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それぞれのスタイルを。それぞれの86と。
カスタマイズという歓びが、ここから始まる。
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0303

本格スポーツモデルのカスタムが楽しめる。
標準グレードに装着可能なGRパーツもご用意しています。

詳しくは車両カタログの「GR PARTS 86 DEALER OPTION」をご覧ください。
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003 フードストライプ
56,160円（消費税抜き52,000円）1.9H〈R7AQ〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

004 Aピラーストライプ
8,640円（消費税抜き8,000円）0.4H〈R7SH〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
※写真はサイドバイザー無車用です。

001 ストライプテープ（タイプ1）
21,600円（消費税抜き20,000円）0.7H〈R7AA〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

002 ストライプテープ（タイプ2）
29,160円（消費税抜き27,000円）1.1H〈R7AB〉

材質：ウレタン
設定 除くGR、GR SPORT

005ドアミラーストライプ
6,480円（消費税抜き6,000円）0.2H〈R7VA〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

 架装部位
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007005 009 010006

点灯状態 点灯状態

007 エアロスタビライジングフィン
16,200円（消費税抜き15,000円）0.4H〈P3Q0〉

気流に小さな渦を発生させることで車体を左右から押さえ
つけ、操縦安定性を確保します。
色：全ボディカラー対応　材質：合成ラバー（EPDM）

009 LEDフォグランプ
47,520円（消費税抜き44,000円）1.2H

除くリヤフォグランプ付車〈DBNU〉
リヤフォグランプ付車〈DBPU〉

悪天候時に役立つほか、フロントマスクの印象を引き締めます。
設定 G
※写真の色や照度は実際とは異なります。

010 リヤフォグランプ
24,840円（消費税抜き23,000円）1.2H
GT〈DBLU〉
G、除くLEDフォグランプ付車〈DBKU〉

17,280円（消費税抜き16,000円）0.6H

G、LEDフォグランプ付車〈DBMU〉

悪天候時の被視認性に優れるほか、装着することでレーシング
カーを彷彿とさせるリヤスタイルを実現します。

設定 GT、G
※写真の色や照度は実際とは異なります。

006 フューエルリッドガーニッシュ
5,400円（消費税抜き5,000円）0.3H〈R8J1〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

Photo：G（6MT）。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション。
ストライプテープ（タイプ1）、ストライプテープ（タイプ2）、フードストライプ、Aピラーストライプ、ドアミラーストライプ、エアロスタビライジングフィン、
LEDフォグランプ、リヤフォグランプを装着しています。　※写真の灯火類は非点灯状態です。

その個性が、86への愛着を深めていく。
EXTERIOR 
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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。  

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■装着用品･パーツ製造事業者:トヨタ自動車株式会社　
■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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）'19年2月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付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。



502 503 504

 架装部位

LEDデイタイムランプ付 LEDデイタイムランプなし

Photo：GT（6MT）。ボディカラーはピュアレッド〈M7Y〉。フロントスポイラー（LED付）、サイドスカート、リヤバンパースポイラー＆ハイレスポンスマフラーVer.R、エアロスタビライジングカバー、
リヤトランクスポイラー、リヤサイドスポイラー、カラードフェンダーフィン、エアロタービュレーター、サイドスタビライジングカバー、
18インチアルミホイール（鍛造）「TRD SF3」、全長調整式サスペンションセット、モノブロックブレーキキット（フロント4ポット、リヤ2ポットキャリパー）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。

ステアリングを切った瞬間から、官能が走り始める。

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
ピュア
レッドM7Y クリスタル

ブラックシリカD4SK1X クリスタルホワイト
パール

501 フロントスポイラー（LED付）
塗装済86,400円（消費税抜き80,000円）2.0H〈VT5C〉

素　地82,080円（消費税抜き76,000円）2.0H 4.0H〈VT5D〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約25mmダウン
全長：オリジナルより約35mmプラス
発光色：ホワイト
設定 除くGR、GR SPORT
※ON/OFFスイッチはございません（イグニッションONで常時点灯）。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

502 フロントスポイラー（LEDなし）
塗装済49,680円（消費税抜き46,000円）1.0H〈VT16〉

素　地45,360円（消費税抜き42,000円）1.0H 4.0H〈VT31〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約25mmダウン
全長：オリジナルより約35mmプラス
設定 除くGR、GR SPORT

503 サイドスカート
塗装済51,840円（消費税抜き48,000円）1.0H〈VT83〉

素　地47,520円（消費税抜き44,000円）1.0H 4.0H〈VT84〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約35mmダウン
全幅：オリジナルより約5mmプラス
設定 除くGR、GR SPORT

504リヤバンパースポイラー＆
　　ハイレスポンスマフラーVer.R
塗装済187,920円（消費税抜き174,000円）2.0H〈VR6U〉

素　地183,600円（消費税抜き170,000円）2.0H 4.0H〈VR7U〉

材質：【リヤバンパースポイラー】樹脂（PPE）　
         【ハイレスポンスマフラーVer.R】ステンレススチール
地上高：オリジナルより約10mmダウン
サイズ：【ハイレスポンスマフラーVer.R】テールエンド径89mm（4本）
全長：オリジナルより約15mmプラス
全幅：オリジナルより約5mmプラス
設定 除くGR、GR SPORT、ハイレスポンスマフラーVer.R＆
マフラーガーニッシュセット、コーナーセンサー（ボイス4
センサー）付車
※リヤバンパースポイラーとハイレスポンスマフラーVer.Rは同時
装着必須となります。

503

509501

504 509

516

507505506

510514

風を操り、パフォーマンスをさらに高次元へ。
トップカテゴリーのモータースポーツで培った、
高いノウハウを応用しています。
▷詳しくは 
http://www.trdparts.jp/86/index.html
※上記のサイトは株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントのホーム
ページです。

501
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510

507 リヤサイドスポイラー
塗装済15,120円（消費税抜き14,000円）0.5H〈VT3D〉

素　地10,800円（消費税抜き10,000円）0.5H 4.0H〈VT3E〉

材質：樹脂（PPE）
設定 除くGR、GR SPORT

509 エアロタービュレーター
19,440円（消費税抜き18,000円）0.7H〈VT5Q〉

フロントバンパーとリヤバンパーのホイールハウス周辺に
取り付けることで、直進安定性が向上します。
色：ブラック（未塗装）　
材質：合成ラバー
設定 除くGR、GR SPORT、フェンダーエクステンション付車
※本商品はゴム製品のため、塗装することはできません。また、使用過
程において表面にヒビ割れなどの劣化が発生する場合があります。

510 サイドスタビライジングカバー
30,240円（消費税抜き28,000円）1.0H〈VT5R〉

サイドウインドゥ下部に取り付けて窓下の段差を埋めるこ
とで、整流効果を発揮。車両の直進安定性が向上します。
色：ツヤありブラック　
材質：樹脂（PPE）
設定 除くGR、GR SPORT

506 リヤトランクスポイラー
塗装済34,560円（消費税抜き32,000円）0.7H〈VT69〉

素　地30,240円（消費税抜き28,000円）0.7H 4.0H〈VT70〉

材質：樹脂（PPE）
設定 GT、G

フロント リヤ

505 エアロスタビライジングカバー
17,280円（消費税抜き16,000円）0.4H〈VT2R〉

リヤウインドゥとトランクの隙間を埋めてエアの流れを
スムーズにすることで、車両後部の安定性を向上させます。
色：ツヤありブラック　
材質：樹脂（PPE）
設定 除くGR、GR SPORT、リヤウインドゥルーバー付車

507 509505506
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■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■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。   ：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※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。

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）'19年2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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

1年間2万km保証
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フロント

513 フェンダーエクステンション
塗装済 49,680円（消費税抜き46,000円）0.8H〈VTQ7〉

素　地 45,360円（消費税抜き42,000円）0.8H 4.0H〈VTQ8〉

前後フェンダー部分に装着してフェンダーとタイヤの隙間
を少なく見せることで、低重心を印象づけます。
材質：樹脂（ABS）
全幅：オリジナルより約14mmプラス
設定 除くGR、GR SPORT、エアロタービュレーター付車

514 カラードフェンダーフィン
塗装済25,920円（消費税抜き24,000円）1.5H〈VT2P〉

素　地21,600円（消費税抜き20,000円）1.5H 4.0H〈VT2Q〉

ダウンフォースを発生させることで、直進安定性とコーナリング
時の安定感を向上させます。
材質：樹脂（ABS）
設定 除くGR、GR SPORT

511 リヤウインドゥルーバー
97,200円（消費税抜き90,000円）1.0H〈VT2S〉

リヤウインドゥに装着することで、視界を妨げずに迫力の
スタイリングを実現するとともに、上方からの太陽光の
侵入を抑えます。　
色：ツヤ消しブラック　
材質：樹脂（ABS）
設定 除くGR、GR SPORT、エアロスタビライジングカバー
付車

