサスペンション

タイロッドの前方配置

4輪電子制御サスペンション

高速走行時

コーナリング時

悪路走行時

ブレーキ作動時

ふらつきを抑える

走行安定性の向上

乗り心地の向上

旋回時の
ローリングを低減

揺れを抑えた
なめらかな乗り心地

ノーズダイブの
低減

各センサー → ECU → ●可変ショックアブソーバー

※ECU＝エレクトロニック・コントロール・ユニット

ステアリングシステム

乗り心地という、走りの品質。

大胆かつ繊細なサスペンション、ステアリングシステム。

すべてのお客様に満足いただける、快適クルージングを目指して。

広い組幅を持つワイドサスペンションを全車に採用。しなやかで

ありながら剛性のある、あらゆる状況に対して安定した走行

性能を獲得しています。

サスペンションアームの、ゆとりある長さと上下スパンを確保。

スムーズな動きと振動の低減を実現しました。

ムダを徹底して省いたリンケージの採用により、フリクション

を大幅に低減し、伝達ロスを抑制。また、タイロッドの前方配置化

により、ダイレクトな操縦感を獲得するとともに、常に安定した

操縦安定性を発揮します。

システムを一新した4輪電子制御サスペンションを標準装備。

車両の各種センサーから送られる情報をコンピューターが

常時監視し、走行状況を分析。可変ショックアブソーバー減衰力

をつねに最適化し、ピッチングやローリングなどの発生を抑え、

快適な乗り心地と走行安定性を発揮します。また、モード切替

スイッチにより、ハード、ソフトモードの選択ができます。

可変ショックアブソーバー

車高センサー

圧力センサーECU

圧力センサー

車輪速センサー

写真はロングボデー（12m車）、スーパーハイデッカ（撮影用特別仕様車）■写真は合成です。

ソフト感と安定感を高い次元で両立。

フロントサスペンション

優れた操縦安定性と抜群の機動性を実現。

ステアリングシステム

走行状況を分析し、快適な乗り心地と走行安定性を発揮

4輪電子制御サスペンション

車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。

最小回転半径

1
1
,9
9
0

6,580

6
,5
8
0

ロングボデー（12m車）

8.7m

8
,9
9
0

5,280

5
,2
8
0

ショートボデー（9m車）

6.3m

リヤサスペンション

走 行
性 能
走 行
性 能
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写真は一般観光、11列、内装コーディネート：プレミアム「E2」（撮影用特別仕様車）

写真は撮影用特別仕様車 写真は撮影用特別仕様車

SUPER HIGH DECKER

圧倒的な存在感を放つフォルムの中に広がる、

機能性と豊かさを極めた最上級の“おもてなし空間”。

観光バスのフラッグシップ、スーパーハイデッカ。

スーパーハイデッカ観光
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写真は一般観光、12列、内装コーディネート：ハイスタンダード「P3」（撮影用特別仕様車）

HIGH DECKER

卓越した乗り心地、そして充実の機能と装備。

快適さを超えて感動さえも実感できる得がたい移動時間を

お乗りになるすべてのお客様に。

ハイデッカ観光

写真は撮影用特別仕様車 写真は撮影用特別仕様車
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写真は2列サロン観光、7列、内装コーディネート：プレミアム「E3」（撮影用特別仕様車）

HIGH DECKER SHORT

軽快なクルージングをもたらすショートボデー。

その内には、日野セレガならではのゆとり、そしてくつろぎ。

大きな満足の時間が、ここに。

ハイデッカ ショート観光

写真は撮影用特別仕様車（ハイデッカショートはアクセントピラー（側窓部）「なし」が標準です。アクセントピラー（側窓部）は、2列サロン観光に標準装備、またはラウンド固定窓（オプション）、最前部固定窓（オプション）     との組み合わせの場合に装着可能です。） 写真は撮影用特別仕様車
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夜間のハイウェイクルージングを満ち足りたひとときに。

