BASIC ITEM
046

▶ 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

047

046

プレステージ

［お得なセット価格］9,460円（消費税込み）

〈BHFU〉
8,910円（消費税抜き8,100円）

ナンバーフレーム
（プレステージ/フロント＆リヤ）
＋ロックボルト
（ナンバープレート用）
のセット＊。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ＋ゴールド塗装
設定 除くナンバーフレームイルミネーション、
字光式ナンバープレート付車

047

デラックス

［お得なセット価格］7,260円（消費税込み）

〈BHGU〉
6,710円（消費税抜き6,100円）

ナンバーフレーム
（デラックス/フロント＆リヤ）
＋ロックボルト
（ナンバープレート用）
のセット＊。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ
設定 除くナンバーフレームイルミネーション、
字光式ナンバープレート付車
＊ロックボルト・ナンバーフレームは、
それぞれ単品でもご購入いただけます。

049

048

キー付ホイールナット

048

〈U5A0〉
11,000円（消費税抜き10,000円）

050

ホイールの盗難に対し高いセキュリティを
発揮。
ナットの溝に専用キーパターン形状
を採用。
専用工具以外の取り外しは外側
のカラー部だけが空転する構造。

③

051

②

①
ロゴアップ

④
⑧
［セット内容］

1台分 24,200円（消費税抜き22,000円） 0.3H 〈K0J0〉

⑥

⑤

雨天時の室内換気に役立ち、
高速走行時の
風切り音を配慮したアクリル製バイザー
です。
TOYOTAロゴ入り。

⑦
⑫

⑨ ⑩ ⑪

※トヨタ純正サイドバイザーは車種専用設計により風
切り音等の品質を確保しています。

①レインコート ②レジャーシート（L1.8×W1.8m ）
③搭載ケース（リュックタイプ/容量15L相当）ズレ防止
マジックテープ付 サイズ：L420×W300×H140mm
④非常用ホイッスル ⑤アルミブランケット ⑥携帯
トイレ（3個）吸水シート付 ⑦手回し充電ラジオライト
（USBジャック付） ⑧マスク ⑨軍手 ⑩防災ウェット
タオル ⑪タオル ⑫給水袋（容量3L）
※保証期間はご購入日から1年間です。 ※非常食・飲料
水 等は、必 要に応じてご準 備することをおすすめします。

053

052

サイドバイザー（ワイドタイプ）

050

049 字光式ナンバープレート用ブラケット
（リヤ）
PREMIUM

3,850円（消費税抜き3,500円） 0.2H 〈K5Z1〉

ELEGANCE、
GR SPORT

19,250円（消費税抜き17,500円） 0.4H 〈BHRU〉
除くT-Connect SD
設定 字光式ナンバープレート付車、
ナビゲーションシステム
（車両標準・メーカーオプション）
、
雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター・
雨滴除去機能付きバックガイドモニター・バックガイドモ
ニター・ブラインドコーナーモニター・マルチビューバッ
クガイドモニター
（販売店装着オプション）
付車
※ELEGANCE、GR SPORTの価格につきましては、
当該
商品の装着に必要となるバックドアダンパーの価格が含
まれております。

車載防災セット

051

〈J1K0〉
13,200円（消費税抜き12,000円）

万一の自然災害に備えて、
持ち運びしやすいリュックタイプの搭載ケースに全12アイテム
（搭
載ケース含む）
を収納。
ラゲージにフィットする形状と、
急ブレーキや急加速時でも搭載ケースが
ズレにくいマジックテープによりラゲージ内にしっかりと固定ができます。

カーカバー
（防炎タイプ）

052

〈K7B2〉
23,100円（消費税抜き21,000円）

054

（財）
日本防炎協会認定生地を使用しています。 材質：ポリエステル100％

053 レスキューマンⅢ
（ハンマー＆カッター）

2,530

054

円
（消費税抜き2,300円）
〈77P2〉

055

【ご注意】 ●緊急脱出のための専用品です。他の用途には使用しないでくだ
さい。 ●フロントウィンドゥガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることが
できません。また、一部車両のドアガラスおよびリヤウィンドゥガラスには
合わせガラスが使用されているため割ることができません。 ●ドアガラスを
割り、穴を広げるとき、ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。
●お子様のいたずらでケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

