【お取り扱い上の注意】
●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。 ●TRDパーツにつきましては、
「トヨタ純正用品」及び「モデリスタパーツ」、
モデリスタパーツは、
「トヨタ純正用品」及び「TRDパーツ」
との組み合わせは原則できません。ただし、
一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくは、
TRDパーツはTRDコール
センター、
モデリスタパーツはモデリスタコールセンターまでお問い合わせください。 ●モデリスタ商品を装着する際、
車両への穴あけが必要になる場合があります。詳しくはモデリスタコールセンターまでお問い合わせください。 ●モデリスタパーツの装着により、
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。 ●フロント
スポイラーを装着した車両を牽引する場合、
フロントスポイラーが変形することがあります。

エアロパーツ

●エアロパーツ
（ 301 〜 304 、308 〜 310 、501 〜 506 、509 、525 ）
を装着した場合、
路面とのクリアランスが狭くなり、
縁石などの段差、
スロープなどで路面と干渉し易くなります。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、
エアロパーツが破損する恐れがあります。 ●エアロパーツ
（ 301 〜 304 、308 〜 310 、501 〜
506 、509 、525 ）
は樹脂
（ABS/ポリプロピレン/PPE）
製です。樹脂
（ABS/ポリプロピレン/PPE）
製は一般的に、
衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。バックドアスポイラー
（ 307 ）
、
リヤトランクスポイラー
（ 508 、512 ）
装着により、
標準車に比べ後方視界が狭くなります。あらかじめご了承ください。 ●塗装
パーツにつきましては、
塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。

アルミホイール/タイヤ

★アルミホイール&タイヤセット
（ 318 ）
、
アルミホイールセット
（ 319 、513 、523 、526 、529 ）
、
アルミホイール
（ 524 ）
を装着した場合、
走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。
また、
乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ磨耗が早くなる場合があり
、
アルミホイールセット
（ 319 、513 、523 、526 、529 ）
、
アルミホイール
（ 524 ）
の装着に際し、
本カタログ記載の適合を必ず守ってください。 ●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、
干渉
ます。
タイヤチェーンが使用できない場合があります。
あらかじめご了承ください。 ●アルミホイール&タイヤセット
（ 318 ）
などの可能性があります。 ●パンクの際、
商品に付属されるホイールナットアダプター、
専用パターンキーが必要となりますので必ず車載ください。

マフラーカッター

●マフラーカッター
（ 320 ）
を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、
縁石などの段差、
スロープなどで路面や突起物などと干渉し易くなります。また、
音質、
性能が変化する場合があります。マフラーカッターは素材の特性上、
熱で変色したり、
表面に錆が発生することがあります。

マッドフラップ

●マッドフラップ
（ 511 ）
を装着した場合、
路面とのクリアランスが狭くなり、
縁石などの段差、
スロープなどで路面と干渉し易くなります。
また、
積雪時に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、
マッドフラップ及びその関連部品が破損する恐れがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのC-HR取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.02〜13、P.25〜35）
に関するお問い合わせ先

TRDの商品（P.18〜21、P.24）
に関するお問い合わせ先

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

0800-700-7700

365日 9:00〜18:00
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
https://toyota.jp

モデリスタの商品（Ｐ.14〜17、P.22〜23）
に関するお問い合わせ先
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

TRDコールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

045-540-2121

10:00〜18:00
（除く指定定休日）
〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町800
http://www.trdparts.jp

商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。
本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。
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'19年4月現在のもの）
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、
オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。 ※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。

モデリスタコールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

03-6361-1000

10:00〜18:00
（除く指定定休日）
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号 調布センタービル6階
http://www.modellista.co.jp

