
ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE



Crossover Set
一段とスポーティに際立たせる、
クロスオーバースタイル。

Exterior Dress Up ｜ もっと“自分らしく”はみだせ。多彩なスタイルから自分だけの一台を選ぼう。

クロスオーバーセット
80,460円（消費税抜き74,500円）2.4H〈BHUU〉

・サイドスキッドプレート
・ボディサイドモールディング
・グレードエンブレム（バックドア用）

設定  Crossover

詳しくは  P08-09

ボディサイドモールディング

サイドスキッドプレート

グレードエンブレム（バックドア用）

Recommended Item

保証について

トヨタ純正用品は、3年間6万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。

3年間6万km保証

https://toyota.jp/aqua/accessories/

Photo：Crossover。ボディカラーはベージュ〈4U0〉。LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。クロスオーバーセットを装着しています。
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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。



CROSS
STYLE
Kit

クロススタイルキット
59,400円（消費税抜き55,000円）2.0H〈WB31〉

・フロントグリルガーニッシュ（金属調）
・サイドプロテクター（ブラック/金属調）
設定  Crossover

リヤガーニッシュ（ブラック/金属調）

19,440円（消費税抜き18,000円）0.5H〈WB34〉

設定  除くGRシリーズ

詳しくは  P10

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、裏表紙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。

1年間2万km保証

https://www.modellista.co.jp/s/aqua/ https://www.trdparts.jp/aqua/

フロントグリルガーニッシュ（金属調）

サイドプロテクター（ブラック/金属調） リヤガーニッシュ（ブラック/金属調）

大胆にアクセントを交える、
クロススタイル。

Photo：Crossover。 ボディカラーはスーパーレッドV〈3P0〉。 LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。
クロススタイルキット、リヤガーニッシュ（ブラック/金属調）、LEDライセンスランプ、16インチ アルミホイールセット（MODELLISTA X-CLAW エクスクロー〈マットブラック×ポリッシュ〉）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。

1年間2万km保証

03

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。　※写真の色や輝度は実際とは異なります。



Exterior Dress Up ｜ ４タイプのドレスアップスタイルから自分好みのアレンジを楽しもう。
Recommended Item

Premium Package For TOYOTA

Stylish Package For TOYOPET

個性を彩るプレミアムな装い。

磨き抜かれたスタイリッシュさを纏う。

フロントグリルデカール（メッキ調） ボディサイドデカール（メッキ調） リヤライセンスデカール（メッキ調）

フロントグリルデカール（金属調） ボディサイドデカール（金属調） リヤライセンスデカール（金属調）

Photo（エクステリア）：S。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。
寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカーオプション。
プレミアムパッケージ（エクステリア）を装着しています。

Photo（エクステリア）：S。ボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉。
寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカーオプション。
スタイリッシュパッケージ （エクステリア）を装着しています。

プレミアムパッケージ（エクステリア）
33,480円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJAU〉
・フロントグリルデカール （メッキ調）　
  ※インテリジェントクリアランスソナー付車はパーツの形状が異なります。
・ボディサイドデカール （メッキ調）　・リヤライセンスデカール（メッキ調）

設定  除くCrossover、GRシリーズ 詳しくは  P12

スタイリッシュパッケージ（エクステリア）
33,480円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJBU〉
・フロントグリルデカール （金属調）　
  ※インテリジェントクリアランスソナー付車はパーツの形状が異なります。
・ボディサイドデカール （金属調）　・リヤライセンスデカール（金属調）

設定  除くCrossover、GRシリーズ 詳しくは  P13

04 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。



Casual Package For COROLLA

Sporty Package For Netz

遊び心あふれるカジュアルな見栄え。

研ぎ澄まされたスポーティな出で立ち。

フロントグリルデカール（チェッカー） ボディサイドデカール（チェッカー） リヤライセンスデカール（チェッカー）

フロントグリルデカール（カーボン調） ボディサイドデカール（カーボン調） リヤライセンスデカール（カーボン調）

Photo（エクステリア）：S。 ボディカラーのサーモテクトライムグリーン 〈6W7〉はメーカーオプション。
寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカーオプション。
カジュアルパッケージ（エクステリア）を装着しています。

Photo（エクステリア）：S。ブルーメタリック〈8T7〉。
寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカーオプション。
スポーティパッケージ（エクステリア）を装着しています。

カジュアルパッケージ（エクステリア）
33,480円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJCU〉
・フロントグリルデカール （チェッカー）　
  ※インテリジェントクリアランスソナー付車はパーツの形状が異なります。
・ボディサイドデカール （チェッカー）　・リヤライセンスデカール（チェッカー）

設定  除くCrossover、GRシリーズ　　　　　

スポーティパッケージ（エクステリア）
33,480円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJDU〉
・フロントグリルデカール （カーボン調）　
  ※インテリジェントクリアランスソナー付車はパーツの形状が異なります。
・ボディサイドデカール （カーボン調）　・リヤライセンスデカール（カーボン調）

設定  除くCrossover、GRシリーズ　　　　

詳しくは  P14

詳しくは  P15

050.0H  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。



Aero kit

Aero Parts Set

Styling Package
アグレッシブに魅力を際立たせるエアロスタイル。

リヤバンパースポイラー

Exterior Dress Up ｜ エアロスタイルで個性を楽しむ、イチ押しアイテムで差を付ける。
Recommended Item

クールに冴えわたる洗練のスタイル。

鮮やかな躍動感がみなぎるスタイル。

フロントスポイラー

フロントスポイラー

サイドスカート

サイドスカート

リヤスパッツ

リヤバンパースポイラー

詳しくは  P18-19

詳しくは  P20-21

MODELLISTAエアロキット
塗装済 97,200 円（消費税抜き90,000円）2.8H  〈WB11〉

素　地 79,920 円（消費税抜き74,000円）2.8H 9.0H〈WB12〉

・フロントスポイラー　・サイドスカート　・リヤスパッツ

設定  除くCrossover、L、GRシリーズ

エアロパーツセット
塗装済 149,040 円（消費税抜き138,000円）5.5H  〈VA01〉

素　地 139,320円（消費税抜き129,000円）5.5H 12.0H〈VB1U〉

・フロントスポイラー　・サイドスカート　・リヤバンパースポイラー

設定  除くCrossover、GRシリーズ

Photo：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。LED
ヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。MODELLISTAエアロキット、サイド
ドアガーニッシュ（メッキ）、バックドアガーニッシュ（メッキ）、ミラーガーニッシュ（メッキ）、ドアハン
ドルガーニッシュ（メッキ）、LEDトップノットアンテナ、LEDライセンスランプ、マフラーカッター、
16インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA SpinAir Ⅴ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
＆ミシュラン PRIMACY3）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。