大切に考えたのは、心身ともにリラックスできるパーソナルな空間づくり。

スーパーハイデッカ╱ハイデッカ夜行高速路線

SUPER HIGH DECKER╱HIGH DECKER

トイレ出入口後キャビネット 床下トイレ（ホイールベース間）

写真はスーパーハイデッカ、10╱10╱8列、
内装コーディネート：ハイエンド「H2」、カーテンは夜行高速路線用オプション「C2」（撮影用特別仕様車）

写真はスーパーハイデッカ（撮影用特別仕様車） 写真はハイデッカ（撮影用特別仕様車）

トランクルーム 床下仮眠室（ホイールベース間）

客席仕切カーテン

約4.0m3
トランク容積

開口高
1,070mm

開口幅
760mm

開口奥行
2,230mm

開口
奥行
1,445mm

前方
1,370mm

車型により装備・形状が異なる場合があります。
詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。
写真は一部生産仕様と異なる部分があります。詳しくは販売会社営業スタッフにご相談ください。

32 33



すみずみにまで配慮されたロングクルージングを快適にする心遣い。

シートに身をゆだねて、深いやすらぎとともに目的地まで。

ハイデッカ高速路線

写真は高速路線（床上トイレ付）、11・10列、内装コーディネート：スタンダード「S1」（撮影用特別仕様車）

前方向幕窓 側方向幕窓 後方向幕窓

HIGH DECKER

天井照明（直接照明） 床上トイレ（リヤオーバーハング部）

トイレ使用中表示灯

バスジャック警告灯

写真は撮影用特別仕様車 写真は撮影用特別仕様車

車型により装備・形状が異なる場合があります。
詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。
写真は一部生産仕様と異なる部分があります。詳しくは販売会社営業スタッフにご相談ください。

天井照明（直接照明）
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より多くのお客様に旅する喜びと感動をお届けするために。

バリアフリーの機能性・使いやすさと美しいスタイリングを高い次元で両立。

ハイデッカ╱ハイデッカ ショートリフト付観光・リフト付高速路線

HIGH DECKER╱HIGH DECKER SHORT

写真はハイデッカリフト付観光、11列、内装コーディネート：スタンダード「S3」（撮影用特別仕様車）

写真はハイデッカ（撮影用特別仕様車） 写真はハイデッカ ショート（撮影用特別仕様車）

トランクルーム（2スパン左右貫通リフト上左右貫通）
（写真はハイデッカリフト付観光）

約7.6m3

トランク容積
（ハイデッカリフト付観光）

約2.6m3

トランク容積
（ハイデッカショートリフト付観光）

※1：リフト展開時はスペースに余裕をもち、安全確認を行ってください。※2：プラットホーム中心荷重の数値です。◎車いすの乗降時は、十分な安全を考慮した上、リフトの操作を行ってください。
車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。
写真は一部生産仕様と異なる部分があります。詳しくは販売会社営業スタッフにご相談ください。

リフト扉開口高
リフト扉開口幅
プラットフォーム突出量
プラットフォーム幅
車いす乗車有効幅
プラットフォーム長
最大昇降能力

❶
❷
❸
❹
❺
❻

1,540
1,090
1,630
990
750

1,250
300

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

※1

※2 開口高
930mm

開口奥行
2,230mm

開口幅
1,370mm

1,370mm

1,370mm

前方
開口高
580mm

開口高
900mm

開口奥行
2,230mm

開口幅
495mm

1,370mm

前方
開口高
550mm

リフト操作リモコン リフト扉上部ルームラック リフト照射灯

リフト扉、リフト用小蓋を開け
プラットフォームを出す

プラットフォームを降ろし
手すりを起こす

お客様を乗せて
安全ベルトを締める

プラットフォームを上昇させ
車内に入る

スライドシート 1,310mm

1,160mm

折りたたみ式シート
スライドシート車いす固定装置

●❶

●❷

●❺

●❹

●❻

●❸
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プレミアム「E1」（オプション） ハイエンド「H1」（オプション） ハイスタンダード「P1」（オプション） スタンダード「S1」