512 ハイレスポンスマフラーVer.R
　　&マフラーガーニッシュセット
145,800円（消費税抜き135,000円）1.3H〈VREU〉

標準リヤバンパーの意匠を残しつつも存在感のあるデザイン
が魅力です。ハイレスポンスマフラーVer.Rの装着も可能。
材質：【マフラーガーニッシュ】樹脂（PPE）
設定 除くGR、GR SPORT、リヤバンパースポイラー＆ハイレス
ポンスマフラーVer.R付車

Photo：GT（6MT）。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション。フロントスポイラー（LED付）、サイドスカート、リヤトランクスポイラー、リヤサイドスポイラー、リヤウインドゥルーバー、
ハイレスポンスマフラーVer.R＆マフラーガーニッシュセット、フェンダーエクステンション、カラードフェンダーフィン、全長調整式サスペンションセット、モノブロックブレーキキット（フロント4ポット、リヤ2ポットキャリパー）、
Photo［左］：18インチアルミホイール（鋳造）「TRD TF6」＆タイヤセット（グッドイヤータイヤ“EAGLE  RS Sport  86 S-SPEC”）、Photo［右］：18インチアルミホイール（鍛造）「TRD SF2」＆タイヤセット（ミシュランタイヤ“Pilot Super Sport”）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。

機能美を極めた佇まいに、高鳴る鼓動。

リヤ（リヤバンパースポイラー付車用）

リヤ

 架装部位

514
511 506

513

519501

503 512

517

507

COLOR ［塗装済設定色］
ピュア
レッドM7Y クリスタル

ブラックシリカD4SK1X クリスタルホワイト
パール

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装
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516 18インチアルミホイール
　　（鍛造）「TRD SF3」＊1＊2

1台分354,240円（消費税抜き328,000円）

2.2H〈VT6J〉

アルミ鍛造の採用により、軽量化とタイヤや
サスペンションにふさわしい剛性を確保した、
スポーティな5本スポークのホイールです。
「TRD SF3」　サイズ：18×8.0J
設定 除くGR、GR SPORT

517 18インチアルミホイール（鍛造）「TRD SF2」＆タイヤセット＊2

1台分561,600円（消費税抜き520,000円）0.5H〈VT3F〉

高度なスポーツ走行を実現するため、軽量かつ高剛性を満たした本格派の鍛造ホイールです。
「TRD SF2」＆ミシュランタイヤ“Pilot Super Sport”
サイズ：18×7.5J＆225/40ZR18
設定 除くGR、GR SPORT

519 18インチアルミホイール（鋳造）　
　　「TRD TF6」＆タイヤセット＊2

1台分302,400円（消費税抜き280,000円）

0.5H〈VRNU〉

伸びやかなスポーク形状の美しさが、足元を
よりスタイリッシュに演出します。
「TRD TF6」＆グッドイヤータイヤ
“EAGLE RS Sport S-SPEC”
サイズ：18×7.5J＆225/40R18
設定 GT“Limited”、GT、G、除く17×7½J 
brembo専用アルミホイール＋brembo製ブ

レーキ（メーカーオプション）付車

518 18インチアルミホイール（鍛造）
        「TRD SF2」＊1＊2

1台分354,240円（消費税抜き328,000円）

2.2H〈VT3G〉

「TRD SF2」　サイズ：18×7.5J
設定 除くGR、GR SPORT

520 18インチアルミホイール（鋳造）　
　　「TRD TF6」＊1＊2

1台分164,160円（消費税抜き152,000円）

2.2H〈VTH1〉

「TRD TF6」　サイズ：18×7.5J　
設定 GT“Limited”、GT、G、除く17×7½J 
brembo専用アルミホイール＋brembo製ブ

レーキ（メーカーオプション）付車

＊1. 装着には別途225/40-18のタイヤ4本が必要となります。　＊2. ホイールナットは車両装着品（標準品）をご使用ください。

514 516 517 519
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■車両本体製造事業者：株式会社 SUBARU　■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。   ：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※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。

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）'19年2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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

1年間2万km保証



303 304302 305

304 リヤスパッツ＊

塗装済34,560円（消費税抜き32,000円）0.6H〈WA07〉

素　地30,240円（消費税抜き28,000円）0.6H 3.5H〈WA08〉

材質：樹脂（PPE） 
地上高：オリジナルより約20mmダウン
設定 除くGR、GR SPORT

302 フロントスポイラー＊

塗装済61,560円（消費税抜き57,000円）0.8H〈WA03〉

素　地55,080円（消費税抜き51,000円）0.8H 4.5H〈WA04〉

材質：樹脂（PPE）　地上高：オリジナルより約30mmダウン
全長：オリジナルより約57mmプラス
設定 除くGR、GR SPORT
※左右加飾部はスモークスパッタリングとなります。

303 サイドスカート 
塗装済43,200円（消費税抜き40,000円）1.8H〈WA05〉

素　地34,560円（消費税抜き32,000円）1.8H 5.0H〈WA06〉

材質：樹脂（PPE） 　
地上高：オリジナルより約50mmダウン
設定 除くGR、GR SPORT

301 モデリスタエアロキット＊  　                          

MODELLISTA AERO KIT

 302＋303＋304  のセット ［お得なセット価格］ 
塗装済 126,360円（消費税抜き117,000円）

素　地 111,240円（消費税抜き103,000円）

3.2H〈WA01〉

3.2H 10.5H〈WA02〉

＊塗り分け部分はツヤ消しブラック塗装となります。 
●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。

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
ピュア
レッドM7Y アズライト

ブルーK3Xクリスタル
ブラックシリカD4SK1X クリスタルホワイト

パール

 架装部位

303 302 304 308

306

305

309

307 310

設定 除くGR、GR SPORT
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309307 308 310

点灯状態

非点灯状態

306

308 マフラーカッター
27,000円（消費税抜き25,000円）0.6H〈WB11〉

サイズ：Φ100mm（シングル出し左右セット）
※GT“Limited・Black Package”、GT“Limited”、GTは標準車のマフ
ラーカッターを取り外しての装着となります。
設定 除くGR、GR SPORT

309 LEDライセンスランプ　
8,640円（消費税抜き8,000円）0.5H〈WB73〉

LEDの光がライセンスプレートをシャープに映し出し、知的な
イメージを演出します。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

307 スタイリッシュモール　
1台分31,320円（消費税抜き29,000円）1.5H  〈WB35〉

色：スーパーブライトクローム
材質：樹脂（ABS）
設定 除くGR、GR SPORT
※スモークスパッタリング加飾となります。

306 フェンダーイルミブレード　
58,320円（消費税抜き54,000円）1.3H〈WB74〉

ブラックアウトされた空間にシャープなメッキアクセントを
配すことで、上質感を演出。さらにクリアランスランプ連動で
煌めくLEDの光が、先進的な佇まいを醸し出します。
材質：樹脂（ABS）　設定 除くGR、GR SPORT
※クリアランスランプに連動して点灯・消灯します。
※写真の色や照度は実際とは異なります。 

310 18インチ アルミホイール＆タイヤセット
1台分297,000円（消費税抜き275,000円）0.5H〈WB01〉

MODELLISTA WingDancerⅡ〈ブラック×ポリッシュ〉＆
トーヨータイヤ プロクセス T1 Sports
サイズ：18×7.5J&225/40ZR18
設定 GT“Limited”、GT、G、除くGR、GR SPORT、17×7½J 
brembo専用アルミホイール＋brembo製ブレーキ（メーカー

オプション）付車
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。

305トランクスポイラー
塗装済59,400円（消費税抜き55,000円）

除くGT、G 1.7H〈WB32〉
GT、G 1.5H〈WB31〉

素　地54,000円（消費税抜き50,000円）

除くGT、G 1.7H 2.0H〈WB34〉GT、G 1.5H 2.0H〈WB33〉

材質：樹脂（PPE）　設定 除くGR、GR SPORT
※GT“Limited・Black Package”、GT“Limited”は標準車のリヤスポイ
ラーを取り外しての装着となります。