Photo：S。ボディカラーはイエロー〈5A3〉。寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカー
オプション。サイドマッドガード、リヤバンパースポイラー、LEDアクセントイルミネーション、
リヤスポイラー、カラーホイール（シャインブラック）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。

Photo：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。
LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。エアロパーツセット、フォグランプ
ガーニッシュ（LED付）、フロントバンパーガーニッシュ、フロントフェンダーガーニッシュ、テール
ゲートスポイラー、ハイレスポンスマフラーVer.S、16インチアルミホイール「TF4A」＆タイヤセット
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。

06 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。

サイドマッドガード

サイドマッドガード
61,560 円（消費税抜き57,000円）

0.5H〈Q4A0〉

リヤバンパースポイラー 
43,200 円（消費税抜き40,000円）

インテリジェントクリアランスソナー付車
1.3H〈F002〉

設定  除くCrossover、GRシリーズ、
カーカバー（防炎タイプ）付車 詳しくは  P16-17

設定  除くCrossover、GRシリーズ、
GRサスペンションセット（販売店装着
オプション）付車

インテリジェントクリアランスソナー無車
0.9H〈F001〉

設定  除くCrossover、GRシリーズ、GR
サスペンションセット・GRブレース（リヤ
バンパーリインフォース）（販売店装着オプ
ション）、カーカバー（防炎タイプ）付車



Driving Support , Comfort & Interior ｜ しっかりサポート。後席でエンジョイ。スッキリと収納。

■エコドライブをスマートに。

Recommended Item

Best
Choice!

08｜クロスオーバースタイル

10｜モデリスタ クロススタイルキット

11｜モデリスタ セレクション

12｜プレミアムパッケージ
13｜スタイリッシュパッケージ
14｜カジュアルパッケージ
15｜スポーティパッケージ

16｜スタイリングパッケージ

18｜モデリスタ エクステリア

20｜TRD エクステリア

23｜コーディネート

26｜サポトヨプラス

27｜ドライビングサポート

28｜ラゲージ

24｜イルミネーション

25｜コンフォート

29｜セキュリティ&セーフティ

30　ウィンター&スノー
26　チルドレン

31　ベーシック 

INDEX

Recommended Item

ドライビングサポート、
　　コンフォート＆インテリア
07｜

Recommended Item

07｜エクステリアドレスアップ02｜

車両情報に連動し、メーターフード上部のLEDでお知らせ。急な加減速時やシフト操作時など、色と
点滅でさまざまな情報をドライバーに伝え、エコドライブや安全運転のきっかけづくりに貢献します。　
＊パワーONで、緑 →黄 →赤 →青 →空色の順に点灯。

ドライブサポートイルミネーション
31,320円（消費税抜き29,000円）1.1H〈DGUU〉　

設定  Toyota Safety Sense（標準装備・メーカーオプション）、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ（メーカーパッケージオプション）付車

■後席で快適にコンテンツを楽しむ。 ■スッキリ収納で、快適ドライブ。

詳しい機能説明は
こちらをCheck！

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 AQUA DEALER OPTION」をご覧ください。

様々なサイズのタブレット端末を簡単に取り付け
できるホルダー。上下方向は無段階で角度調整

（左右方向は固定）ができるので、快適なポジション
でコンテンツをお楽しみいただけます。

小物の整頓に便利な収納に加えて、ドライブを
快適にするアームレスト付。スライドで位置の調
整もできます。

荷室を隠せるカバー。外から見えないため車上荒
らし予防に効果的です。

後席タブレットホルダー
24,084円（消費税抜き22,300円）〈E7R5〉

設定  除くL、杖ホルダー、
アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）付車

コンソールボックス（アームレスト付）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.3H〈E7A0〉　

設定  S、L

トノカバー
16,200円（消費税抜き15,000円）1.0H〈O4A0〉

詳しくは  P25

タブレット装着時

※写真はハイブリッドエコモード時のイメージです。　

ドアオープン時

詳しくは  P25 詳しくは  P28

ドアオープン時

起動時＊

停止時

オープン時 アームレスト（スライド時）

070.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。　※写真は灯火類を点灯させた状態です。※写真の色や照度、輝度は実際とは異なります。



Photo：Crossover。ボディカラーはベージュ〈4U0〉。LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。クロスオーバーセットを装着しています。

002 003 004

002 サイドスキッドプレート
50,220円（消費税抜き46,500円） 1.7H〈H1B1〉

車両標準のフロント・リヤスキッドプレートと調和することで、
サイドビューを演出します。
材質：樹脂（ポリプロピレン）
設定 Crossover
※メーカーオプションのフロントスキッドプレート、リヤスキッド
プレートより暗めの色となります。

003 ボディサイドモールディング
36,720円（消費税抜き34,000円）0.5H〈L3P7〉

シャープな形状のモールディングをプラスし、クロスオー
バーの個性を一段と際立たせます。
色：ブラック
材質：樹脂（ポリプロピレン）

004 グレードエンブレム（バックドア用）
4,860円（消費税抜き4,500円）0.2H〈S9M2〉

Crossoverであることを主張する、立体感のあるエンブレム
ステッカーです。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定 Crossover

001 クロスオーバーセット 002＋003＋004  のセット
［お得なセット価格］ 

91,800 円（消費税込み）  80,460 円（消費税抜き74,500円）2.4H〈BHUU〉　設定  Crossover

■架装部位
003 002

004

08



005 フロアマット（Crossover専用） 
1台分23,760円（消費税抜き22,000円）〈A0AH〉

スタイリッシュなデザインのフロアマット。ネーム部にCrossover専用メタルネームを採用し、足元からさりげなく高級感を演出。
さらに、車内を快適な空間に保つ消臭・抗菌機能を備えています。
色：ブラック　材質：ポリプロピレン　設定 Crossover

005

室内をいつも心地よく保っていたい。
そんな方にさまざまな臭いに対応
したトヨタ純正フロアマットをおす
すめします。タバコ、ペット、汗、生ゴミ
などの室内の臭いの物質を化学分
解により軽減し、菌の繁殖も抑えます。

  消臭・抗菌

■ぴったりフィット車種専用設計
車種専用設計でフロアにぴったり装着。運転中のマットの浮きやズレ
を防止。

■優れた耐久性と安心保証
難燃性・耐久性等、品質基準をクリア。安心の3年6万km保証付。

運転席側は回転ノブでしっ
かり固定、取付も簡単。マット
交換やお掃除もラクラク。

■しっかり固定＆カンタン取付 回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車両とは異なります。 イメージ図