プレミアム「E2」（オプション） ハイエンド「H2」（オプション） ハイスタンダード「P2」（オプション） スタンダード「S2」

プレミアム「E3」（オプション） ハイエンド「H3」（オプション） スタンダード「S3」ハイスタンダード「P3」（オプション）

写真はすべてロングボデー（12m車）です。

Premium High End High Standard Standard

客席シート表皮、シートカバー、カーテン、床上張りの組み合わせを１2種類用意。
用途や目的などに合わせて、お選びください。

最上級のシートグレードである、レザー張りのプレミアムタイプを新たにご用意。

日野セレガならではの、個性と豊かさを表現する豊富なプランが揃いました。

Coordinate
Plans
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運行・業務を的確にサポートする、使い勝手に優れた乗務員用装備群。

さらに、移動時間をより豊かに演出する客室装備も充実。

Equipment

Cockpit Guest Room

乗務員物入れ 運転席収納ボックス シフト下トレイ

AM/FMラジオ　写真は高速路線（トイレ付を除く）

仕切扉物入れ 運転席横サンバイザー 上下スライド式サンバイザー

ETC車載器（ビルトインタイプ） 集中スイッチ 日野エコランキャンセルスイッチ 運転手用ラジオ　写真は高速路線（トイレ付を除く） ラジオ手元スイッチ　写真は高速路線（トイレ付を除く）

ナビゲーションシステム カラーバックモニター＆バックカメラ 充放電モニター

車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。

出入口キャビネット

冷蔵庫

ルームラック

運転席後キャビネット魔法瓶入れカーポット

最前列席用テーブル シャンデリア＆ダウンライト

高速路線用オーディオ機器
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バッテリー点検口

ヒューズ点検口 AdBlue®給水口

ラジエーター点検口

床下灯 LED式路肩灯 永久磁石式リターダー（ロングボデー：12m車） 電磁式リターダー（ショートボデー：9m車）

チェーン格納庫 ハイマウントストップランプ リヤコンビネーションランプ（緊急制動灯機能付） ドア注意灯

寒冷地区セット （詳しくは、別冊の「寒冷地区仕様一覧表」をご覧ください。）

エンジン点検口 フロントリッド ディスチャージ・ヘッドランプ ヘッドランプウォッシャー マーカーランプ（前・後）

メンテナンス作業の効率を高める装備や機構を積極的に採用。

機能性に富んだ外装装備も多彩にラインアップ。

Equipment

Maintenance Others

リヤフォグランプ

車輪止め 左方視界カメラ トランクルーム内台車 LEDトランクルーム灯＆トランクルーム棚

滑り止め加工付車輪止め

車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。

写真はロングボデー（12m車）です。

写真はロングボデー（12m車）です。 写真はロングボデー（12m車）です。
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開口高
1,070mm

開口幅
1,370mm

開口奥行
2,230mm

前方
1,370mm

1,370mm
前方

開口高
930mm

開口奥行
2,230mm

開口幅
1,370mm

1,370mm

1,370mm

約 8.6m3
トランク容積

スーパーハイデッカ╱メータークラスター金属調仕様（上部・下部）
集中スイッチボックス、仕切板グリップ（写真は観光）

ハイデッカ╱トランクルーム（3スパン左右貫通）（写真は観光） ハイデッカ ショート╱トランクルーム（2スパン左右貫通）（写真は観光）スーパーハイデッカ╱トランクルーム（3スパン左右貫通）（写真は観光）

ハイデッカ、ハイデッカ ショート╱メッキガーニッシュ、室内灯、クーラー吹出口＆読書灯ベゼルスーパーハイデッカ╱メッキガーニッシュ、室内灯、クーラー吹出口＆読書灯ベゼル