056

■適応サイズは、
新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。
ホイール・タイヤの種類
（特に冬用タイヤ）
・メー
カーによっては装着できない場合があります。
詳しくは販売店にお問い合わせください。 ■アルミホイールに
チェーンを取り付けると、
ホイールに傷がつく恐れがあります。 ※写真のディスクホイールおよびタイヤについて
は当該車両とは異なります。

合金鋼チェーンスペシャル

055

056

三角表示板

2,750円

（消費税抜き2,500円）
〈77R0〉

バイアスロンチェーン

〈V1CA〉
〈V1B1〉
22,770 円（消費税抜き20,700円）
36,300円（消費税抜き33,000円）
設定

除くGR SPORT

設定

除くGR SPORT

【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 〜 309 、314 〜 318 、501 〜 504 、509 、510 ）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 〜 309 、314 〜 319 、501 〜 504 、509 、510 ）は樹脂（ABS/PPE）製です。樹脂（ABS/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。 ●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
（ 326 、327 ）、アルミホイールセット
（ 328 ）、アルミホイール＆ナットセット
（ 511 、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摩耗が早くなる場合があります。
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
（ 326 、327 ）、アルミホイールセット
（ 328 ）、アルミホイール＆ナットセット
（ 511 、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/ハイレスポンスマフラーVer.S

●リヤスタイリングキット（リヤスカート＋マフラーカッター）
（ 308 、317 ）、リヤスタイリングキット（寒冷地仕様車用）
（リヤスカート＋リヤフォグランプベゼル＋マフラー

カッター）
（ 309 、318 ）、マフラーカッター（ 320 ）、ハイレスポンスマフラーVer.S（ 508 ）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。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。
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハリアー取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.02～07、P.18～24）に関するお問い合わせ先

TRDの商品（P.02〜03、P.12〜15、P.17）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.02〜03、P.08〜11、P.16）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

050-3161-2121

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
https://www.trdparts.jp

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

050-3161-1000

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
https://www.modellista.co.jp

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10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。
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。特にスパークリングブラックパールクリスタルシャイン
〈220〉
は黒、紫など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。
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。
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。

モデリスタパーツ
（販売店取付）

洗 練と高 級 。この 車 でしか 語 れ ぬ 価 値 を 、さらに高く。

（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。

1年間2万km保証

Ver.1
Photo：PROGRESS “Metal and Leather Package”
（ハイブリッド車）
。
ボディカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャイン
〈220〉
はメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキット
（LED付）
、
クールシャインキット、
バックドアスポイラー、
LEDトップノットアンテナ、
［フロント］
20インチ アルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅨ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
＆ブリヂストン Playz PX-RV）
［
、リヤ］
19インチ アルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅣ
〈ブラック×ポリッシュ〉
＆ダンロップ LE MANS LM5）
を装着しています。
※写真は灯火類を点灯させた状態です。
写真の色や照度は実際とは異なります。

305

306

307

加飾部アップ
（非点灯状態）

加飾部アップ

308

311

312

313

312

MODELLISTA AERO KIT
301

（LED付） 305＋307＋308 のセット
MODELLISTAエアロキット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

218,900円（消費税抜き199,000円）6.0H〈WA01〉
195,800円（消費税抜き178,000円）6.0H 12.0H 〈WA02〉

設定

除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

303

MODELLISTAエアロキット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

設定

311

COOL SHINE KIT

306＋307＋308

のセット

185,900円（消費税抜き169,000円）4.5H〈WA03〉
163,900円（消費税抜き149,000円）4.5H 12.0H 〈WA04〉

除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

302

MODELLISTAエアロキット（LED付/寒冷地仕様車用） 305＋307＋309 のセット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