モデリスタパーツ
（販売店取付）
（株）
トヨタカスタマイジング&
ディベロップメント
の取り扱い商品です。

BOOST IMPULSE STYLE

1年間2万km保証

詳細は
Webサイトで
CHECK！
モデリスタブランドサイト

301 モデリスタエアロキット
（BOOST IMPULSE STYLE）
302 ＋ 303 ＋ 304

302

［お得なセット価格］
塗装済
素 地

のセット

設定 除くマフラーカッター
（ 320 ）
付車

フロントスポイラー

塗装済
素 地

183,600円（消費税抜き170,000円）3.9H〈WA11〉
162,000円（消費税抜き150,000円）3.9H 12.0H〈WA12〉

303

88,560 円（消費税抜き82,000円） 1.7H〈WA13〉
82,080 円（消費税抜き76,000円） 1.7H

4.5H〈WA14〉

材質：樹脂
（ ABS）
地上高：オリジナルより約40mmダウン

サイドスカート

塗装済
素 地

50,760 円（消費税抜き47,000円） 1.5H〈WA05〉
38,880 円（消費税抜き36,000円） 1.5H 5.5H〈WA06〉

材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約62mmダウン

※ON/OFFスイッチはございません
（LEDはイグニッションONで点灯）
。 ※ブラックアウト部分はボディカラーがブラックマイカ
〈209〉
以外の
、
ボディカラーがブラックマイカ
〈209〉
の
消灯時はツヤありブラックとなります。
左右ガーニッシュはグレー 場合はブラックマイカ
〈209〉
メタリック
〈1G3〉
、
ブラックアウト部分はボディカラーがブラックマイカ
〈209〉 場合はツヤ消しブラックとなります。
以外の場合はブラックマイカ
〈209〉
、
ボディカラーがブラックマイカ
〈209〉
の場合はツヤ消しブラックとなります。

304

リヤスカート

305

フロントグリルガーニッシュ

58,320 円（消費税抜き54,000円） 0.7H〈WA15〉
37,800 円（消費税抜き35,000円） 0.5H〈WB35〉
（ ABS）
＋メッキ
地 51,840 円（消費税抜き48,000円） 0.7H 4.5H〈WA16〉 材質：樹脂

塗装済
素

※ブラックアウト部分はブラックマイカ
〈209〉
となります。

材質：樹脂
（ ABS）
地上高：オリジナルより約68mmダウン
※左右ガーニッシュは金属調
（ツヤ消し）
、
ブラックアウト部分はボディ
以外の場合はブラックマイカ
〈209〉
、
カラーがブラックマイカ
〈209〉
の場合はツヤ消しブラックと
ボディカラーがブラックマイカ
〈 209 〉
なります。

設定 除くマフラーカッター
（ 320 ）
付車

306

フェンダーガーニッシュ

27,000

307

円（消費税抜き25,000円） 0.5H 〈WB36〉

材質：樹脂
（ ABS）
＋メッキ

バックドアスポイラー

塗装済
素 地

※ブラックアウト部分はブラックマイカ
〈209〉
となります。

39,960 円（消費税抜き37,000円） 1.5H〈WB38〉
32,400円（消費税抜き30,000円） 1.5H 3.5H〈WB39〉

材質：樹脂
（ ABS）
※ブラックアウト部分はブラックマイカ
〈209〉
となります。

塗装済設定色
ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
メタルストリームメタリック
〈1K0〉
ブラックマイカ
〈209〉
イエロー〈5A3〉
その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

Photo：G。
ボディカラーはイエロー
〈5A3〉
。
本革シートはメーカーオプション。
リヤクロストラフィックアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。
モデリスタエアロキット
（BOOST IMPULSE STYLE）、
フロントグリルガーニッシュ、
フェンダーガーニッシュ、
バックドアスポイラー、
LEDミラーカバー、
LEDトップノットアンテナ、19インチ アルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅥ
〈ブラック×ポリッシュ〉
＆ファルケン AZENIS FK453）
はモデリスタパーツ
（販売店装着オプション）。
※写真は灯火類を点灯させた状態です。
写真の色や輝度は実際とは異なります。 ※LEDミラーカバー、LEDトップノットアンテナはイエロー
〈5A3〉
の塗装済設定色はございません。
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0.0H