MODELLISTA SELECTION

Photo：GT（6MT）。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション。モデリスタエアロキット、トランクスポイラー、フェンダーイルミブレード、
スタイリッシュモール、マフラーカッター、LEDライセンスランプ、18インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅡ〈ブラック×ポリッシュ〉＆
トーヨータイヤ プロクセス T1 Sports）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。

卓越のスポーツマインドを満たす、先鋭的ドレスアップ。
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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。   1年間2万km保証

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■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。   ：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※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。

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）'19年2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。

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。  



閉　※写真はレッド。

012

013

015 016

012 インテリアパネル（黒檀木目調）
28,080円（消費税抜き26,000円）0.2H〈B4R9〉

上質なイメージの黒檀調の木目を、インストルメントパネルと
オーディオパネルに採用しました。
材質：樹脂（ポリプロピレン）

013 インテリアパネル（シルバー）
25,920円（消費税抜き24,000円）0.2H〈B5RR〉

Tメッシュパターンを取り入れたシルバーパネルで室内をドレスアップ。
走りのイメージを研ぎ澄ました爽快なドライビング空間に仕上げます。
エンブレムマーク入り。
色：シルバー
材質：樹脂（ポリカABS）

014 アームレスト
31,320円（消費税抜き29,000円）0.4H〈E7M5〉

コンソールボックス上部にアームレストを設定。フタの役割も果たすため、
収納物の目隠しにも役立ちます。また、横開きで運転席からの開閉も簡単です。
色：ブラック
ステッチ色［内装色］：レッド［レッド］、シルバー［ブラック］、タン［タン］ 
材質：【表皮】ポリ塩化ビニル（ブラック）＋ウレタン
         【樹脂】ポリカABS、ポリプロピレン、ABS 
設定 除くアロマブライト（スターターキット）付車
※お客様のシートポジションによっては、アームレストに肘がかからない場合があります。

015 インナーミラーカバー
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈B4FU〉

インナーミラーの背面にTメッシュパターンを使用したカバーを装着すること
により、室内の統一感とスポーティさを演出します。エンブレムマーク入り。

016 革調シートカバー＊1

1台分 52,920円（消費税抜き49,000円）0.6H〈A8A1〉

上質な大人のスポーティ空間へと一変させる革調シートカバー。赤色
のダブルステッチがアクセントを効かせます。　
色：ブラック　材質：ポリウレタン＋ポリエステル
設定 GT、G、GR SPORT
※フロントシートのみの設定となります。
＊1.トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィッティング
に配慮した専用設計となっております。　＊2.SRSサイドエアバッグが全車標準
装備のため、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないで
ください。車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に
作動しなくなり、重大な傷害を受ける恐れがあります。

SRSサイド
エアバッグ
対応＊2

開

014

エンブレム
マーク

素材アップ

INTERIOR  遊び心と質を兼ね備えたスポーティテイストに、心躍る。

Photo：GT（6MT）。内装色のレッド＆ブラックは設定色（ご注文時に指定がない場合はブラックになります）。インテリアパネル（黒檀木目調）、アームレスト、革調シートカバーを装着しています。
※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。

エンブレム
マーク ダブルステッチ
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OFF時 ON時

装着前

装着後

ドアカーテシランプ ラゲージルームランプバニティランプ

018

019

ドア開閉時

減光時

017
017 フットランプ ＊1

14,040円（消費税抜き13,000円）0.7H〈D4BB〉

ドアオープン時にブルーの光が足元を照らし、ドアクローズ後は徐々に
減光。ラグジュアリー感を醸し出します。夜間はクリアランスランプ
に連動し、スイッチのON/OFF操作で点灯・消灯が可能。
色：ブルー

018 LEDバルブセット＊1

5個入18,900円（消費税抜き17,500円）0.3H〈B9DB〉

設定 除くG

1個入3,780円（消費税抜き3,500円）0.2H〈B9DA〉

設定 G
標準装備のバルブを高輝度LEDに交換することで、室内をより明るく照射。
バニティランプには肌映りを考慮して暖色系のLEDを採用しています。
交換部位：

【5個入】ドアカーテシランプ2個、ラゲージルームランプ1個、バニティランプ2個
【1個入】ラゲージルームランプ1個

※ルームランプには対応していません。
※本製品を2個以上比べた場合、LEDの個体差により若干色が違って見える場合
があります。
※エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がちらついて見える場合があり
ますが、製品異常ではありません。

＊1.写真の色や照度は実際とは異なります。

019 スポーツドライブロガー
91,800円（消費税抜き85,000円）2.4H〈R8L0〉

専用GPSからの位置情報とCAN＊2と呼ばれる車両内部のコンピュータ
同士のデジタル通信情報を内部メモリーに記憶した後、 USBに転送が可能
です。転送情報にはGPS信号、アクセルペダルストローク、ステアリング
舵角、ブレーキ操作信号、シフト操作信号、エンジン回転数、車速などの走行
データが含まれており、対応したアプリケーションで利用が可能です。

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント（本社：東京都港区）の家庭用
ゲーム機PlayStation®3＊3の専用ソフトウェア『グランツーリスモ6』＊3＊4で、
ソフトウェアアップデート（1.06以降）をインストールした後に使用できる｢GPS
ビジュアライザー」の機能を使うことで、サーキットで実際に走行したデータ
を画面上に再現が可能です。現時点で対応可能なサーキットは、富士
スピードウェイ・国際レーシングコース、筑波サーキット・コース2000、鈴鹿
サーキット・国際レーシングコースです。

「グランツーリスモ6」GPSビジュアライザー画像 スポーツドライブロガー作動スイッチ

＊2.CAN : Controller Area Network　＊3.（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標　＊4.開発は（株）ポリフォニー・デジタル（本社：東京都江東区）
●Gran Turismo 6:TM & ©2013 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Photo：GT（6MT）。内装色のレッド＆ブラックは設定色（ご注文時に指定がない場合はブラックになります）。
インテリアパネル（シルバー）、アームレスト、革調シートカバー、フットランプを装着しています。
※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。
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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。  

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　
■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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）'19年2月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付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。



311 インテリアパネルセット
レッドモノグラム
6点セット 46,440円（消費税抜き43,000円）1.0H〈WB42〉

ヘアライン調
6点セット 37,800円（消費税抜き35,000円）1.0H〈WB41〉

洗練された印象のメタルモノグラムにレッドカラーを組み合わせることで
スポーツマインドを掻き立てるレッドモノグラムと、金属をシャープに
削り出したような質感が鋭い光を放ち、クールで上質な室内空間
を演出するヘアライン調の2種類を設定。
設定 除くG、GR、GR SPORT

312 パドルシフト　
28,080円（消費税抜き26,000円）1.0H〈WB81〉

操作性のさらなる向上を目指し、パドル部を
大型化した取り替えタイプ。スポーティスピ
リットを満たすダイナミックなドライビング
を演出します。また、深みのあるブラックに
シャープな金属調のアクセントが上質な
存在感を打ち出します。
設定 除くG、MT車

313 LEDルームランプセット（面発光タイプ） 
32,400円（消費税抜き30,000円）0.5H〈WB71〉

レンズ全面がムラなく光る面発光タイプのLEDルームランプセット。
広範囲に明るく照らし、室内の視認性が向上します。
ルームランプ（1個）、バニティランプ（2個）、ラゲージルームランプ（1個）
のセット。
設定 除くG
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※エンジン始動時や電圧が安定しないときなどに、光がちらついて見える場合が
ありますが、製品異常ではありません。

312

313

ルームランプ・バニティランプ装着時
非装着時
標準バルブ

装着時
面発光タイプLED

ラゲージルームランプ装着時

Photo：GT“Limited”（6AT）。内装色のレッド＆ブラックは設定色（ご注文時に指定がない場合はブラックになります）。
インテリアパネルセット（レッドモノグラム）、パドルシフトを装着しています。

 装着位置

レッド
モノグラム311

ヘアライン調311
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 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。  



523 524 525

521 フルバケットシート＊1

運転席側のみ 143,100円（消費税抜き132,500円）1.5H〈VRSU〉

高剛性・超軽量シェルを採用。ドライバーの安全性・快適性を重視した
構造で、ハードな走行にも対応可能です。フルカバータイプで後席者
にも考慮。技術基準をすべてクリアした保安基準適合品です。
設定 除くGR、GR SPORT、ニーパッド付車

522 スポーツシート（セミバケットタイプ）＊1

１席分198,720円（消費税抜き184,000円）1.0H  運転席側〈VRQU〉、助手席側〈VRRU〉

コーナリング中もしっかりと体をホールドするスポーツシート。便利なワン
タッチリクライニング機能、後席者を考慮したフルカバータイプを採用。
設定 除くGR、GR SPORT、ニーパッド付車