226,600円（消費税抜き206,000円）6.5H〈WA05〉
203,500円（消費税抜き185,000円）6.5H 12.0H 〈WA06〉

310 クールシャインキット

311＋312＋313

［お得なセット価格］

82,500円（消費税抜き75,000円）1.7H〈WB31〉

寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR SPORT

設定

304

（寒冷地仕様車用） 306＋307＋309 のセット
MODELLISTAエアロキット

311 フロントグリルガーニッシュ＊7＊8＊9

塗装済
素地

設定

193,600円（消費税抜き176,000円）5.0H〈WA07〉
170,500円（消費税抜き155,000円）5.0H 12.0H 〈WA08〉

寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR SPORT

312 ミラーガーニッシュ

：架装部位

16,500円（消費税抜き15,000円）0.5H 〈WB34〉
材質：樹脂
（ABS）
+メッキ
設定

除くGR SPORT

除くGR SPORT

設定

［お得なセット価格］

のセット

308

313

326

305
321

バックドアガーニッシュ

41,800円（消費税抜き38,000円）0.9H 〈WB32〉

30,800円（消費税抜き28,000円）0.3H 〈WB35〉

材質：樹脂
（ABS）
〈202〉
+メッキ 色：メッキ＋ブラック

材質：樹脂
（ABS）
+メッキ

設定

設定

除くGR SPORT

307

319
313

除くGR SPORT

308
＊1＊2＊3＊4
305 フロントスポイラー
（LED付）

306

塗装済

塗装済

96,800円（消費税抜き88,000円）

2.2H 〈WA09〉

素地

2.2H 4.5H 〈WA10〉

56,100円（消費税抜き51,000円）

0.7H 4.5H 〈WA12〉

材質：樹脂（ABS）地上高：オリジナルより約38mmダウン
全長：オリジナルより約52mmプラス
設定

61,600円（消費税抜き56,000円）

0.7H 〈WA11〉

91,300円（消費税抜き83,000円）

素地

フロントスポイラー＊1＊2＊5

除くGR SPORT

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約38mmダウン
全長：オリジナルより約52mmプラス
設定 除くGR SPORT

COLOR［ 塗装済設定色］その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装
08

070

ホワイトパール
クリスタルシャイン

202

ブラック

220

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン

307 サイドスカート＊2
塗装済

55,000円（消費税抜き50,000円）

1.9H 〈WA13〉
素地

41,800円（消費税抜き38,000円）

1.9H 5.5H 〈WA14〉

材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約38mmダウン
設定

除くGR SPORT

308 リヤスタイリングキット
＊1＊2＊6
（リヤスカート＋マフラーカッター）

塗装済

83,600円（消費税抜き76,000円）

1.9H 〈WA15〉
素地

78,100円（消費税抜き71,000円）

1.9H 4.5H 〈WA16〉

材質：樹脂
（ABS）地上高：オリジナルより約33mmダウン
全長：オリジナルより約13mmプラス
設定 除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

309 リヤスタイリングキット
（寒冷地仕様車用）

素地

0.0H

305

がブラック
〈202〉
の場合はツヤ消し黒。
それ以外の場合はブラック
〈202〉
と
なります。 ＊3. LED 部分は、
非点灯時にツヤあり黒となりますが、
LED

92,400円（消費税抜き84,000円）2.4H 〈WA17〉
85,800円（消費税抜き78,000円）2.4H 4.5H 〈WA18〉

材質：樹脂
（ABS） 地上高：オリジナルより約33mmダウン
全長：オリジナルより約18mmプラス
設定 寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR SPORT

307

＊1. 左右加飾部分はメッキとなります。 ＊2. ブラック部分はボディカラー

（リヤスカート＋リヤフォグランプベゼル＋マフラーカッター）＊1＊2＊6
塗装済

327

灯体部は完全な黒にはなりません。 ＊4. 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）
。 ＊5. メッキ加飾内側部分はシボ
入り黒となります。 ＊6. ターボ車に装着の際、
標準マフラーの加工が必要

※寒冷地仕様車用にはリヤ
フォグランプベゼルが付属します。

：リヤフォグランプ
ベゼル部位

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10%込み）
ʼ19年10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、
詳しくは各販売店におたずねください。