  純正フロアマットのうれしさ

Crossover
専用のメタル
ネームを採用
しています。

●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。

一段とスポーティに際立たせる、クロスオーバースタイル。

Crossover Style

消臭・抗菌
ロゴアップ

■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7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。 09

 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。  



304 305303302

303 サイドプロテクター（ブラック/金属調）
37,800円（消費税抜き35,000円）1.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ABS） 
設定 除くGRシリーズ

302 フロントグリルガーニッシュ（金属調）
27,000円（消費税抜き25,000円）0.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）
設定 Crossover

304 リヤガーニッシュ（ブラック/金属調）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.5H〈WB34〉

材質：樹脂（ABS）
設定 除くGRシリーズ

305 16インチ アルミホイールセット 
1台分セット66,960円（消費税抜き62,000円）2.2H〈WB02〉

MODELLISTA X-CLAW（エクスクロー）〈マットブラック×ポリッシュ〉
サイズ：16×6.0J
設定 Crossover
※タイヤは標準装着されているものを使用。　※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。
※メーカーオプションの15インチタイヤ&アルミホイールを選択した場合、装着できません。

■架装部位

大胆にアクセントを交える、クロススタイル。

CROSS STYLE Kit
Photo：Crossover。ボディカラーはスーパーレッドV〈3P0〉。LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。クロススタイルキット、リヤガーニッシュ（ブラック/金属調）、LEDライセンスランプ、16インチ アルミ
ホイールセット（MODELLISTA X-CLAW エクスクロー〈マットブラック×ポリッシュ〉）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。

301 クロススタイルキット 302＋303  のセット 59,400 円（消費税抜き55,000円）2.0H〈WB31〉　設定  Crossover
［お得なセット価格］ 

304

303
305

302

321
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312

312

313 314

※写真はCrossover。

※写真はG“ソフトレザーセレクション”。

315

発光範囲
面発光タイプLED 標準ハロゲンバルブ

フロントパーソナルランプ

装着後 装着前

ラゲージ
ルームランプ

Photo：S。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。
寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカーオプ
ション。LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッ
ケージオプション。サイドドアガーニッシュ（メッキ）、
バックドアガーニッシュ（メッキ）、ミラーガーニッシュ

（メッキ）、ドアハンドルガーニッシュ（メッキ）、LED
ライセンスランプ、（フロント）15インチ アルミホイール
セット（MODELLISTA SpinAirⅡ〈ガンメタリック×
ポリッシュ〉）、（リヤ）15インチアルミホイールセット

（ウェッズ ギルドMA〈ブラックメタリック×ポリッ
シュ〉）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。

308 サイドドアガーニッシュ（メッキ）
32,400円（消費税抜き30,000円）1.5H〈WB36〉　材質：樹脂（ABS） 
設定  除くGRシリーズ

309 バックドアガーニッシュ（メッキ）
12,960円（消費税抜き12,000円）0.5H〈WB38〉　材質：樹脂（ABS） 
設定  除くGRシリーズ

310 ミラーガーニッシュ（メッキ）
17,280円（消費税抜き16,000円）0.5H〈WB59〉　材質：樹脂（ABS） 
設定  除くGRシリーズ

311 ドアハンドルガーニッシュ（メッキ）
12,960円（消費税抜き12,000円）0.5H 〈WB40〉　材質：樹脂（ABS）

設定  除くGRシリーズ 

312 インテリアパネルセット
       （木目調〈ダークブラウン〉/ヘアライン調）
21,600円（消費税抜き20,000円）0.5H

木目調〈ダークブラウン〉〈WB41〉、ヘアライン調〈WB42〉 　
設定  除くL、GRシリーズ

313 シフトベースフィニッシャー（メッキ）
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈WB43〉　材質：樹脂（ABS）
設定  除くGRシリーズ

314 ラゲージLED
17,280円（消費税抜き16,000円）1.5H〈WB74〉

315 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〉

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）
※エンジンの始動時や電圧が安定しない時など、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。※写真の色や照度は実際とは異なります。

■架装部位

309 310

308

327

311

325

パネル3点セット木目調〈ダークブラウン〉ヘアライン調 ■装着部位

321
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■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。

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7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。

 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。  



12

009008

014013

007

012

個性を彩るプレミアムな装い。

Photo（エクステリア）：S。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプは
メーカーオプション。プレミアムパッケージ（エクステリア）を装着しています。 
Photo（インテリア）：S。内装色はブルーブラック。SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエア
バッグはメーカーオプション。Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカー
オプション。スマートエントリーパッケージ、LEDヘッドランプパッケージ、ビューティーパッケージ、ナビ
レディパッケージはメーカーパッケージオプション。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。
プレミアムパッケージ（インテリア）、ドレスアップシート（黒木目柄）を装着しています。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

柄アップ

Premium Package
For TOYOTA

008 ボディサイドデカール（メッキ調）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.4H〈G1D1〉

サイドビューを引き締め、高級感をプラスします。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
表面処理：シボ加工（黒ベース部）

007 フロントグリルデカール（メッキ調）
12,960円（消費税抜き12,000円）0.6H〈BJFU〉

フロントフェイスに、高級感あふれるアクセントを与えます。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
表面処理：シボ加工（黒ベース部）
設定  除くCrossover、GRシリーズ

014 ドレスアップシート＊2（黒木目柄）
1台分47,520円（消費税抜き44,000円）0.8H〈AAL4〉

材質：ポリエステル（編物）　設定  除くGRシリーズ

009 リヤライセンスデカール（メッキ調）
6,480円（消費税抜き6,000円）0.4H〈S0SA〉

メッキ調＆フィン形状の意匠が躍動感を演出します。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
表面処理：シボ加工（黒ベース部）

012 インテリアパネル（インパネ部/黒木目調）
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈CEAU〉

013 インテリアパネル（スイッチベース/黒木目調）
14,040円（消費税抜き13,000円）0.3H〈B4TE〉

006 プレミアムパッケージ（エクステリア）  007＋008＋009  のセット

011 プレミアムパッケージ（インテリア） 
        012＋013  のセット

38,880 円（消費税込み）  33,480 円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJAU〉　設定  除くCrossover、GRシリーズ
［お得なセット価格］ 

25,920 円（消費税込み）  22,680 円（消費税抜き21,000円）0.6H 〈CDPU〉
［お得なセット価格］ 

＊1. SRSサイドエアバッグ付車の場合は、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。
＊2. フロントシート背裏の買い物フックはご使用いただけません。