523 スポーツメーターキット（水温・油圧・油温）＊2

1台分108,000円（消費税抜き100,000円）3.0H〈VRPU〉

エンジンの状態を把握するために必要な水温・油圧・油温の数値が一目で分か
るメーターキットです。正確でスムーズな針の動きを実現するステッピングモー
ターをはじめ、設定数値を超えるとウォーニングランプが点灯するウォーニング
機能、サーキット等の走行後にピーク数値を確認できるピーク表示機能を採用。

524 本革シフトノブ
10,800円（消費税抜き10,000円）0.1H  MT車〈VTQ9〉、AT車〈VTR0〉

色：【ステッチ】レッド　材質：【トップ】アルミニウム　【表皮】本革（momo社製）

525 プッシュスタートスイッチ
15,120円（消費税抜き14,000円）0.4H〈VT21〉

色：【ボタン】レッド　
設定 スマートエントリー＆スタートシステム付車

526 ニーパッド ＊3

ニーパッド（左右） 19,440円（消費税抜き18,000円）0.7H〈VT5S〉

スペーサー（左右）    9,720円（消費税抜き  9,000円）〈VT5T〉
内容：ニーパッド左右（運転席用）

設定 除くGR、GR SPORT、フルバケットシート、スポーツシート（セミバケットタイプ）付車

553ドアスカッフプレート（LED付）
1台分36,720円（消費税抜き34,000円）1.0H〈VT19〉

ドアの開閉に合わせてTRDロゴが点灯/消灯する、LED灯体付のドアス
カッフプレートです。電源にはボタン電池を採用することで、配線を行うこ
となく装着が可能です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

● 水温計 
● 油温計
● 油圧計

【 構成品 】 ● 水温センサーアタッチメント 
● 油温、油圧センサーアタッチメント
● スポーツメーター取付キット

526 553

＊1.サイドエアバッグ機能は失われます。 価格には、シートレール（サイドエアバッグキャンセラー付）も含まれます。　＊2.オーディオ装着スペースへの取り付けとなるため、オーディオ・ナビゲーションの取り付けができません。 あらかじめご了承
ください。　＊3.スペーサー（左右/運転席用）は別売となります。スペーサーをパッド本体と内装の間に挟み込むことで、各10mmの調整が可能です。

夜間点灯イメージ

ドア側センタークラスター側

MT車用 AT車用

521 フルバケットシート
装着時（運転席側） 522 スポーツシート（セミバケットタイプ）

装着時（運転席側・助手席側）

※穴あけ加工が必要となります。 ※乗り降りの際、妨げとなる場合があります
（ドア側）。  ※純正シート以外の場合は、スライドの際に干渉する場合があります。 
※バケットシートなどのサポート性の高いシートの場合、機能しない（膝部分が
当たらない）場合があります。
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0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付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）'19年2月現在の
もの＞で参考価格です。価格、取付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。

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

1年間2万km保証



Photo［左］：GT（6MT）。ボディカラーはクリスタルブラックシリカ〈D4S〉。Photo［右］：GT（6MT）。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション。フロントスポイラー（LED付）、サイドスカート、フロントフェンダーエアロフィン（カーボン製）、
エアロタービュレーター、サイドスタビライジングカバー、18インチアルミホイール（鍛造）「TRD SF3」、全長調整式サスペンションセット、モノブロックブレーキキット（フロント4ポット、リヤ2ポットキャリパー）を装着しています。　※写真はイメージです。

527 528
527 全長調整式サスペンションセット
410,400円（消費税抜き380,000円）3.0H〈VT78〉

ラバーブッシュを金属製のピロボールにしたアッパーサポートと、直巻きスプ
リング、ショックアブソーバーのセット。サスペンションストローク、スプリング
の全長を最適な状態に保ちながら車高を調整できます。また、減衰力調
整機構により、市街地からワインディングまで幅広いセッティングが可能。
車高調整式（推奨車高-15mm）、減衰力40段階調整式。

設定 除くGR、GR SPORT
※推奨車高（出荷状態）から車高を変更した場合は保証対象外となります。あらかじめご了承
ください。 　※車高を下げすぎると車検非対応になる場合があります。最低地上高および
灯火類の高さなどに十分ご注意ください。 　※走行中に異音が発生する場合があります。
あらかじめご了承ください。

528 スポルティーボサスペンションセット
97,200円（消費税抜き90,000円）4.0H〈VRUU〉

高い運動性能と快適な乗り心地を同時に向上させたサスペンションセット。
ノーマル形状　車高ダウン量：約10mm　 設定 除くGR、GR SPORT

529 MCB®（モーションコントロールビーム）
86,400円（消費税抜き80,000円）0.3H〈VT4E〉

走行中に発生する微振動や、わずかな変形を吸収・減衰し、ボディ剛性
も高めて応答性を向上させます。
設定 除くGR、GR SPORT
※MCB®はアイシン精機株式会社の登録商標です。

530 フロントストラットタワーバー
30,240円（消費税抜き28,000円）0.3H〈VTD3〉

左右のサスペンションタワーを連結し、ボディ剛性をアップ。上部の
たわみを規制することで、サスペンションを適正に機能させます。
材質：【シャフト部】カーボン　【エンド部】アルミニウム　 設定 除くGR、GR SPORT

531 メンバーブレースセット
60,480円（消費税抜き56,000円）1.5H〈VTC9〉

ボディ下部に装着することで、ボディ剛性を向上。サスペンション本来
の性能を引き出します。 
材質：スチール　設定 除くGR、GR SPORT、フレキシブルドロースティフナー付車

532ドアスタビライザー
1台分15,120円（消費税抜き14,000円）0.4H〈VTD4〉

ドアのストライカー部分の隙にスペーサーを入れ、隙間を埋めることで、
ステアリング操作時の車両の応答遅れを低減。クイックなレスポンス
に仕上げます。
材質：スチール、樹脂　 設定 除くGR、GR SPORT

531 【 装着箇所 】
●フロントメンバー部分：  
   ２点留め×４
●リヤメンバー部分：
   ２点留め×２
●リヤバンパー内
    （点線部分）：
    ２点留め×１

※フロントストラットタワーバー
との同時装着を推奨します。フロント側 リヤ側

TUNING 妥協なきチューニングで、理想の「走り」を手に入れる。

532

ドア側キャッチ側
※ドアのストライカー部分の隙間を埋めることで、ボディのよれを軽減。
存在感あるデザインも特徴です。

529

530

16



536 537

535

533 モノブロックブレーキキット
　　（フロント４ポット、リヤ２ポットキャリパー）
1台分 540,000円（消費税抜き500,000円）3.5H〈VT3B〉

フロント4ポット、リヤ2ポットのモノブレーキキャリパーを採用。
設定 TRD製18インチアルミホイール付車、除くサーキットブレーキキット、
ブレーキパッドセット付車
※モノブロックブレーキキットを装着した場合、特性によりブレーキの鳴きや
ホイールの汚れが発生する場合があります。　
※装着時にブレーキフルードの交換が必要となります。　
※純正ダストカバーの加工が必要となります。

534 サーキットブレーキキット
1台分 108,000円（消費税抜き100,000円）2.5H〈VTK4〉

モータースポーツでの過酷なブレーキングでも、安定した制動力を確保
できるように設計。ローターの厚みを増す＊とともに、ベンチレーション
デザインをKangaroo Paw（カンガルー・ポウ）形状にしたことで、さら
なる冷却効率向上を実現します。
設定 16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ付車、除く
モノブロックブレーキキット（フロント４ポット、リヤ２ポットキャリ
パー）、ブレーキパッドセット付車
＊純正に対して2mm厚
※ブレーキパッドは専用品となります。　※サーキットブレーキキットを装着した
場合、特性によりブレーキの鳴きやホイールの汚れが発生する場合があります。
※装着時にブレーキフルードの交換が必要となります。

535 ブレーキパッドセット
1台分 30,240円（消費税抜き28,000円）2.0H〈VRCU〉

高い制動性能やコントロール性、ブレーキダストへの配慮など、あらゆる
性能を高レベルで発揮。ストリート走行をメインに幅広い用途に対応
します。フロント・リヤのセット。
材質：ノンアスベスト材
設定 GT“Limited”、GT、G、除く17×7½J brembo専用アルミホイー
ル＋brembo製ブレーキ（メーカーオプション）、モノブロックブレーキ
キット（フロント４ポット、リヤ２ポットキャリパー）、サーキットブレーキ
キット付車
※ブレーキパッドを装着した場合、特性によりブレーキの鳴きやホイールの汚れが
発生する場合があります。また、摩耗が大きくなる場合があります。

