
月曜〜金曜（除く祝日）9:00〜12:00　13:00〜17:45
〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町800
http://www.trdparts.jp

045-540-2121TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

03-6361-1000TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

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

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’18年6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。
商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工が必要となる場合があります。

モデリスタコールセンター

TRDの商品（P.04〜05）に関するお問い合わせ先

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザープラド取扱店または、下記へ

モデリスタの商品（Ｐ.06〜08）に関するお問い合わせ先

TRD商品お問い合わせ窓口

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
http://toyota.jp

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

ベース車両および純正用品（P.02〜03、P.09〜16）に関するお問い合わせ先

ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE

お子様を守るための必需品。FOR CHILDREN
トヨタ NEO G-Childシリーズ GOA for Children　
トヨタ NEO G-Childシリーズは、国土交通省の定める基準をクリアしています。

チャイルドシート装着方法一覧表 ：ベビーシートとして使用 ■：チャイルドシートとして使用 ■：ジュニアシートとして使用
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074 075

073

カジュアル
（最大時） ナチュラル

（最小時）

カジュアル カジュアル

チャイルドシートとして使用

チャイルドシートとして使用

チャイルドシートとして使用

ナチュラル ナチュラルモダン モダン

取付方法 取付位置
取付向き

シートベルト ISOFIX 助手席 セカンドシート（左右） セカンドシート（中央） サードシート（左右） サードシート（中央）

NEO G-Child baby ○ × × ○ ○ ○ × 後向き
○ × 　　▲＊2 ○ ○ × × 前向き

NEO G-Child ISO leg ＊1 × ○ × ○ × × × 後向き
× ○ × ○ × × × 前向き

NEO G-Child ISO tether ○ × × × × ○ × 前向き

ジュニアシート ○ × 　　▲＊2 ○ ○ ○ × 前向き

○：適合あり　×：適合なし

072 NEO G-Child baby
41,040円（消費税抜き38,000円）

カジュアル〈77FJ〉、ナチュラル〈77FK〉、モダン〈77FL〉

サイズ：L485×W485×H655mm

074 NEO G-Child ISO tether
59,400円（消費税抜き55,000円） 〈77EF〉

サイズ：L475×W435×H630mm（本体のみ）

073 NEO G-Child ISO leg＊1

84,240円（消費税抜き78,000円）

カジュアル〈77FM〉、ナチュラル〈77FN〉、モダン〈77FP〉
サイズ：L620×W415×H655mm

（コネクタ最短時・サポートレッグ含まず）

075 ジュニアシート
37,800円（消費税抜き35,000円） 
カジュアル〈77G4〉、ナチュラル〈77G3〉

サイズ：【最小時】L480×W450×H690mm
【最大時】L500×W500×H830mm
【折りたたみ時】L770×W480×H250mm　

重量：6.0kg

＊1. ISO FIX対応のチャイルドシートは、ISO FIX対応固定専用アンカーに固定した状態で道路運送車両の保安基準に
適合させているため、指定されたものをご使用ください。詳細はトヨタ販売店におたずねください。
＊2. やむを得ず助手席に装着する場合は、万一の事故の際エアバッグからの衝撃を防ぐため、シート座面を最後部に
スライドさせて取り付けてください。

ブラック ベージュ

078 079

076 077

http://dog.toyota.jp

※使用時の写真はすべて当該車両とは異なります。

＊1.本製品は車両シート・フロアの汚れ防止が目的であり、ペットの生命を守るためのものではありません。
防水生地ではありませんので、ペットが汚物やオシッコをした場合には、速やかに拭きとってください。15kg
以下の犬を推奨します。 ＊2. 後部座席でのご使用になります。走行時は全ての開口部を閉じてご使用ください。
本製品は、ペットの生命を守るためのものではありません。Sサイズ：10kg以下、Mサイズ：15kg以下の犬を
推奨します。 ＊3.本製品は、後部座席でのペットの係留が目的であり、ペットの生命を守るものではありません。
運転に支障がでる恐れがあるため、運転席・助手席のヘッドレストへ係留しないでください。 ＊4.ガラス面、
ランプ類等には、剥がれる恐れがあるため装着できません。詳しくは販売店にお問い合わせください。

注意

愛犬にも愛車にも優しいアイテム。DOG ITEM
076 ペットシートカバー（2列目用）＊1

19,440円（消費税抜き18,000円）〈F7K1〉
ヘッドレスト等で固定して、後部座席を覆い、シート・
トリムへの汚れや傷、抜け毛の付着を防止。内側に滑り
にくい加工を施し、丸ごと水洗いも可能。ジッパーで
分割でき、愛犬と同乗者のスペースに分けられます。　
色：ブラック　材質：【表地】ポリエステル