SRSサイド
エアバッグ
対応＊1

■架装部位

008

007

009

■装着部位

014

013 013

012

柄アップ

インテリジェントクリアランスソナー無車 インテリジェントクリアランスソナー付車



018017

021

016

023

磨き抜かれたスタイリッシュさを纏う。

Photo（エクステリア）：S。ボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉。寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプは
メーカーオプション。スタイリッシュパッケージ（エクステリア）を装着しています。
Photo（インテリア）：S。内装色はブルーブラック。SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ
はメーカーオプション。Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプション。
スマートエントリーパッケージ、LEDヘッドランプパッケージ、ビューティーパッケージ、ナビレディ
パッケージはメーカーパッケージオプション。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。スタ
イリッシュパッケージ（インテリア）、ドレスアップシート（マーブル柄）を装着しています。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

Stylish Package 
For TOYOPET

015 スタイリッシュパッケージ（エクステリア）  016＋017＋018  のセット

SRSサイド
エアバッグ
対応＊1

38,880円（消費税込み）  33,480 円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJBU〉
［お得なセット価格］ 

設定  除くCrossover、GRシリーズ

■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7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。  
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。  

13

022

■架装部位

柄アップ

023 ドレスアップシート＊2（マーブル柄）
1台分47,520円（消費税抜き44,000円）0.8H〈AAL5〉

材質：ポリエステル（編物）　設定  除くGRシリーズ

021 インテリアパネル（インパネ部/マーブル調）
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈CEBU〉

022 インテリアパネル（スイッチベース/マーブル調）
14,040円（消費税抜き13,000円）0.3H〈B4TF〉

020 スタイリッシュパッケージ（インテリア） 
        021＋022  のセット

25,920 円（消費税込み）  22,680 円（消費税抜き21,000円）0.6H 〈CDQU〉
［お得なセット価格］ 

017 ボディサイドデカール（金属調）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.4H〈G1D2〉

サイドビューを引き締め、上質感をプラスします。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

016 フロントグリルデカール（金属調）
12,960円（消費税抜き12,000円）0.6H〈BJGU〉

フロントフェイスに、上質感あふれるアクセントを与えます。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  除くCrossover、GRシリーズ

018 リヤライセンスデカール（金属調）
6,480円（消費税抜き6,000円）0.4H〈S0SB〉

金属調のドット柄とブラックのラインが洗練されたリヤ
ビューを演出します。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

017

016

018

■装着部位

023

022 022

021

柄アップ

インテリジェントクリアランスソナー無車 インテリジェントクリアランスソナー付車



柄アップ
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027026

032031

025

030

遊び心あふれるカジュアルな見栄え。

Photo（エクステリア）：S。ボディカラーのサーモテクトライムグリーン〈6W7〉はメーカーオプション。寒冷地
仕様、LEDリヤフォグランプはメーカーオプション。カジュアルパッケージ（エクステリア）を装着しています。
Photo（インテリア）：S。内装色はブルーブラック。SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ
はメーカーオプション。Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプション。
スマートエントリーパッケージ、LEDヘッドランプパッケージ、ビューティーパッケージ、ナビレディ
パッケージはメーカーパッケージオプション。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。カジュアル
パッケージ（インテリア）、ドレスアップシート（チェッカー柄）を装着しています。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

Casual Package
For COROLLA

024 カジュアルパッケージ（エクステリア）  025＋026＋027  のセット 38,880 円（消費税込み）  33,480 円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJCU〉　設定  除くCrossover、GRシリーズ
［お得なセット価格］ 

SRSサイド
エアバッグ
対応＊1

026 ボディサイドデカール（チェッカー）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.4H〈G1D3〉

サイドビューを引き締め、軽快さをプラスします。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

025 フロントグリルデカール（チェッカー）
12,960円（消費税抜き12,000円）0.6H〈BJHU〉

フロントフェイスに、カジュアルなアクセントを与えます。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  除くCrossover、GRシリーズ

027 リヤライセンスデカール（チェッカー）
6,480円（消費税抜き6,000円）0.4H〈S0SC〉

チェッカー柄のデザインで、リヤビューにスポーティさと
疾走感をプラスします。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

＊1. SRSサイドエアバッグ付車の場合は、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。
＊2. フロントシート背裏の買い物フックはご使用いただけません。

柄アップ

インテリジェントクリアランスソナー無車 インテリジェントクリアランスソナー付車

032 ドレスアップシート＊2（チェッカー柄）
1台分47,520円（消費税抜き44,000円）0.8H〈AAL6〉

材質：ポリエステル（編物）　設定  除くGRシリーズ　

030 インテリアパネル（インパネ部/チェッカー）
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈CECU〉

031 インテリアパネル（スイッチベース/チェッカー）
14,040円（消費税抜き13,000円）0.3H〈B4TG〉

029 カジュアルパッケージ（インテリア） 
        030＋031  のセット

25,920 円（消費税込み）  22,680 円（消費税抜き21,000円）0.6H 〈CDRU〉
［お得なセット価格］ 

■架装部位

026

025

027

■装着部位

032

031 031

030



036035

039

034

041040

研ぎ澄まされたスポーティな出で立ち。

Photo（エクステリア）：S。ブルーメタリック〈8T7〉。寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカー
オプション。スポーティパッケージ（エクステリア）を装着しています。
Photo（インテリア）：S。内装色はブルーブラック。SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエア
バッグはメーカーオプション。Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカー
オプション。スマートエントリーパッケージ、LEDヘッドランプパッケージ、ビューティーパッケージ、
ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。オーディオレスカバーは販売店装着オプ
ション。スポーティパッケージ（インテリア）、ドレスアップシート（カーボン柄）を装着しています。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

Sporty Package
For Netz

035 ボディサイドデカール（カーボン調）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.4H〈G1D4〉

サイドビューを引き締め、躍動感をプラスします。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

034 フロントグリルデカール（カーボン調）
12,960円（消費税抜き12,000円）0.6H〈BJJU〉

フロントフェイスに、スポーティなアクセントを与えます。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  除くCrossover、GRシリーズ

036 リヤライセンスデカール（カーボン調）
6,480円（消費税抜き6,000円）0.4H〈S0SD〉

カーボン調のデカールが、リヤビューをアグレッシブかつ
スポーティに演出します。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

033 スポーティパッケージ（エクステリア）  034＋035＋036  のセット 38,880円（消費税込み）  33,480 円（消費税抜き31,000円）1.4H〈BJDU〉　設定  除くCrossover、GRシリーズ
［お得なセット価格］ 

SRSサイド
エアバッグ
対応＊1

柄アップ

■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7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。  
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。  