になります。 ＊7. ブラック部分はブラック
〈202〉
、
加飾はメッキとなります。
＊8. ターボ車のフードモール部分とはメッキ色が異なります。 ＊9. ベース
車のフロントグリルの両端部を外しての装着となります。

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※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。

09

モデリスタパーツ
（販売店取付）

先 進と躍 動 。その 圧 倒 的 存 在 感 が 心 を 揺さぶる。

（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。

1年間2万km保証

Ver.2
Photo：PREMIUM
（ターボ2WD車）
。
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。
MODELLISTAエアロキット
（LED付）
、
クールシャインキット、
バックドアスポイラー、
LEDトップノットアンテナ、
20インチアルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅨ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
＆ブリヂストン Playz PX-RV）
を装着しています。
※写真は灯火類を点灯させた状態です。
写真の色や照度は実際とは異なります。

316

307

317

319

320

非点灯状態

リヤスカート非装着状態
（写真はターボ車）

MODELLISTA AERO KIT
314

（LED付） 316＋307＋317 のセット
MODELLISTAエアロキット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

設定

（LED付）
塗装済

2.2H 〈WA25〉

素地

91,300円（消費税抜き83,000円）

2.2H 4.5H 〈WA26〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約32mmダウン
全長：オリジナルより約30mmプラス

55,000円（消費税抜き50,000円）

1.9H 〈WA13〉

96,800円（消費税抜き88,000円）

41,800円（消費税抜き38,000円）

1.9H 5.5H 〈WA14〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約38mmダウン
設定

塗装済
素地

222,200円（消費税抜き202,000円）6.5H〈WA23〉
199,100円（消費税抜き181,000円）6.5H 12.0H 〈WA24〉

設定 寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR

307 サイドスカート＊1
塗装済

MODELLISTAエアロキット（LED付/寒冷地仕様車用） 316＋307＋318 のセット

［お得なセット価格］

除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

＊1＊2＊3＊4

設定

315

214,500円（消費税抜き195,000円）6.0H〈WA21〉
192,500円（消費税抜き175,000円）6.0H 12.0H 〈WA22〉

316 フロントスポイラー

素地

321

除くGR SPORT

除くGR SPORT

317 リヤスタイリングキット

（リヤスカート＋マフラーカッター）

79,200円（消費税抜き72,000円）

1.9H 〈WA27〉
素地

塗装済
素地

42,900円（消費税抜き39,000円）1.5H 〈WB38〉
35,200円（消費税抜き32,000円）1.5H 3.5H 〈WB39〉

材質：樹脂
（ABS）
設定

SPORT

バックドアスポイラー＊1

320

マフラーカッター＊5

LEDトップノットアンテナ＊2＊6
塗装済 27,500円
（消費税抜き25,000円） 2.5H 〈WB78〉
（消費税抜き24,000円） 2.5H 1.0H 〈WB79〉
素地 26,400円
321

19,800円（消費税抜き18,000円）0.7H 〈WB11〉
110mm×90mmオーバルシングル
設定 除くGR SPORT

材質：樹脂
（ABS）

※写真の色や照度は実際とは異なります。

除くGR SPORT

318 リヤスタイリングキット
（寒冷地仕様車用）
＊1＊3＊5

塗装済

319

73,700円（消費税抜き67,000円）

1.9H 4.5H 〈WA28〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約32mmダウン
全長：オリジナルより約15mmプラス
除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカー
オプション）
付車

（リヤスカート＋リヤフォグランプベゼル＋マフラーカッター）＊1＊3＊5
塗装済

88,000円（消費税抜き80,000円）

2.4H 〈WA29〉
素地

：架装部位

81,400円（消費税抜き74,000円）

2.4H 4.5H 〈WA30〉

材質：樹脂（ABS） 地上高：オリジナルより約32mmダウン
全長：オリジナルより約15mmプラス
設定 寒冷地仕様
（メーカーオプション）付車、除くGR SPORT