078 ヘッドレスト係留リードコード＊3

2,700円（消費税抜き2,500円）
ブラック〈F7K2〉、ベージュ〈F7K3〉
車内で愛犬を繋げる便利なリードコード。持ち手の
長さの調整ができ、ヘッドレストへの取り付けも簡単。
色：ブラック、ベージュ 　材質：樹脂（PET）、ナイロン　
サイズ：L約1,500×W25mm

077 車内用ペットキャリー＊2

Sサイズ 14,580円（消費税抜き13,500円）〈J1EC〉
Mサイズ 16,740円（消費税抜き15,500円）〈J1ED〉
シートベルト・ヘッドレストを利用して固定ができ
脱着も容易。使用しない時はコンパクトに折りたため、
水洗いもできるのでお手入れも簡単。　色：ブラック
材質：【本体生地】ポリエステル、メッシュ材  

【中敷マット】ポリウレタン　
サイズ：【Sサイズ】 L400×W400×H400mm 

【Mサイズ】 L400×W550×H400mm

079 カーステッカー＊4

1,080円（消費税抜き1,000円）0.3H〈S0R0〉
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）　サイズ：φ100mm

074

073

072

075

【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」 および 「モデリスタパーツ」 との組み合わせは原則できません。 ただし、一部 「トヨタ純正用品」 については
組み合わせ可能な場合があります。 詳しくは、TRD商品お問い合わせ窓口までお問い合わせください。　●モデリスタパーツにつきましては、バージョン（ブランド）間の組み合わせが可能な場合があります。 詳しくはモデリスタコールセンターへお問い
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 、302 〜 303 、501 〜 505 ）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 、302 〜 304 、501 〜 505 ）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（ 305 、508 ）およびアルミホイール&ナットセット（ 509 ）、アルミホイールセット（ 306 ）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（ 305 、508 ）およびアルミホイール&ナットセット（ 509 ）、アルミホイールセット（ 306 ）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が必要となりますので必ず車載ください。
スポーツマフラー/ハイレスポンスマフラー Ver.S
●スポーツマフラー（ 307 ）、ハイレスポンスマフラー Ver.S（ 506 ）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。
●スポーツマフラー（ 307 ）、ハイレスポンスマフラー Ver.S（ 506 ）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。

モデリスタパーツ、TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に
装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。
一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、下記のお問い合わせ先にてご確認ください。

モデリスタパーツ、TRDパーツは、1年間2万km保証です。
保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ指定サービス工場で商品をトヨタ車に
取り付けた日（販売した日）から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmま
でとなります。一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。
http://www.modellista.co.jp/s/prado/ http://www.trdparts.jp/prado/

3年間6万km保証 1年間2万km保証 1年間2万km保証

http://toyota.jp/landcruiserprado/accessories/

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  



305 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

設定 タイヤ空気圧警報システム付車＊2

1台分432,000円（消費税抜き400,000円）0.5H〈WB01〉

設定 タイヤ空気圧警報システムなし車＊3

1台分410,400円（消費税抜き380,000円）0.5H〈WB02〉
KYOHO tridevas Ⅰ 〈ブラックメタリック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ PARADA Spec-X
サイズ：20×8.5J 265/50R20
306 17インチ アルミホイールセット＊1

1台分159,840円（消費税抜き148,000円）2.2H〈WB03〉
KYOHO tridevas Ⅱ 〈ブラックメタリック×ポリッシュ〉　
サイズ：17×8.0J　 設定 除くTZ-G
※タイヤ、TPWSバルブは標準装備のものをご使用ください。

＊1. 4本セットとなります（スペアタイヤは含まれません）。専用キーパターンロックが付属します。
＊2. メーカーオプションのタイヤ空気圧警報システムとの同時装着が必要です。
＊3. メーカーオプションのタイヤ空気圧警報システムとの同時装着はできません。

307 スポーツマフラー
86,400円（消費税抜き80,000円）0.8H〈WB11〉

90mm×75mmスクエアデュアル

308 LEDライセンスランプ
左右2灯セット 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。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

» MODELLISTA  SELECTION

304303 305 306 307 308302

302 305 307

308

303

304

309

306COLOR ［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

070 アティチュード
ブラックマイカブラック202 218ホワイトパール

クリスタルシャイン

都会に映える迫力に満ちた表情を演出する、先鋭的な存在。

» MODELLISTA  AERO  KIT

302 フロントスポイラー   
塗装済 70,200 円（消費税抜き65,000円）1.5H〈WA05〉

素　地 62,640 円（消費税抜き58,000円）1.5H 5.0H〈WA06〉

材質：樹脂（ABS）+メッキ
地上高：オリジナルより約90mmダウン

303 リヤスカート  
塗装済 69,120 円（消費税抜き64,000円）
　　　 クリアランスソナー付車 2.5H〈WA09〉
　　　 クリアランスソナーなし車 1.5H〈WA07〉