15

柄アップ

インテリジェントクリアランスソナー無車 インテリジェントクリアランスソナー付車

■架装部位

041 ドレスアップシート＊2（カーボン柄）
1台分47,520円（消費税抜き44,000円）0.8H〈AAL7〉

材質：ポリエステル（編物）　設定  除くGRシリーズ

039 インテリアパネル（インパネ部/カーボン調）
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈CEDU〉

040 インテリアパネル（スイッチベース/カーボン調）
14,040円（消費税抜き13,000円）0.3H〈B4TH〉

038 スポーティパッケージ（インテリア） 
        039＋040  のセット

25,920 円（消費税込み）  22,680 円（消費税抜き21,000円）0.6H 〈CDSU〉
［お得なセット価格］ 

035

034

036

■装着部位

041

040 040

039



045 046

047

048044

Photo：S。ボディカラーはイエロー〈5A3〉。寒冷地仕様、LEDリヤフォグランプはメーカーオプション。
サイドマッドガード、リヤバンパースポイラー、LEDアクセントイルミネーショ ン、リヤスポイラー、カラーホイール（シャインブラック）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。

点灯状態非点灯状態
シャインブラック

044 サイドマッドガード
61,560円（消費税抜き57,000円）0.5H〈Q4A0〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約22mmダウン
設定 除くCrossover、GRシリーズ、
GRサスペンションセット（販売店装着オプション）付車

046 リヤスポイラー
25,920円（消費税抜き24,000円）0.5H〈S5A0〉

色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ABS）
設定 除くG“GR SPORT・17インチパッケージ”

045 リヤバンパースポイラー 
43,200円（消費税抜き40,000円）

色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約50mmダウン
インテリジェントクリアランスソナー付車 1.3H〈F002〉
設定 除くCrossover、GRシリーズ、カーカバー（防炎タイプ）付車

インテリジェントクリアランスソナー無車 0.9H 〈F001〉
設定 除くCrossover、GRシリーズ、GRサスペンションセット・
GRブレース（リヤバンパーリインフォース）（販売店装着オプション）、
カーカバー（防炎タイプ）付車

047 LEDアクセントイルミネーション
27,000円（消費税抜き25,000円）

設定 除くGRシリーズ、LEDヘッドランプパッケージ（メーカーパッ
ケージオプション）、フォグランプ、コーナーセンサー（ボイス4セン
サー）、ブラインドコーナーモニター（販売店装着オプション）付車      
※写真の色や照度は実際とは異なります。

■架装部位

044
048 045

046

047

グレード
インテリジェント 

クリアランスソナー
（メーカーオプション）

パノラミックビュー
対応ナビレディ

パッケージ
（メーカーパッケージ

オプション）

追工
コード

取付
時間

Crossover

○
○ B9LQ 2.6H

× B9N7 2.1H

×
○ B9LN 2.2H

× B9MT 1.7H

G“ソフトレザー
セレクション”

G、S、L

○
○ B9LP 2.4H

× B9N6 1.9H

×
○ B9LM 2.0H

× B9MA 1.5H

 ○ ： 付車 　× ： 無車
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050 051 052

ホワイトパール

アグレッシブに魅力を際立たせるエアロスタイル。

Styling Package

050 サイドガーニッシュ（メッキ）
32,400円（消費税抜き30,000円）0.5H〈G1F2〉

色：全ボディカラー対応
材質：【本体】樹脂（ポリプロピレン）
【メッキモール】樹脂（塩化ビニル）＆
クロム蒸着ペットフィルム
【スペーサー】樹脂（ABS）

052 サイドウインドゥモール（金属調）
32,400円（消費税抜き30,000円）0.4H〈G1GR〉

材質：樹脂（ABS）
表面処理：シルバー塗装

048 カラーホイール
1台分95,040円（消費税抜き88,000円）2.2H

※希望小売価格、標準取付時間は1台分。

シャインブラック〈H1A9〉、ホワイトパール〈H1AA〉

サイズ：15×5.5J
設定 除くCrossover、GRシリーズ

051 バックドアガーニッシュ
12,960円（消費税抜き12,000円）0.4H〈P2A5〉

材質:樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除く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
（販売店装着オプション）付車

■架装部位

050
052 051
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■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7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。  



319 320318317

318 サイドスカート
塗装済39,960円（消費税抜き37,000円）1.5H〈WA05〉

素　地32,400円（消費税抜き30,000円）1.5H 4.5H〈WA06〉

材質：樹脂（ABS）　地上高：オリジナルより約9mmダウン
設定 除くCrossover、GRシリーズ

320 LEDトップノットアンテナ
塗装済27,000円（消費税抜き25,000円）2.5H〈WB78〉

素　地25,920円（消費税抜き24,000円）2.5H 1.0H 〈WB79〉　材質：樹脂（ABS）
※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〉、グレーメタリック〈1G3〉、ブラックマイカ〈209〉

317 フロントスポイラー
塗装済41,040円（消費税抜き38,000円）0.7H〈WB13〉

素　地35,640円（消費税抜き33,000円）0.7H 3.5H〈WB14〉

材質：樹脂（ABS）　地上高：オリジナルより約37ｍｍダウン
設定 除くCrossover、L、GRシリーズ
※フロント部分は金属調塗装（ツヤ消し）となります。

319 リヤスパッツ
塗装済27,000円（消費税抜き25,000円）0.6H〈WA07〉

素　地21,600円（消費税抜き20,000円）0.6H 3.0H〈WA08〉

材質：樹脂（ポリプロピレン）　地上高：オリジナルより約40mmダウン
設定 除くCrossover、GRシリーズ

Photo：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。LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。
MODELLISTAエアロキット、サイドドアガーニッシュ（メッキ）、バックドアガーニッシュ（メッキ）、ミラーガーニッシュ（メッキ）、ドアハンドルガーニッシュ（メッキ）、LEDトップノットアンテナ、LEDライセンスランプ、
マフラーカッター、16インチ アルミホイール＆タイヤセット(MODELLISTA SpinAir Ⅴ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ミシュラン PRIMACY3) 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。

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
シルバー
メタリック1F7 ブラック

マイカ209070 ホワイトパール
クリスタルシャイン

316 MODELLISTA エアロキット 317＋318＋319  のセット
塗装済 97,200 円（消費税抜き90,000円）2.8H  〈WB11〉

素　地 79,920 円（消費税抜き74,000円）2.8H 9.0H 〈WB12〉
設定 除くCrossover、
L、GRシリーズ

［お得なセット価格］ 

■架装部位317

318

320

324

308

310

319

322

309

311 321
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000322 324 325 326 327

＊1.マフラーカッターの排気は片側のみです。もう一方はダミーとなっております。　
＊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.タイヤは標準装着されているものを使用。　※写真の色や輝度は実際とは異なります。