は標準取付時間です。

0.0H

は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装費を含まないトヨタカスタマイジング &ディベロップメント希望小売価格＜
（消費税 8% 込み）'18 年 5月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、

：架装部位
303

316

315
306

307

305

303

302

304

318

318

●エアロパーツ
（ 301 〜 304 ）
を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープなどで路面と干渉し易くなります。
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、
エアロパーツが破損する恐れがあります。
詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント ■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。 ※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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モデリスタパーツ
（販売店取付）
（株）
トヨタカスタマイジング&
ディベロップメント
の取り扱い商品です。

ELEGANT ICE STYLE

1年間2万km保証

詳細は
Webサイトで
CHECK！
モデリスタブランドサイト

308 モデリスタエアロキット

［お得なセット価格］
塗装済

（ELEGANT ICE STYLE）
309 ＋ 303 ＋ 310

311

素

55,080円（消費税抜き51,000円）2.5H〈WB31〉

のセット

設定 除くLEDミラーカバー
（ 315 ）
付車

フロントスポイラー

57,240
地 50,760円（消費税抜き47,000円） 0.7H

303

円（消費税抜き53,000円） 0.7H 〈WA03〉

塗装済

139,320円（消費税抜き129,000円）2.9H〈WA01〉
118,800円（消費税抜き110,000円）2.9H 12.0H〈WA02〉

［お得なセット価格］

クールシャインキット

312 ＋ 313 ＋ 314

309

素 地

のセット

4.5H〈WA04〉

サイドスカート

50,760 円（消費税抜き47,000円） 1.5H〈WA05〉
地 38,880円（消費税抜き36,000円） 1.5H 5.5H〈WA06〉

塗装済
素

材質：樹脂
（ ABS）
地上高：オリジナルより約35mmダウン

材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約62mmダウン

※フロント部分は金属調塗装
（ツヤ消し）
、
ブラックアウト部分はボディ
以外の場合はブラックマイカ
〈209〉
、
ボディ
カラーがブラックマイカ
〈209〉
の場合はツヤ消しブラックとなります。
カラーがブラックマイカ
〈209〉

※ブラックアウト部分はボディカラーがブラックマイカ
〈209〉
以外の
、
ボディカラーがブラックマイカ
〈209〉
の
場合はブラックマイカ
〈209〉
場合はツヤ消しブラックとなります。

310

リヤスカート

塗装済
素 地

312

サイドドアガーニッシュ

45,360 円（消費税抜き42,000円） 0.7H〈WA07〉
34,560 円（消費税抜き32,000円） 1.5H〈WB32〉
38,880 円（消費税抜き36,000円） 0.7H 4.5H〈WA08〉 材質：樹脂（ABS）＋メッキ

材質：樹脂
（ ABS）
地上高：オリジナルより約70mmダウン
※ブラックアウト部分はツヤ消しブラックとなります。

313

ミラーガーニッシュ

314

ドアハンドルガーニッシュ

17,280円（消費税抜き16,000円） 0.5H〈WB33〉

7,560 円（消費税抜き7,000円） 0.5H〈WB34〉

材質：樹脂
（ ABS）
＋メッキ

材質：樹脂
（ ABS）
＋メッキ

設定 除くLEDミラーカバー
付車
（ 315 ）

塗装済設定色
ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉

310

メタルストリームメタリック
〈1K0〉

313

319

ブラックマイカ
〈209〉

314

イエロー〈5A3〉

312

312

318

303

303

320

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

●エアロパーツ
（ 308 、309 、303 、310 ）
を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープなどで路面と干渉し易く
エアロパーツが破損する恐れがあります。
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、