ハイデッカ╱メータークラスター金属調仕様（上部のみ）（写真は観光） ハイデッカ ショート╱メータークラスター金属調仕様（上部のみ）

LEDファイバー照明（ドーム天井＋一般天井）＋間接照明 LEDファイバー照明（ドーム天井）＋間接照明（高速路線は直接照明）

ソリッド色ベゼルリヤ（メッキガーニッシュなし）フロントメッキガーニッシュ金属調ベゼルフロントメッキガーニッシュ リヤメッキガーニッシュ

前方

開口高
900mm

開口奥行
2,230mm

開口幅
935mm

935mm

SUPER HIGH DECKER　スーパーハイデッカ HIGH DECKER　ハイデッカ HIGH DECKER SHORT　ハイデッカ ショート

「おもてなしの気持ち」はそのままに、

シーンに合わせて選べるボデーバリエーション。

Body
Variation

車型により装備・形状が異なる場合があります。詳しい装備の設定につきましては、別冊の「標準装備・オプション一覧表」をご覧ください。

■ボデー仕様別 設定一覧
ボデー仕様
全長
全高
エンジン

トランスミッション

スーパーハイデッカ
ロングボデー（12m）

3.75m
E13C-AE〈ET-ⅩⅥ〉　331kW（450PS）

6速FFシフト（6速MT）

■ボデー仕様別 設定一覧
ボデー仕様
全長
全高
エンジン

トランスミッション
A09C-UV〈AT-Ⅷ〉　265kW（360PS）

7速FFシフト（7速MT）
E13C-AE〈ET-ⅩⅥ〉　331kW（450PS）

6速FFシフト（6速MT）

ハイデッカ
ロングボデー（12m）

3.5m

ハイデッカ ショート
ショートボデー（9m）

3.5m
A05C〈A5-Ⅲ〉191kW（260PS）

Pro Shift（7速AMT）

ボデー仕様
用途

アクセントピラー
トランクルーム

スーパーハイデッカ
観光
付

3スパン左右貫通

夜行高速路線
付

1スパン左右貫通1スパン左側
注1：E13Cエンジン搭載車は「付」となります。注2：2列サロン観光は「付」となります。車型により装備が異なる場合があります。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。

ボデー仕様
用途

アクセントピラー
トランクルーム

観光、高速路線
付

3スパン左右貫通

ハイデッカ ハイデッカ ショート
リフト付観光、リフト付高速路線

側窓部なし 注1
2スパン左右貫通リフト上左右貫通

夜行高速路線
付

1スパン左右貫通1スパン左側

観光
側窓部なし 注2
2スパン左右貫通

リフト付観光
側窓部なし

1スパン左右貫通リフト上左右貫通

約 10.2m3
トランク容積

約 3.6m3
トランク容積
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テーブル＆フットレスト

より快適な旅、より安心感あふれる移動時間のために。

最上級のひとときをお届けできるプレミアムな装備をご用意。

For Special
Relaxation

バスの車内トイレであることを忘れさせる特別仕様の化粧室を

ご用意。どなたにもゆったりくつろいでお使いいただくために、

LED照明や握り棒の配置など、使いやすさだけでなく細かな

ところまで徹底的にこだわりました。

包まれるような安心感、細部の質感までこだわり抜いた座り心地。

旅のシーンをさらに印象深いものにする、日野セレガ最高ランクの

シートをご用意しました。レッグレスト、後席のためのフットレストなど

多彩な仕様がお選びいただけます。

まさに“特等席”。
日野セレガで過ごす時間を
さらに豊かにする「特別シート」。

はね下げ式アームレスト
（通路側）

2人掛シート 1人掛シート

簡易腰掛

走行中に揺れても安心な握り棒

「音姫※」と便座シートホルダー広々としたトイレ室内 角のない大きな円形シンク

移動マクラ

※：“音姫”はTOTO（株）の登録商標です。
本ページに掲載のシート及び化粧室は特別装備仕様となります。車型により搭載可能な装備・仕様が異なります。詳しくは販売会社営業スタッフにご相談ください。

リラックスできる豪華仕様の空間

後部トイレ〈特別化粧室仕様〉

「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。

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。

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。
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●本カタログの主要諸元表および図等は、道路運送車両法による新型自動車届出書をベースとした設計値であり参考値です。登録の際は実測値が適用されます。実際の車両重量および車両総重量はオプションの装着などにより掲載の
数値と異なります。●本カタログに掲載の写真は標準仕様と異なることがあります。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、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。●本カタログに
掲載の写真の外装色、内装色等は撮影、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。●本カタログに掲載の日野セレガ各車両は、撮影用特別仕様車です。掲載車両の外装デザインについてはCG合成などで作成しています
ので、現車で再現できない場合があります。●車両の取扱いおよび、点検整備につきましては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。

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

1-020-201711

M018C

●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、録音及び
　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2017年11月時点のものです。