327 15インチ アルミホイールセット＊2＊3

 1台分44,280円（消費税抜き41,000円）2.2H〈WB05〉

ウェッズ ギルドMA〈ブラックメタリック×ポリッシュ〉　サイズ：15×5.5J
設定 除くCrossover、GRシリーズ

326 15インチ アルミホイールセット＊2＊3

1台分45,360円（消費税抜き42,000円）2.2H〈WB04〉

KYOHO FORTIBLE BM1〈ブラック×ポリッシュ〉　サイズ：15×5.5J
設定 除くCrossover、GRシリーズ

321

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

リヤライセンスランプ（左右２個セット）

322 マフラーカッター＊1

23,760円（消費税抜き22,000円）0.7H〈ＷＢ11〉

90mm×50mmスクエアデュアル　設定 除くGRシリーズ

324 16インチ アルミホイール＆タイヤセット＊2

1台分140,400円（消費税抜き130,000円）0.5H〈WB01〉

MODELLISTA SpinAir Ⅴ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ミシュラン PRIMACY3
サイズ：16×6.0J&195/50R16　設定 除くGRシリーズ

325 15インチ アルミホイールセット＊2＊3

1台分48,600円（消費税抜き45,000円）2.2H〈WB03〉

MODELLISTA SpinAir Ⅱ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
サイズ：15×5.5J　設定 除くCrossover、GRシリーズ

クールに冴えわたる洗練のスタイル。
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■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。

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7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。

 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。  



505504503

Photo：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。LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。エアロパーツセット、フォグランプガーニッシュ（LED付）、
フロントバンパーガーニッシュ、フロントフェンダーガーニッシュ、テールゲートスポイラー、ハイレスポンスマフラーVer.S、（フロント）16インチアルミホイール「TF4A」＆タイヤセット、（リヤ）15インチアルミホイール

「KYOHO SMACK  LAVINE」&ナットセットを装着しています。　※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。

503 サイドスカート
塗装済47,520円（消費税抜き44,000円）2.0H〈VA21〉

素　地 44,280円（消費税抜き41,000円）2.0H 4.0H〈VB21〉

材質：樹脂（PPE）　地上高：オリジナルより約25mmダウン
設定 除くCrossover、GRシリーズ

505 フォグランプガーニッシュ（LED付）＊

51,840円（消費税抜き48,000円）

材質：樹脂（PPE）　設定 除くCrossover、GRシリーズ
※写真の色や照度は実際とは異なります。　
※LED付のみの設定となります。
※「フォグランプなし」を選択した場合、後からフォグランプを取り付け
ることはできません。

502 フロントスポイラー＊

塗装済61,560円（消費税抜き57,000円）

素　地 58,320円（消費税抜き54,000円）

材質：樹脂（PPE）　地上高：オリジナルより約15mmダウン
全長：オリジナルより約65mmプラス
設定 除くCrossover、GRシリーズ

504 リヤバンパースポイラー
塗装済55,080円（消費税抜き51,000円）1.0H〈VA31〉

素　地 51,840円（消費税抜き48,000円）1.0H 4.0H〈VB31〉

材質：樹脂（PPE）　全長：オリジナルより約30mmプラス
設定 除くCrossover、GRシリーズ　

506 フロントバンパーガーニッシュ＊

塗装済45,360円（消費税抜き42,000円）

素　地 42,120円（消費税抜き39,000円）　

全長：オリジナルより約5mmプラス
設定 除くCrossover、GRシリーズ、エンブレムイルミネーション
（フロント） 066  、フェンダーランプ（デザインタイプ 082  ）付車
※トヨタエンブレムを取り外しての装着となります。

＊. 501  ～502  、505  ～506  の追工コード、取付時間、
     塗装時間は P.21の表にてご確認ください。

502

フォグあり

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
ブラック
マイカ209070 ホワイトパール

クリスタルシャイン

501 エアロパーツセット 502＋503＋504  のセット＊
塗装済 149,040 円（消費税抜き138,000円）

素　地 139,320円（消費税抜き129,000円） 設定 除くCrossover、GRシリーズ
［お得なセット価格］ 

■架装部位

502

506 507

503

フォグなし

511
505

524

504 509

508
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507 509 511 512

508

507 フロントフェンダーガーニッシュ
12,960円（消費税抜き12,000円）0.5H〈VAE1〉

設定 除くCrossover、サイドマッドガード 044  付車

510 16インチアルミホイール「SP1」＆タイヤセット
1台分187,920円（消費税抜き174,000円）0.5H〈VD64〉

「TRD SP1」＆グッドイヤータイヤ「EfficientGrip Comfort」。
色：ハイパーシルバーミラーカット
サイズ：16×6.0J＆195/50R16　
設定 除くCrossover、L、GRシリーズ、キー付ホイールナット 
105  付車
※1台分ご注文時、専用ホイールナットが付属します。

511 16インチアルミホイール「TF4A」＆タイヤセット
1台分209,520円（消費税抜き194,000円）0.5H〈VD63〉

「TRD TF4A」＆グッドイヤータイヤ「EfficientGrip Comfort」。
色：ダイヤモンドカットシルバー
サイズ：16×6.0J＆195/50R16　
設定 除くCrossover、L、GRシリーズ、キー付ホイールナット 
105  付車
※1台分ご注文時、専用ホイールナットが付属します。

512 16インチアルミホイール「TF4A」＆ナットセット
1台分124,956円（消費税抜き115,700円）2.2H〈VRBU〉

「TRD TF4A」
色：ダイヤモンドカットシルバー　サイズ：16×6.0J
設定 Crossover、除くGRシリーズ、キー付ホイールナット 
105  付車
※タイヤは標準装備のものを使用。
※1台分ご注文時、専用ホイールナットが付属します。

508 テールゲートスポイラー
塗装済21,600円（消費税抜き20,000円）0.5H〈VAL1〉

素　地 19,440円（消費税抜き18,000円）0.5H 4.0H〈VBL1〉

材質：樹脂（PPE）
設定 除くGRシリーズ
※本商品装着により、トヨタエンブレムは見えなくなります。

509 ハイレスポンスマフラーVer.S
66,420円（消費税抜き61,500円）0.5H〈VC11〉

テールエンド：真円デュアル（φ70mm）
設定 除くCrossover、GRシリーズ、リヤバンパースポイラー 
045  付車
※リヤバンパースポイラー 504との同時装着を推奨します。