536 クイックシフトレバーセット
41,040円（消費税抜き38,000円）1.1H〈VT29〉

シフトストロークを純正に比べて約20％ショート化。素早く確実な
シフトワークを実現します。
設定 MT車、除くGR、GR SPORT

537 タイヤ空気圧・温度デジタルゲージ
30,240円（消費税抜き28,000円）

18インチアルミホイール（鍛造）「TRD SF3」、
18インチアルミホイール（鋳造）「TRD TF6」付車 0.0H〈VT6B〉
18インチアルミホイール（鋳造）「TRD TF6」＆タイヤセット付車 2.2H〈VT5P〉

スマートキータイプの受信機をタイヤのエアバルブに近づけることで、
簡単に空気圧・温度を測定できます。測定器とTPMSバルブのセット。
設定 18インチアルミホイール（鍛造）「TRD SF3」、18インチアルミ
ホイール（鋳造）「TRD TF6」、18インチアルミホイール（鋳造）「TRD 
TF6」&タイヤセット付車

538 フレキシブルドロースティフナー
60,480円（消費税抜き56,000円）0.5H〈VT6E〉

車体とクロスメンバー間に設置することで走行中のシャシーのしなり
を補正し、機敏な初期操舵としなやかな乗り心地を両立します。また、
四輪の路面接地性を高めることでコーナリング中の走行安定性が
増し、クイックで素直なステアリング操舵感を実現します。
設定 除くGR、GR SPORT、メンバーブレースセット付車

前輪 後輪

533

【 構成品 】
●フロントモノブロックキャリパー（対向4ポット）
●リヤモノブロックキャリパー（対向2ポット）
●フロントブレーキローター（直径345mm）
●リヤブレーキローター（直径330ｍｍ）

●キャリパー取付ブラケット（前後）
●ゴム製専用ブレーキホース（前後）
●ブレーキパッド（前後）

【 構成品 】
●フロントブレーキローター
●ブレーキパッド（前後）

カンガルー・ポウ形状
イメージ図

534

538
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0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付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）'19年2月現在の
もの＞で参考価格です。価格、取付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。

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

1年間2万km保証



551

TRD SELECTION こだわりパーツをプラスして、さらに個性を極める。

550 SARD 17インチアルミホイール＊　

1台分233,280円（消費税抜き216,000円）

2.2H〈VT6F〉

サイズ：17×7.0J

設定 GT“Limited”、GT、G、除く17×7½J 
brembo専用アルミホイール＋brembo製ブレーキ
（メーカーオプション）付車

551 TOMʼS 17インチアルミホイール
　　(鋳造)「TM-05」＊

1台分90,720円（消費税抜き84,000円）

2.2H〈VT6G〉

サイズ：17×7.0J

設定 GT“Limited”、GT、G、除く17×7½J 
brembo専用アルミホイール＋brembo製ブレーキ
（メーカーオプション）付車

552 TOMʼS ボンネットダンパー
21,600円（消費税抜き20,000円）1.0H〈VT6H〉

高圧式ガスダンパーを設定することで、ボンネット
の開閉をよりスムーズに補助。 プレミアム感を
演出し、利便性を向上させます。

550

552

540 スポーツオイルフィルター
3,240円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VTD8〉

圧力損失を低減しつつ、高いろ過効率を実現。
スムーズなエンジンオイル循環と優れた不純物捕捉
性能で、常に高いエンジン保護性能を発揮します。

542 バッテリークランプ
9,720円（消費税抜き9,000円）0.2H〈VTK0〉

ストラットタワーバーをモチーフとしたバッテリー
クランプです。リアルカーボン採用。
 設定 除く寒冷地仕様車

544 ラグナットセット
21,600円（消費税抜き20,000円）0.5H〈VTJ1〉

ブラッククロームのクールなホイールナット（TRD
ロゴ付）です。米国マックガード社独自のスプライン
加工を施してあり、専用アダプターでの脱着となる
ため、簡易的なセキュリティ機能も備わります。
※標準装備のアルミホイールへの装着も可能です。

546 ドアハンドルプロテクター
3,240円（消費税抜き3,000円）0.1H〈VT6D〉

ドア開閉時のひっかき傷を防止するだけでなく、ドア
ハンドルまわりをスポーティにドレスアップします。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

548 サンシェード
8,208円（消費税抜き7,600円）〈VTK2〉

86のウインドシールドガラス専用に設計。使用しない
時はコンパクトに収納可能です。専用ケース付。

539 サウンドチェンジャー（3個セット）
3,024円（消費税抜き2,800円）0.1H〈VTK1〉

サウンドクリエータ®から導入される吸気サウンドをさらにチューニングし、3種類の吸気サウンドをセット化。
ブルーVer.は経路を遮断し、サウンドカットします。
※サウンドクリエータ®は、（株）マーレ フィルターシステムズの登録商標です。

541 オイルフィラーキャップ
10,800円（消費税抜き10,000円）0.1H〈VT04〉

エンジンルーム内をスポーティかつ上品に演出します。
色：シルバー
材質：アルミニウム

543 フューエルキャップガーニッシュ
1,080円（消費税抜き1,000円）0.2H〈VTS0〉

給油キャップに貼りつけるだけで簡単にドレス
アップが可能です。
  

545 ナンバープレートボルト
4,320円（消費税抜き4,000円）0.1H〈VT6C〉

簡易セキュリティ機能付のロゴ入りボルトです。
フロント用2本、リヤ用1本入り。

547 ショルダーパッドセット
運転席・助手席各1個セット

9,720円（消費税抜き9,000円）
ブラックステッチ〈VTK5〉、レッドステッチ〈VTK6〉

デザイン、肌触り、ベルトのすべりを考慮した表皮（難燃
素材）を採用。パッドクッションには、クッション性・
緩衝性に優れた素材を使用しています。TRDロゴ
刺繍・TRDピスネーム付。

549 本革キーケース
3,456円（消費税抜き3,200円）〈VTK3〉

スマートキー専用のキーケースです。レッドステッチ
により86の内装とのコーディネートが可能です。
TRDロゴ入り。
色：【ステッチ】レッド
設定 スマートエントリー＆スタートシステム付車

541540

539

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
(r.p.m.)

：レッドVer.
：グリーンVer.

：標準
：ブルーVer.

サウンドボリューム

544 545

546

548 549

543542

547

ブラック
ステッチ

レッド
ステッチ

収納時

＊ 標準装備のタイヤ（215/45R17）とナットが使用可能です。
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TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付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）'19年2月現在の
もの＞で参考価格です。価格、取付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。

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■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。

1年間2万km保証



DRIVING SUPPORT カーライフに安心と便利をもたらす高機能。

020 コーナーセンサー（ボイス4センサー）
50,760円（消費税抜き47,000円）1.9H〈K2AU〉

バンパーの角に配置された4個の超音波センサーで、障害物との距離
を検知。音声と表示ランプ、アラーム音でドライバーに知らせます。専用
インジケーターを設置。
色：【センサーフェイス部】ホワイト、シルバー、ブラック
設定 除くGR

021 リモートスタート（LEDアンサーバックタイプ）
64,800円（消費税抜き60,000円）1.1H〈M6RU〉

遠隔操作でエンジンを始動・停止できるシステム。動作状態をリモコン
に音とLED（緑色）の点滅でお知らせします。アンテナはインパネ内部
に装着します。
サイズ：【リモコン】L74×W35×H18mm 
　　　 【リモコンアンテナ部】211mm（伸長時）
設定 除くG、MT車
●使用時には周囲の安全を十分ご確認の上ご使用ください。　
●一般公道上や閉め切った場所での使用はお止めください。
●車両停止中にエンジンをみだりに稼働させた場合、条例により、罰則を受けることが
ありますのでご注意ください。（ご購入の際は地方自治体の条例などをご確認ください。）

SECURITY 「もしも」に備えて、ナンバーフレームやホイールをしっかりガード。

051 盗難防止機能付ナンバーフレームセット（デラックス）
［お得なセット価格］ 

7,128円（消費税抜き6,600円）▶6,588円（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉

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 除く字光式ナンバープレート付車

052 盗難防止機能付ナンバーフレームセット（ベーシック）
［お得なセット価格］ 

5,832円（消費税抜き5,400円）▶5,292円（消費税抜き4,900円）〈BHHU〉

ナンバーフレーム（ベーシック/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：シルバー塗装
設定 除く字光式ナンバープレート付車