素　地 60,480 円（消費税抜き56,000円）
　　　 クリアランスソナー付車 2.5H 5.0H〈WA10〉
　　　 クリアランスソナーなし車 1.5H 5.0H〈WA08〉

材質：樹脂（PPE）+メッキ
地上高：オリジナルより約100ｍｍダウン　

304 リヤスポイラー   
塗装済 46,440 円（消費税抜き43,000円）1.5H〈WB38〉

素　地 38,880 円（消費税抜き36,000円）1.5H 3.5H〈WB39〉

材質：樹脂（PPE）　

リヤスポイラー

301 MODELLISTAエアロキット
302＋303  のセット　［お得なセット価格］
塗装済 128,520円（消費税抜き119,000円）クリアランスソナー付車 4.0H〈WA03〉、クリアランスソナーなし車 3.0H〈WA01〉

素　地 113,400円（消費税抜き105,000円）クリアランスソナー付車 4.0H 9.0H〈WA04〉、クリアランスソナーなし車 3.0H 9.0H〈WA02〉

 架装部位

Photo（左）：TX（2.7Lガソリン車 7人乗り） 。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。寒冷地仕様はメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキット、20インチアルミホイール＆タイヤセット、MODELLISTAウイングデッキを装着しています。　
Photo（右）：TX（2.7Lガソリン車 7人乗り）。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。寒冷地仕様はメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキット、リヤスポイラー、17インチアルミホイールセット、スポーツマフラー、LEDライセンスランプ、MODELLISTAウイングデッキを装着しています。　
※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。

●エアロパーツ（ 301  、302 ～ 303 ）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  、302 ～ 304 ）のブラックアウト部分は、ボディカラーがホワイトパールクリスタルシャイン＜070＞の場合は
　アティチュードブラックマイカ＜218＞、ボディカラーがホワイトパールクリスタルシャイン＜070＞以外の場合はツヤ消しブラックとなります。

06 07

 1年間2万km保証

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。  

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 6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。

■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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ホイールホルダー

フロントフォーク締結部

固定用アシストバー

310

313

311 312

展開時

展開時 格納時

収納時

ライト部

311 LEDスマートフットライト
前後左右4個セット 47,520円（消費税抜き44,000円）2.2H〈WB72〉

Bピラーに取り付ける小型LEDライト。双眼レンズから運転席・助手席・
後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
※写真の色や照度は実際とは異なります。

312 エアスリープマット
21,600円（消費税抜き20,000円）〈WB99〉

車中泊やキャンプなど、さまざまなシーンで活躍するエアマット。エア
バルブを開くだけで厚さ約9cmに自然に膨らみ、シートや地面の凹凸を
吸収して快適な寝心地を実現します。
カラー：ブラック＆グレー　サイズ（展開時）：L約195×W約61cm
設定 7人乗り車
※カバー部のみ難燃性素材を使用しています。

313 ラゲージLED
5人乗り用 24,840円（消費税抜き23,000円）1.5H〈WB65〉

7人乗り用 24,840円（消費税抜き23,000円）2.2H〈WB64〉

バックドアオープンに連動し、ラゲージルームや足元を明るく照らす
LEDランプ。暗い場所での荷物の積み降ろしなどに役立ちます。
明るさはスイッチで3段階に調整できます。
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真は当該車両とは異なります。

309 MODELLISTAウイングデッキ
塗装済 356,400 円（消費税抜き330,000円）6.0H〈WB51〉

素　地 342,900 円（消費税抜き317,500円）6.0H 6.0H〈WB52〉

ドアの開閉に連動して、ステップが自動で展開・格納します。足を高く
上げることなく、スムーズな乗り込みが可能。お子さまや女性をスマート
にエスコートします。格納時は、より伸びやかでスタイリッシュなサイド
ビューを演出します。
材質：樹脂（アクリル/ABS）
ステップ高さ：オリジナルより約65mmダウン（展開時）
地上高：オリジナルより約62mmダウン（格納時）/

オリジナルより約86mmダウン（展開時）
※写真は当該車両とは異なります。

310 サイクルホルダー
41,040円（消費税抜き38,000円）〈WB82〉

自転車搭載ベース、ホイールホルダー、固定用アシストバー、固縛用
ベルトのセット。ロードバイクを2台まで搭載可能です。
搭載目安スペース
5人乗り：長さ 約1,700mm、高さ 約1,000mm、幅 約1,100mm
7人乗り：長さ 約1,600mm、高さ 約800mm、幅 約1,100mm

（前輪を外した状態での目安）
※搭載写真は5人乗り。セカンドシートを格納した状態です。
※自転車の種類やサイズにより搭載できない場合があります。

ライト部（助手席側）

■自転車搭載位置

2名乗車時 3名乗車時 4名乗車時

08

 1年間2万km保証

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。  

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 6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。

■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。