506 510

鮮やかな躍動感がみなぎるスタイル。

1 　 インテリジェント 
クリアランスソナー付車

2 　 パノラミックビュー対応
ナビレディパッケージ付車 1 　 ＋ 2 　 付車 1 　 ＋ 2 　 無車

501  エアロパーツセット
塗装済 5.9H 〈VA02〉 × 6.0H 〈VA03〉 ○ 6.4H 〈VA04〉 × 5.5H 〈VA01〉

素地 5.9H 12.0H 〈VB2U〉 6.0H 12.0H 〈VB3U〉 6.4H 12.0H 〈VB9U〉 5.5H 12.0H 〈VB1U〉×

502  フロントスポイラー
シ塗装済ト 2.9H 〈VA12〉 3.0H 〈VA13〉× ○ 3.4H 〈VA14〉 2.5H 〈VA11〉

シ素地ト 2.9H 4.0H 〈VB12〉 3.0H 4.0H 〈VB13〉 3.4H 4.0H 〈VB14〉 2.5H 4.0H 〈VB11〉

505  フォグランプガーニッシュ（LED付） 2.4H 〈VAD2〉 2.5H 〈VAD3〉 2.9H 〈VAD4〉 2.0H 〈VAD1〉

506  フロントバンパーガーニッシュ
塗装済 1.4H 〈VAC2〉 1.5H 〈VAC3〉 1.9H 〈VAC7〉 1.0H 〈VAC1〉

素地 1.4H 4.0H 〈VBC2〉 1.5H 4.0H 〈VBC3〉 1.9H 4.0H 〈VBC7〉 1.0H 4.0H 〈VBC1〉
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■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。

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7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）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



＊1. 1台分ご注文時、専用ホイールナット1台分が付属します。
＊2. タイヤは標準装備のものを使用。

522 15インチアルミホイール＆ナットセット＊1＊2

1台分43,200円（消費税抜き40,000円）2.2H〈VR5A〉

weds VELVA SPORT　サイズ：15×5.5J
設定 除くCrossover、L、GRシリーズ、キー付ホイールナット 105  付車

523 15インチアルミホイール＆ナットセット＊1＊2

1台分49,680円（消費税抜き46,000円）2.2H〈VR5B〉

weds RIZLEY ZM　サイズ：15×5.5J
設定 除くCrossover、L、GRシリーズ、キー付ホイールナット 105  付車

524 15インチアルミホイール＆ナットセット＊1＊2

1台分54,000円（消費税抜き50,000円）2.2H〈VR5C〉

KYOHO SMACK LAVINE　サイズ：15×5.5J
設定 除くCrossover、L、GRシリーズ、キー付ホイールナット 105  付車

524523522

521

520

526

SELECTION

517

515514

装着前

装着前

装着後

装着後

518

525

514 ドアスタビライザー
1台分（4個）32,400円（消費税抜き30,000円）0.8H〈VC54〉

ドアのストライカー部分の隙間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反応を向上。クイックなレスポンスに仕上
げます。　材質：スチール及び樹脂　設定 除くGRシリーズ

515 ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）
フロント用3,240円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC61〉

リヤ用3,240円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC62〉

非点灯時のオレンジ色が目立たないシルバーコーティングのウィンカー
バルブ。点滅色はそのままに、非点灯時の表情をスッキリとスタイリッ
シュな印象に仕立てます。
※バルブのみ交換。天候や屋外の照明、その他の環境条件により、オレンジ色が
若干見える場合がございます。あらかじめご了承ください。

517 ドアハンドルプロテクター
1台分6,480円（消費税抜き6,000円）0.2H ブラック〈VAG1〉、シルバー〈VAG7〉

ドアハンドルのくぼみ部分に貼るカーボン調フィルム。ツメなどによる
ボディへの傷つきを防ぎます。フロント・リヤ各2枚。TRDロゴ入り。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

518 ナンバープレートボルト
4,320円（消費税抜き4,000円）0.1H〈VAP1〉

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

520 プッシュスタートスイッチ
15,120円（消費税抜き14,000円）0.3H〈VCJ1〉

TRDロゴ入り。　ボタン色：レッド
設定 スマートエントリーパッケージ（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車

525 TRDポータブルスピーカー（JBL®TRIP）
12,960円（消費税抜き12,000円）〈VCK1〉

車内でも自宅でもマルチな場所で楽しめる、ポータブルBluetooth®

スピーカーです。本体背面にアタッチメントをセットし、サンバイザーに
挟むだけで車両に搭載可能です。
※走行中、運転席側のサンバイザーには装着しないでください。
※JBL®は、HARMAN International Industries,INC.の登録商標です。
※Bluetooth®は、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。

526 ラゲージボックス
1台分 9,720円（消費税抜き9,000円）〈VCH3〉 

間仕切りにより、最大で3つのスペースに区分けできる収納ボックス。
使用しない時はコンパクトに車両搭載可能です。

521 サンシェード
12,960円（消費税抜き12,000円）〈VCH1〉

アクアのウインドシールドガラス、フロントドアグリーンガラス用3枚
セットで専用設計。使用しない時はコンパクトに収納可能です。

ブラック シルバーブラックブラック シルバー
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■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。

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7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。

1年間2万km保証

TRD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。



053 フロアマット（デラックスタイプ）
1台分23,760円（消費税抜き22,000円）〈A0GC〉

シンプルでクリーンな印象のフロアマットが室内をスタイリッシュに彩
ります。また、高級感あるメタルネームは足元のアクセントになるだけ
でなく、ボディカラーとのコーディネートも可能。インテリアの快適性
を高める消臭・抗菌機能付です。
色：ブラック
メタルネーム色：ホワイトシルバー、ブラック、レッド、オレンジ、エメラルド、
ブルー
材質：ポリプロピレン
設定 除くCrossover、GRシリーズ
※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。　
※フロアマットを固定する工夫が施されています。詳しくはP09をご覧ください。

054 革調シートカバー＊1

1台分56,160円（消費税抜き52,000円）1.0H〈A8DQ〉

インテリアに高級感を演出するのはもちろん、赤外線を吸収する生地
を採用しているため、太陽光によるシート表面の温度上昇を抑制する
効果も期待できます。内装も快適性もハイグレードに演出します。
色：ブラック　材質：ポリ塩化ビニル
設定 除くGRシリーズ