027 キー付ホイールナット  　　
10,800円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

設定 アルミホイール付車

028 字光式ナンバープレート用ブラケット（リヤ）
3,780円（消費税抜き3,500円）0.2H〈K5X1〉

設定 字光式ナンバープレート付車、除くバックモニター（販売店装着オプション）付車

021020

 約20cm ピー（連続音）
 約20～50cmピッピッピッ（断続音）

※検知距離はセンサーからの距離であり、車体正面からの距離で
はありません。　※図はイメージです。

インジケーター部（インパネ上）
※写真は当該車両とは異なります。

051

052 027

＊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。

ホワイト シルバー ブラック
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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。  

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　
■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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）'19年2月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付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。



BASIC 快適グッズから緊急用品まで、幅広くラインアップ。　

031 アロマブライト （スターターキット）
各 3,024円（消費税抜き2,800円）

ディフューザーにエッセンシャルオイル（5ml）とオイルパッドが付いた
便利な3点セット。
フレッシュローズマリー〈EA07〉、ミントリフレッシュ〈EA08〉
ラベンダースマート〈EA09〉、シトラスキュート〈EA10〉 
ハーバルグリーン〈EA11〉、フローラルフィールド〈EA12〉
設定 除くアームレスト付車

032 アロマブライト（交換用パッドセット）
324円（消費税抜き300円）〈EC02〉

交換用のパッド5枚セット。
設定 除くアームレスト付車

033 エッセンシャルオイル
各 1,512円（消費税抜き1,400円）

エッセンシャルオイル（5ml）のみを追加でお求めいただけます。
（パッド1枚入り）

フレッシュローズマリー〈EB07〉、ミントリフレッシュ〈EB08〉
ラベンダースマート〈EB09〉、シトラスキュート〈EB10〉
ハーバルグリーン〈EB11〉、フローラルフィールド〈EB12〉
設定 除くアームレスト付車

※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。

036 リードフック（車両タイヤ装着タイプ）＊3　　
14,040円（消費税抜き13,000円）〈S0R1〉

車外でちょっと繋いでおきたい時やアウトドアで便利。停車時にタイヤ
に固定するタイプで取り付けも簡単。タイヤの大きさに合わせて調整
できます。　※写真のリードコードは含まれません。　

037 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

＊3.リードフックは犬専用です。繋いだリードや犬（15kg以下の犬を推奨）により、車両への傷つき、破損、商品の耐久性を損なう恐れがあります。
車両標準タイヤ以外へ装着しないでください。正しく装着できず、思わぬ事故につながる恐れがあります。ロープタイプのリードをご使用の場合は
8mm以上の太さの物は使用できません。リードフックを装着したまま車を発進させると、思わぬ事故につながる恐れがあります。写真は当該車両
とは異なります。 ＊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。

036 037

029

030

031 033

029 ラゲージソフトトレイ
15,120円（消費税抜き14,000円）〈J0A1〉

撥水・防水機能、外周縁付のトレイです。エンブレムマーク入り。
色：ブラック
材質：ポリエステル

030 トランクマット（カーペットタイプ）
10,800円（消費税抜き10,000円）〈A2A0〉

トランクルームを汚れや傷つきから守ります。TOYOTAロゴ入り。
色：ブラック
材質：ポリプロピレン
設定 除くGR、GR SPORT

 

034 NEO G-Child ISO tether ＊1

本体 59,400円（消費税抜き55,000円）〈77EF〉

NEO ISOベース 37,800円（消費税抜き35,000円）〈77DD〉

サイズ：L475×W435×H630mm（本体のみ）

035 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尋ねください。
＊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。

取付方法 取付位置
品名 取付向き後席助手席

034

035

シートベルト

ISO FIX

シートベルト

●

●

●

▲＊2

×

▲＊2

NEO G-Child 
ISO tether＊1

ジュニアシート

：ジュニアシートとして使用：チャイルドシートとして使用

前向き

前向き

前向き

チャイルドシート装着方法一覧表　　　　　　　　

034 035

チャイルドシート
として使用

ナチュラル
（最小時）

カジュアル
（最大時）
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046 047 048

050

●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。　●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は
当該車両のものとは異なります。

049

フロアマットを固定する
工夫が施されています。
各2カ所に取り付けられた回転
ノブでフロアマットをしっかり固定。
走行中のマットのずれを防止します。
取り外しもスムーズにできます。

回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車両と
は異なります。

助手席用 運転席用

038 携帯トイレ（簡易セット）　
8,100円（消費税抜き7,500円）〈J1K1〉

車内に設置して使う、緊急時の簡易トイレです。
［ワンタッチ便器サイズ（組立時）］

天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm
※使用回数につきましては、お客様の使用環境によって変わります。 
※保証期間はご購入日から１年間です。

039 車載防災セット
12,960円（消費税抜き12,000円）〈J1K0〉

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。
※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。

040 サイドバイザー（ベーシック）
1台分19,440円（消費税抜き18,000円）0.4H〈K0N0〉

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。
※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。

041 カーカバー（防炎タイプ）  
19,440円（消費税抜き18,000円）〈K7B2〉

（財）日本防炎協会認定素材を使用。　材質：ポリエステル100％

043 クリーンボックス  
7,560円（消費税抜き7,000円）0.3H〈D3A3〉　

ゴミを捨てやすいインナーケース付。　色：ブラック　 設定 G

044 灰皿（高級タイプLED付）
7,560円（消費税抜き7,000円）〈C2E8〉

フタを開けるとエンブレムと受け口がブルーに点灯。フタを閉めた後も
エンブレムが約10～15秒間光り続けます。ソーラー充電式で電池交換
不要。さらに、灰や吸い殻を捨てやすく水洗い可能な上下分割式です。　
※写真の色や照度は実際とは異なります。

045 灰皿（ベーシックタイプ） 
1,836円（消費税抜き1,700円）〈C2E7〉

046ドアエッジプロテクター（樹脂製）  
2本入 2,700円（消費税抜き2,500円）0.2H〈K6B3〉

ドアの開閉時にエッジをガードします。
色：スーパーシルバー、ブラック、レッドマイカメタリック、ダークブルー
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

047レスキューマンⅢ（ハンマー＆カッター） 
2,484円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

【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。

048 三角表示板　
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

049 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）
フロント（運転席・助手席） 11,340円（消費税抜き10,500円）〈A2J6〉

縁高＆車両専用形状でフロアへの水や汚れの浸入を防ぎ、車内を清潔
に保ちます。　
色：ブラック　材質：合成ラバー（SBR）
※トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。他の
フロアマット類と重ねて使用しないでください。

050 タイヤチェーン（スプリングチェーン）
29,160円（消費税抜き27,000円）〈V1F1〉

設定 除くGR、GRアルミホイール付車

043 045044

閉 閉開 開

041040

039

❶ ❷

❸

❹ ❺

❻
❼

❽ ❾

セット内容
❶ レインコート
❷ レジャーシート（L1.8×W1.8m）　
❸ 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
❹ 非常用ホイッスル
❺ アルミブランケット
❻ 携帯トイレ（3個） 吸水シート付　
❼ 手回し充電ラジオライト （USBジャック付）
❽ マスク　
❾ 軍手
❿ 防災ウェットタオル

 タオル
 給水袋（容量3L）

038

❷
❸

❹

❺

❻

❼
❶ 

セット内容
❶ ワンタッチ便器（1個）＊1

❷ エチケット用ポンチョ（1枚）
❸ ケアバッグ（2個）　
❹ 消臭凝固剤（2個）　
❺ 廃棄用袋（2枚）　
❻ 吸収シート（2枚）　
❼ 搭載ケース

＊1.ワンタッチ便器は繰り返しご使用に
なれます。
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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。  

■車両本体製造事業者：株式会社SUBARU　■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　
■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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）'19年2月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付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。

 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。  



TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 参戦用車両

■空冷式エンジンオイルクーラー
スポーツ走行での過度な油温上昇を抑え、油温を安
定させることでエンジン出力を最大限に引き出します。

■専用ブレーキバックプレート/ブレーキダクト（車両搭載）
フロントのブレーキローターに直接風を導いて
冷却効果を向上。ブレーキ温度の上昇を抑制し、
より安定した制動力を確保します。

■フロントトランスポートストラップ/
　リヤトランスポートフック
　（競技専用部品・車両搭載）
サーキット走行において、万一のコース
アウトやマシントラブルの際のサポート
をスムーズにするための牽引ストラップ
と牽引フック。