Photo
（左）
：G。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
はメーカーオプション。本革シートはメーカーオプション。
リヤクロストラフィックアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。
モデリスタエアロキット
（ELEGANT ICE STYLE）
、
クールシャインキット、19インチ アルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅥ
〈ブラック×ポリッシュ〉
＆ファルケン AZENIS FK453）
、
マフラーカッターはモデリスタパーツ
（販売店装着オプション）。
Photo
（右）
：S“LED Package”。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
はメーカーオプション。
モデリスタエアロキット
（ELEGANT ICE STYLE）、
クールシャインキット、
17インチ アルミホイールセット
（MODELLISTA WingDancerⅧ
〈ブラック×ポリッシュ〉）、
マフラーカッターはモデリスタパーツ
（販売店装着オプション）。

16

0.0H

は標準取付時間です。

0.0H

は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装費を含まないトヨタカスタマイジング&ディベロップメント希望小売価格＜
（消費税8%込み）'18年5月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは

：架装部位
309

各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント ■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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モデリスタパーツ
（販売店取付）
（株）
トヨタカスタマイジング&
ディベロップメント
の取り扱い商品です。

MODELLISTA SELECTION
318

323

323

＊2

19インチ アルミホイール＆タイヤセット
（消費税抜き277,000円）0.5H 〈WB01〉
1台分 299,160円
318

1年間2万km保証

イルミパネル

43,200円（消費税抜き40,000円）1.5H 〈WB81〉
メッキ調のシフトベースフィニッシャーに無機ELを内蔵。
点灯時は
メッキ調の表面を透過するようにライン状に面発光し、
メカニカル
で未来感あふれるインテリアを演出します。
材質：樹脂
（アクリル）
＋メッキ調フィルム

〈ブラック×ポリッシュ〉
MODELLISTA WingDancerⅥ
&
ファルケン AZENIS FK453
サイズ：19×7.5J&225/45ZR19

※ON/OFFスイッチはございません
（無機ELはクリアランスランプONで点灯）
。
非点灯状態

点灯状態

324
319

17インチ アルミホイールセット＊2＊3
（消費税抜き115,000円）2.2H 〈WB02〉
1台分 124,200円
〈ブラック×ポリッシュ〉
MODELLISTA WingDancerⅧ
設定

S、
S“LED Package”、
S-T、
S-T“LED Package”

※照射部の写真は当該車両とは異なります。

内装色はリコリスブラウン。
リヤクロストラフィックアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。
インテリアパネルセット
（チタニウムグレイン×
Photo：G-T。
メッキ調）
、
イルミパネルはモデリスタパーツ
（販売店装着オプション）
。 ※写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。
照射部

315

322

LEDミラーカバー＊1
（消費税抜き54,000円） 1.2H 〈WB75〉
塗装済 58,320 円
（消費税抜き49,000円） 1.2H 1.0H 〈WB76〉
素 地 52,920円

316

非点灯状態

設定 除くクールシャインキット
（ 311 ）
、
ミラーガーニッシュ
（ 313 ）
付車

チタニウムグレイン×メッキ調

LEDトップノットアンテナ
（消費税抜き25,000円） 2.5H 〈WB78〉
塗装済 27,000 円
（消費税抜き24,000円） 2.5H 1.0H 〈WB79〉
素 地 25,920 円
※写真は当該車両とは異なります。

セット内容：ロックナット
（M12×P1.5）
専用キーパターンロック1個
4個、

35,640 円（消費税抜き33,000円） 0.5H 〈WB42〉

（消費税抜き37,000円）0.5H 〈WB70〉
G、G-T［6灯］39,960円

交換部位：フロントパーソナルランプ
（2灯）
、
バニティランプ
（2灯）
、
、
ラゲージルームランプ
（1灯）
ルームランプ
（1灯）

リアルな木目柄の凹凸と、
金属感を融合した新素材により、
先進的か
つモダンな空間を演出します。
ブルーモノグラム×メッキ調
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” 4灯］
S、S“LED Package”、S-T、S-T“LED Package［