設定

311

321

312

319

＊1. ブラック部分はボディカラーがブラック
〈202〉
の場合はツヤ消し黒。
それ以外の場合はブラック
〈202〉
と

313

なります。 ＊2. 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）
。 ＊3. 加飾部分
は金属調塗装
（ツヤ消し）
となります。 ＊4. LEDなしはございません。 ＊5. ターボ車に装着の際、
標準マフ
ラーの加工が必要になります。 ＊6. 塗装済設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
、
シルバーメタ
リック
〈1F7〉
、
ブラック
〈202〉
、
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン
〈220〉
317

：リヤフォグランプ
ベゼル部位

COLOR［ 塗装済設定色］その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装
10

070

ホワイトパール
クリスタルシャイン

202

ブラック

220

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン

※寒冷地仕様車用にはリヤフォグランプベゼルが付属します。
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10%込み）
ʼ19年10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、
詳しくは各販売店におたずねください。

326

307

316

316

326

307

317

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※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。

11

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。

322

1年間2万km保証

322 インテリアパネルセット
（チタニウムグレイン×メッキ調）

42,900円（消費税抜き39,000円）0.5H 〈WB41〉

リアルな木目柄の凹凸と、
光りの当たり方によって煌めきが変化する
金属感を融合した表面素材に、
高級感を演出するメッキ調加飾を
コンビネーションさせたパネルセット。
先進的かつモダンな空間を
演出します。
材質：樹脂
（ ABS ）

設定

除くGR SPORT

：装着部位
素材アップ

323

323 ラゲージウッドデッキ
（木目調）

40,700円（消費税抜き37,000円）1.0H 〈WB51〉
ラゲージボードを木目調にすることで、
華やかさを創出。
また、
水や泥
汚れなどをサッと拭くことができる機能性も持ち合わせています。
材質：樹脂
（ABS）

324

LEDスマートフットライト
24,200円（消費税抜き22,000円）1.6H 〈WB72〉

フロント左右2個セット

センターピラーの前方に取り付ける小型 LEDライト。
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）
※照射部の写真は当該車両とは異なります。

324

325

325 ラゲージLED
25,300円（消費税抜き23,000円）1.0H 〈WB74〉
照射部

照射部

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。
※照射部の写真は当該車両とは異なります。

326
1台分

20インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）＊1
434,500円（消費税抜き395,000円）0.5H 〈WB01〉

裾広がりに変化する5本のV字切削面がダイナミックでメカニカルな
印象をもたらし、
クロスオーバーテイストを強調しながらワイルドな存
在感を演出します。
MODELLISTA WingDancerⅨ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ブリヂストン Playz PX-RV
サイズ：20×8.5J＆245/40R20
装着イメージ

設定

除くGR SPORT

装着イメージ

326

327

19インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）＊1
（消費税抜き320,000円）0.5H 〈WB02〉
1台分 352,000円
327

大空へはばたく羽をイメージしたスポークデザインがダイナミックな表
情を創出。
センターキャップには斬新なイメージを演出するペンタゴン
オーナメントを採用しています。
MODELLISTA WingDancerⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉＆ダンロップ LE MANS LM5
サイズ：19×8.0J＆245/45R19

328

328

329

設定 除くGR SPORT

17インチ アルミホイールセット＊1＊2

（消費税抜き115,000円）2.2H 〈WB03〉
1台分126,500円

2本のスポークが一対になり渦を巻くスピン形状の切削面が、スポーティな印
象を演出します。
MODELLISTA SpinAirⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉
サイズ：17×7.0J
設定 ELEGANCE
（ハイブリッド車、
ガソリン車）
329 ホイールロックナット＊3＊4

＊1. 価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。 ＊2. タイヤは標準装備のものを使用。 ＊3. MODELLISTA SELECTIONの
アルミホイールに対する設定となります。
モデリスタ以外のアルミホイールについては装着できません。 ＊4. 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。 ※写真の色や照度は実際とは異なります。

0.0H

16

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10%込み）ʼ19年10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、詳しくは各販売店におたずねください。

〈WB94〉
10,450円（消費税抜き9,500円）

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、

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※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。