■専用フロアマット
　（運転席/助手席・車両搭載）
ロールケージの形状に合わせた専用品

（86 Racingロゴ入り）。鮮やかな赤の
オーバーロックがスポーティな雰囲気
を盛り上げます。
※後部座席への設定はありません。

■4点式シートベルト
　（競技専用部品・車両搭載）
FIA8854/98規格公認モデル。コーナ
リング時や制動時などにおいて抜群
のホールド感を生み出すサーキット
走行の必需品。
※車両には4点式シートベルトを装着する
ためのアンカーボルトが装着されています。

■ロールケージ（ダッシュボード貫通タイプ）
専用設計の6点式ロールケージ。ボディ剛性のアップおよびサーキット走行で必要不可欠な安全性を確保しながら、4名乗車を可能にしています。
※ロールケージ装着のため、フロアカーペット、内装パネル、ダッシュボード等に切断等の加工を施しています。また、サンバイザーは非装着となります。
※ロールケージ装着のため、ダッシュボード上面サイドデフロスタノズルが非装着になりサイドドアガラスのデフロスタ性能が標準車と比べると低下します。また、乗降性が標準車と比べ
ると低下します。

【架装装備】

■トルセン® LSD
   （リミテッド・スリップ・デフ）

FRスポーツならではの「操る楽しさ」
を追求。コーナリング時、左右駆動輪
にトルクを適切に配分することで、
トラクション性を向上させ、コーナー
での鋭い立ち上がり加速、高いコント
ロール性能を実現します。

■ベンチレーテッドディスクブレーキ
　（フロント・リヤ）
低Gから高Gまで、意のままに操れる
高い減速コントロール性能を実現した
4輪ディスクブレーキ。フロントとリヤと
もに、放熱性に優れたベンチレーテッド
ディスクを採用。

■マニュアルエアコン＆ダイヤル式
    ヒーターコントロールパネル
普段の街乗りを考慮して、キャビンを
快適に保つマニュアルエアコンを
標準装備。

【標準装備】

レースに挑む。日常で乗りこなす。
すべて、86オーナーの思いのままに。

TRDコンプリート

【架装メーカーオプション】

■スポーツドライブロガー
専用GPSからの位置情報とCAN＊1と呼ばれる車両内部のコンピュータ同士のデジタ
ル通信情報を内部メモリーに記憶した後、 USBに転送が可能です。転送情報にはGPS信
号、アクセルペダルストローク、ステアリング舵角、ブレーキ操作信号、シフト操作信号、エン
ジン回転数、車速などの走行データが含まれており、対応したアプリケーションで利用が可能です。

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント（本社：東京都港区）の家庭用ゲーム機
PlayStation®3＊2の専用ソフトウェア『グランツーリスモ6』＊2＊3で、ソフトウェアアップデート

（1.06以降）をインストールした後に使用できる｢GPSビジュアライザー」の機能を使う
ことで、サーキットで実際に走行したデータを画面上に再現が可能です。現時点で対応
可能なサーキットは、富士スピードウェイ・国際レーシングコース、筑波サーキット・コース
2000、鈴鹿サーキット・国際レーシングコースです。

＊1. CAN : Controller Area Network　＊2. （株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント
の登録商標　＊3. 開発は（株）ポリフォニー・デジタル（本社：東京都江東区）
●Gran Turismo 6:TM & ©2013 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

スポーツドライブロガー
作動スイッチ

「グランツーリスモ6」
GPSビジュアライザー
画像

※画像はイメージです。

リヤフロント
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■車両本体製造業者：株式会社SUBARU　　■カスタマイズ：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
■本ページ商品は株式会社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ありトヨタ純正用品ではありません。

※商品に関するお問い合わせ先については裏表紙をご覧ください。

［保証］ トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント架装部分について保証を受けられる期間は、車両がお客様に引き
渡された日から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。なお、レース等
モータースポーツ使用時点でベース車部分および架装部分ともに、一切の保証は無効となります（詳しくは
保証書をご確認ください）。

Photo：86 Racing。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション。



■86 Racing 主要装備一覧表

86 Racing
■外装・メカニズム
タイヤ＆ホイール 205/55R16 91V タイヤ＋16×6 ½JJ スチールホイール（センターキャップ付）

足まわり

マクファーソンストラット式フロントサスペンション
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション
フロントパフォーマンスロッド
トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）
ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント・リヤ） GTグレード用
専用ブレーキバックプレート
ブレーキダクト（車両搭載）

エクステリア

フードサイレンサー
デュアルエキゾーストテールパイプ
アウトサイドドアハンドル 素地
空冷式エンジンオイルクーラー
フロントトランスポートストラップ/リヤトランスポートフック（競技専用部品・車両搭載）

空力 エンジンアンダーカバー＆プロテクター
■安全装備

視界

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋
LEDクリアランスランプ＋LEDターンランプ
LEDリヤコンビネーションランプ
電動格納式リモコンカラードドアミラー ＊1

予防安全

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
ヒルスタートアシストコントロール ＊2
緊急ブレーキシグナル

衝突安全
SRSエアバッグ（運転席・助手席）
むち打ち傷害軽減フロントシート（WILコンセプトシート）
4点式シートベルト（競技専用部品・車両搭載）

■操作性

運転操作
ウレタン3本スポークステアリングホイール
クラッチスタートシステム
TRACKスイッチ

その他操作
ワイヤレスドアロックリモートコントロール（運転席・助手席・トランク／アンサーバック
機能付／ワイヤレスキー2本）
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）

計器盤

コンビネーションメーター（シフトポジションインジケーター＊3・メーター照度
コントロール、マルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター［黒文字盤］、シフト
アップインジケーター＊3付）
スポーツドライブロガー 115,560円（消費税抜き107,000円）

■内装・快適性

シート

ファブリックシート表皮（標準タイプ）
フロントシートスライド＆リクライニング
運転席シート上下アジャスター
一体可倒式リヤシート

インテリア

インストルメントパネル（ソフトパッド表皮・センターポイントマーク付）
インストルメントパネルオーナメント ブラック
ドアスイッチベース Tメッシュパターン柄
専用フロアマット（運転席/助手席・車両搭載） ＊4
ロールケージ（ダッシュボード貫通タイプ）

収納・快適装備 アクセサリーソケット（2個） ＊5
照明 イルミネーテッドエントリーシステム（イグニッションキー照明＋ルームランプ）

空調
マニュアルエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（Tメッシュパターン柄）
クリーンエアフィルター（微細塵タイプ）

■その他

オーディオ
オーディオレス（オーディオレスカバー付き） 2スピーカー
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）

セキュリティ他
盗難防止システム（イモビライザーシステム）［国土交通省認可品］
寒冷地仕様 ＊6 6,480円（消費税抜き6,000円）
タイヤ交換用工具

■86 Racing 主要諸元表
86 Racing

車両型式・
重量・性能

車両型式 4BA-ZN6-VPNT8H

車両重量 kg 1,240

車両総重量 kg 1,460

最小回転半径 m 5.4

主要燃費改善対策 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

エンジン

型式 FA20

総排気量 L 1.998

種類 水平対向4気筒 直噴DOHC

使用燃料 無鉛プレミアムガソリン ＊1

内径×行程 mm 86.0×86.0

最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 152（207）/7,000

最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 212（21.6）/6,400～6,800

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

寸法・定員

全長／全幅／全高 mm 4,240／1,775／1,315 ＊2

ホイールベース mm 2,570

トレッド　フロント／リヤ mm 1,520／1,540

最低地上高 mm 115 ＊3

室内　長／幅／高 mm 1,615／1,490／1,060

乗車定員 名 4

走行装置

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

リヤ ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

ブレーキ（フロント・リヤ） ベンチレーテッドディスク

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 3.626

第2速 2.188

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

＊1. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。　＊2. 全高はアン
テナを含む数値。ルーフ高は1,280mm。　＊3. ブレーキダクト装着時。
■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。登録の際は車両の実測値が適用されます。
■“TOYOTA 86”“TOYOTA D-4S”“VSC”“TOYOTA GAZOO Racing”“  ”はトヨタ自動車（株）の商標です。　■“SUBARU”“BRZ”
は株式会社SUBARUの登録商標です。　■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者：株式会社
SUBARU