326

32,400円（消費税抜き30,000円）0.4H 〈WB71〉

交換部位：フロントパーソナルランプ
（2灯）
、
ルームランプ
（1灯）
、
ラゲージルームランプ
（1灯）

322

321

発光範囲 ※図はフロントパーソナルランプ

※ON/OFFスイッチはございません
（LEDはクリアランスランプONで点灯）
。

LEDライセンスランプ
8,640円（消費税抜き8,000円）0.5H 〈WB73〉
LEDのシャープな光がライセンスプレートを照らします。

0.0H

〈WB94〉
10,260円（消費税抜き9,500円）

は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

（面発光タイプ）
LEDルームランプセット

レンズ全面がムラなく光るタイプのLEDルームランプ。
より広範囲
を明るく照らし室内の視認性が向上します。

クリアランスランプ連動のLEDイルミネーションを内蔵。
材質：樹脂
（ABS）
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ホイールロックナット＊4＊5

※照射部の写真は当該車両とは異なります。

326

33,480 円（消費税抜き31,000円） 0.5H 〈WB41〉

透明感のあるブルーのパネルが、
躍動的で鮮烈な印象を与えます。

※ON/OFFスイッチはございません
（LEDはクリアランスランプONで点灯）
。

＊1

照射部

パネル下端部にはメッキ調加飾を施しています。
ブルーモノグラム×メッキ調

設定 除くモデリスタエアロキット
（ 301 ）
、
リヤスカート
（ 304 ）
付車

材質：樹脂
（ABS）

316

インテリアパネルセット

インテリアをさらに個性的に彩る２種類を設定。左右のインテリア

28,080円（消費税抜き26,000円）0.4H 〈WB11〉

321

317

322

マフラーカッター

100mm×50mmスクエアデュアル

ドアミラーカバーにLEDイルミネーションを内蔵し、
スタイリッシュ
で先進的なエクステリアを演出します。
点灯状態
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325 ラゲージLED
24,840円（消費税抜き23,000円）1.2H 〈WB74〉
バックドアの開閉と連動して光るLEDを3灯搭載し、
明るさを3段階
に調整可能です。

325

315
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LEDスマートフットライト
23,760円（消費税抜き22,000円）1.6H 〈WB72〉

運転席・助手席それぞれのドア開閉に連動して点灯するホワイト
ビームが足元を広角に照射し、
夜間の乗降をサポートします。
LED：ホワイト
材質：樹脂
（ABS）
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サイズ：17×7.0J
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
はメーカーオプション。
本革シートはメーカーオプション。
モデリスタエアロキット
（BOOST IMPULSE STYLE）
、
フロントグリルガーニッシュ、
Photo：G。
フェンダーガーニッシュ、
バックドアスポイラー、
（MODELLISTA WingDancerⅥ
〈ブラック×ポリッシュ〉
＆ファルケン AZENIS
LEDミラーカバー、
LEDトップノットアンテナ、
19インチ アルミホイール＆タイヤセット
はモデリスタパーツ
（販売店装着オプション）
。 ※写真は灯火類を点灯させた状態です。
写真の色や輝度は実際とは異なります。
FK453）
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フロント左右2個セット

面発光
タイプ LED
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＊1.塗装済設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
、
メタルストリーム
メタリック
〈1K0〉
、
ブラックマイカ
〈209〉
、
ブラック
〈202〉
。 ＊2.価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。 ＊3.タイヤは標準装備のものを使用。
モデリ
＊4.MODELLISTA SELECTIONのアルミホイールに対する設定となります。
スタ以外のアルミホイールについては装着できません。 ＊5.ホイールロックナットの
座面はテーパー形状となり、
モデリスタアルミホイールに使用することを前提と
しております。
※写真の色や輝度は実際とは異なります。

価格は取付費、塗装費を含まないトヨタカスタマイジング&ディベロップメント希望小売価格＜
（消費税 8% 込み）'18 年 5月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しく

標準ハロゲン
バルブ

フロントパーソナルランプ/バニティランプ/ルームランプ
光がちらついて見える場合があり
※エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、
製品異常ではありません。
ますが、
チタニウムグレイン×メッキ調

は各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント ■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

装着後

装着前

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

※写真の色や輝度は実際とは異なります。
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