■86 Racing 価格一覧表

架装メーカー希望小売価格＊1 北海道地区架装メーカー希望小売価格＊2
消費税抜き 消費税抜き

86 Racing 6MT 3,147,120円 2,914,000円 3,153,600円 2,920,000円

＊1. 沖縄地区は価格が異なります。　＊2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。　
●価格は架装メーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’19年2月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自
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。　●価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価
格です。　●価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。　●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（9,610円＜’19年2月時点の金額＞）が別途必要となります。詳しくは、取り扱い
販売店におたずねください。

〈 当車両ご購入にあたってご留意いただきたい事項 〉
●競技レースでの使用を前提とした架装を行っているため、乗り心地、操縦性、居住性、乗降性、静粛性など標準車と比べると
不都合が生じる場合があります。　●当車両の保証は、レース等モータースポーツ使用時点で、ベース車部分および架装部分とも
に一切の保証は無効となります。　●ロールケージ装着のため、フロアカーペット、内装パネル、ダッシュボード等に切断等の加工を
施しています。また、サンバイザーは非装着となります。　●ロールケージ装着のため、ダッシュボード上面サイドデフロスタノズル
が非装着になりサイドドアガラスのデフロスタ性能が標準車と比べると低下します。　●ロールケージ装着のため、SRSサイド
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（前後席）は作動しない状態となります。　●4点式シートベルト、
フロントトランスポートストラップ/リヤトランスポートフックは競技専用ですので、一般公道走行時は使用しないで（取り外して）
ください。

86 Racing は、架装メーカー工場での架装車のため、持ち込み登録となります。

＊1. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。　＊2. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書を
ご覧いただくか販売店におたずねください。　＊3. シフトポジションインジケーター、シフトアップインジケーターは、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/非表示の切り替えが可能です。　＊4. 専用品となりますので、他のフロアマット
は絶対に使用しないでください。　＊5. 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。　＊6. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・
バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
■「メーカーオプション」および「架装メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受け
できませんのでご了承ください。　■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）’19年2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。　■トルセン®LSDの“トルセン®”は（株）JTEKTの登録商標です。

【その他の標準装備】　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●タイヤパンク応急修理キット　●バンパーグリル（Tメッシュパターン）　
●エアスパッツ　●クォーターストーンプロテクター　●トランスミッションプロテクター　●ラゲージガーニッシュ　●LEDハイ
マウントストップランプ（室内装着）　●防眩インナーミラー　●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）　●UV
カットフロントドアグリーンガラス　●UVカット機能付グリーンガラス（リヤクォーター・バックガラス）　●間欠フロントワイパー（時間
調整式）　●拡散式ウォッシャーノズル　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯
（点滅式）＋リマインダー（警告音）　●前席ELR付3点式シートベルト（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付）　●後席
ELR付3点式シートベルト　●フロントヘッドレスト（上下調整式）　●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー
（後席）　●ウレタンシフトレバーノブ＆パーキングブレーキレバー　●チルト＆テレスコピックステアリング　●電動パワーステア
リング　●パワードアロック（ドアキー連動）　●電気式ラゲージオープナー　●フューエルリッドオープナー　●デジタルクロック　
●ブレーキウォーニング　●半ドアウォーニング　●ランプ消し忘れウォーニング　●フューエル残量ウォーニング　●キー抜き
忘れ防止ウォーニング　●ドアグリップ　●ドアアームレスト　●ドアスカッフプレート（樹脂製）　●ドアポケット　●グローブ
ボックス　●インパネ小物入れ　●ルームランプ（フロントパーソナルランプ）

 標準装備　  架装装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 架装メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

＊ クリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション＜32,400円（消費税抜き30,000円）＞となります。

カラー
バリエーション

クリスタルホワイト
パール〈K1X〉＊

アイスシルバー
メタリック〈G1U〉

マグネタイトグレー
メタリック〈P8Y〉

クリスタルブラック
シリカ〈D4S〉

ピュアレッド
〈M7Y〉

アズライトブルー
〈K3X〉

内装色

ブラック

プロ・アマともに参戦可能な、
国内最大級のワンメイクレース。
TOYOTA 86“86 Racing”もしくはSUBARU BRZ“RA Racing”
と国内Aライセンスがあれば参加可能。全国各地のサーキット
で開催。
※86 RacingはJAF公認の競技に参加可能な「JAF登録車両」です。
JAF登録番号：JT-160（2015年2月）

詳しくはコチラ https://toyotagazooracing.com/jp/86brz/
ブライトブルー
〈DAR〉
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トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントコンプリート 
完成車出荷（持込登録）

（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。

■本仕様ならびに装備は予告無く変更することがあります。（このカタログの内容は’19年2月現在のもの。）
　ボディカラーおよび内装色は撮影、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。
■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。

■架装車両のため持ち込み登録となります。各諸元数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。
■専用備品の装着により、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。
■86 Racingについて「トヨタ純正用品」及び「モデリスタパーツ」との同時装着はできません。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。詳しくはトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントまでお問い合わせください。



0800-700-7700 045-540-2121 03-6361-1000
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

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

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

TEL

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
https://www.modellista.co.jp

TRDの商品（P.02〜03、P.06〜09、P.15〜18、P.22〜23）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86取扱店または、下記へ

モデリスタの商品（P.02〜03、P.10〜11、P.14）に関するお問い合わせ先ベース車両および純正用品（P.02〜05、P.12〜13、P.19〜21）に関するお問い合わせ先
トヨタテクノクラフト株式会社トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

本カタログに掲載されている商品（除くコンプリート車）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2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加工等が必要となる場合があります。
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〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
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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
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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
https://www.modellista.co.jp

モデリスタコールセンター

TRDの商品（P.02〜03、P.06〜09、P.15〜18、P.22〜23）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86取扱店または、下記へ

モデリスタの商品（P.02〜03、P.10〜11、P.14）に関するお問い合わせ先ベース車両および純正用品（P.02〜05、P.12〜13、P.19〜21）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商品お問い合わせ窓口
トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

本カタログに掲載されている商品（除くコンプリート車）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2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加工等が必要となる場合があります。

【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商品お問い合わせ窓口、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 〜 304 、501 〜 507 、510 、511 、513 、514 ）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 、501 〜 507 、510 、511 、513 、514 ）は樹脂（PPE/ABS）製です。樹脂（PPE/ABS）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。トランクスポイラー（ 305 ）、リヤトランクスポイラー（ 506 ）、リヤウインドゥルーバー（ 511 ）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（ 310 、517 、519 ）およびアルミホイールセット（ 516 、518 、520 、550 、551 ）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（ 310 、517 、519 ）、アルミホイールセット（ 516 、518 、520 、550 、551 ）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等設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉等
の可能性があります。　●アルミホイール＆タイヤセット（ 310 、517 、519 ）およびアルミホイールセット（ 516 、518 、520 、550 、551 ）を装着する場合、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。

マフラーカッター/ハイレスポンスマフラーVer.R
●マフラーカッター（ 308 ）、リヤバンパースポイラー＆ハイレスポンスマフラーVer.R（ 504 ）、ハイレスポンスマフラーVer.R＆マフラーガーニッシュセット（ 512 ）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等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。

サスペンションセット　
●全長調整式サスペンションセット（ 527 ）、スポルティーボサスペンションセット（ 528 ）を装着した場合、乗り心地、操縦安定性の変化や走行中に音が発生したり、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差によっては
路面と干渉する場合があります。また、全長調整式サスペンションセット（ 527 ）を装着した際には、アライメント調整をお勧めしますが、タイヤが偏磨耗し易くなる場合があります。あらかじめご了承ください。　●車両の状態によっ
ては記載の車高ダウンとならない場合があります。あらかじめご了承ください。　●推奨車高（出荷状態）から車高を変更した場合は、保証対象外となります。あらかじめご了承ください。　●車高を下げすぎると車検非対応にな
る場合があります。最低地上高および灯火類の高さなどに十分ご注意ください。

モノブロックブレーキキット/サーキットブレーキキット/ブレーキパッドセット
●モノブロックブレーキキット（ 533 ）、サーキットブレーキキット（ 534 ）、ブレーキパッドセット（ 535 ）を装着した場合、特性によりブレーキの鳴きやホイールの汚れが発生する場合があります。また、ブレーキパッド、ブレーキ
ローターの磨耗が大きくなる場合があります。　●モノブロックブレーキキット（ 533 ）を装着した場合、素材の特性上、熱で変色する場合があります。

保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認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。

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。

1年間2万km保証

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。 モデリスタパーツ、TRDパーツは、1年間2万km保証です。
保証に
ついて

 3年間6万km保証

http://www.trdparts.jp/86/https://www.modellista.co.jp/s/86/https://toyota.jp/86/customize/

1年間2万km保証