055 革巻きステアリング
27,000円（消費税抜き25,000円）1.0H〈B5S0〉

上質な革でステアリングを装飾。
さわり心地も見栄えもワンランクアップさせます。
色（革部）：ブラック
設定 S、L

056 インテリアパネル（コンソール部メッキ）
3,240円（消費税抜き3,000円）0.2H〈CARU〉

材質：樹脂（ABS）

057 シフトノブ（革巻き）
8,640円（消費税抜き8,000円）〈B7E2〉

革の素材感と木目調のアクセントが魅力。室内の上質感を高めます。
色（革部）：ブラック
設定 除くGRシリーズ

058 シフトノブ（革巻き・色替え）
8,640円（消費税抜き8,000円）〈B7E7〉

シフトノブを革巻き＆チェッカー柄に。どの内装色にもマッチする
スタイリッシュなデザインです。
色（革部）：ブラック
設定 除くGRシリーズ

059 フューエルリッド＆リヤステッカー
4,320円（消費税抜き4,000円）0.3H〈S0N4〉

色：ブルーイッシュパール
材質:樹脂（ポリ塩化ビニル）

060 ピラーガーニッシュ（センターピラー）
13,500円（消費税抜き12,500円）0.4H〈03L6〉

色：ブルーイッシュパール
材質:樹脂（ポリ塩化ビニル）

054

056 057 058

055

※写真はSのオプション付車です。

柄アップ

※フロントシート背裏の買い物フックはご使用いただけません。

Coordinate    インテリアとエクステリアを上質にコーディネート。

SRSサイド
エアバッグ
対応＊2

ボディカラーとメタルネームの色をコーディネートしています。

ホワイトシルバー

ホワイト・シルバー・
バイオレット系
ボディカラー

※ Lはボディカラー選択ができないため、設定がありません。

ブラック

グレー・ブラック系
ボディカラー

レッド ※

レッド系
ボディカラー

オレンジ ※

イエロー系
ボディカラー

エメラルド ※

エメラルド系
ボディカラー

ブルー ※

ブルー系
ボディカラー

消臭・抗菌

■装着部位

■架装部位

053

059 060

＊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います。　＊2. SRSサイドエ
アバッグ付車の場合は、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。

060

059

■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7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。  
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ドアオープン時

減光状態

グレード
インテリジェント 

クリアランスソナー
（メーカーオプション）

パノラミックビュー対応
ナビレディパッケージ

（メーカーパッケージオプション）
追工

コード
取付
時間

Crossover
○

○ DJEU 1.7H
× DHPU 1.2H

×
○ DJCU 1.3H
× DHBU 0.8H

G“ソフトレザー
セレクション”

G、S、L

○
○ DJDU 1.6H
× DHNU 1.1H

×
○ DJBU 1.2H
× B9MU 0.7H

 ○ ： 付車 　× ： 無車

065 066

064

※写真はドアミラーが格納されていないときの照射状態です。

※写真は当該車両とは異なります。

063 カップホルダーイルミネーション
14,688円（消費税抜き13,600円）1.0H〈B4BR〉

スモールライトに連動してカップホルダーから優しく放たれるブルー
の光が、夜間の室内空間をシックに照らします。

064 ウェルカムライト（運転席・助手席）
25,920円（消費税抜き24,000円）2.4H〈G1K0〉

スマートキーを携帯し近づくか、ワイヤレス機能にてドアロックを解除
すると、ドアミラーから白色LEDの白い光がさし「おもてなし」を
演出します。夜間の乗車時に便利です。なお、イグニッションをONに
すると消灯します。　色：ホワイト　
設定 除くパノラミックビュー対応ナビレディパッケージ（メーカー
パッケージオプション）付車

065 エントリーライト
12,960円（消費税抜き12,000円）1.8H〈B9J0〉

運転席、助手席のドアトリム下部に高輝度白色LEDを配置。ドアを
開けると足元を明るく照らし、乗る人を優しくもてなします。
色：ホワイト
設定 除くGRシリーズ

066 エンブレムイルミネーション（フロント）
17,280円（消費税抜き16,000円）

スモールライトに連動してトヨタエンブレムがブルーに発光。ハイブ
リッドカーらしい先進感を、エンブレムからも放ちます。
設定 除くGRシリーズ

063062

061

点灯状態

Illumination    ナイトドライブを光で演出するイルミネーション。

※写真の色や照度は実際とは異なります。

  061 インテリアイルミネーション（2モードタイプ）
16,200円（消費税抜き15,000円）1.4H〈B9B3〉＋〈B905〉＊

フロント・リヤシートの足元を照らしてムードある室内空間を演出
するイルミネーション。ドアオープンに連動して点灯し、ドアク
ローズ後も数秒間点灯し続けます。夜間はスモールライトに連動
して減光し、足元を淡く照らします。

062 ピラーライト
12,960円（消費税抜き12,000円）1.4H〈B4A1〉＋〈B905〉＊

天井に向かってブルーのソフトな光を放ち、室内のムードを高める
間接照明。ドアオープンに連動して点灯し、ドアクローズ後も数秒間
点灯し続けます。夜間はスモールライトに連動して減光します。
設定 除くSRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ
（メーカーオプション）付車

061 + 062 同時装着時
27,000円（消費税抜き25,000円）2.7H〈B9B3〉＋〈B4A1〉＋〈B905〉＊

＊当該商品を装着する際、スイッチキットが必要となります。スイッチキット
2,160円（消費税抜き2,000円） の価格を含んでいます。インテリアイルミネー
ション（2モードタイプ）、ピラーライト同時装着時はスイッチを共有化しています。
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タブレット装着時

135

アームレスト（スライド時）オープン時

071

070

135 後席タブレットホルダー
24,084円（消費税抜き22,300円）〈E7R5〉

様々なサイズのタブレット端末を簡単に取り付けできるホルダー。上下
方向は無段階で角度調整（左右方向は固定）ができるので、快適なポジ
ションでコンテンツをお楽しみいただけます。
材質：樹脂（ABS/PC/TPE）、スチール
取付位置：助手席ヘッドレストステー
取付可能サイズ：高さ/約135～221mm、厚さ/約8mm（最大）
参考タブレット端末サイズ：7.9～12.9インチ
設定 除くL、杖ホルダー、アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）付車
※取付可能サイズでも、タブレットの形状によっては取り付けできない場合があります。
※横向きでの取り付けを推奨します。
※安全のため、走行中はタブレット端末を取り外してください。
※商品にタブレット端末は含まれません。
※画面はハメ込み合成です。

068 コンソールボックス（アームレスト付）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.3H〈E7A0〉

小物の整頓に便利な収納に加えて、ドライブを快適にするアームレスト付。
スライドで位置の調整もできます。
色：ブラック　
材質：樹脂（ポリプロピレン）
設定 S、L　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは  P07参照

069  IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・バックガラス）
12,960円（消費税抜き12,000円）2.0H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

真夏の直射日光による肌への「ジリジリ感」を緩和するウインドゥフィルム。　
色：クリア、スモーク
透過率：【クリア】約87％　【スモーク】約35％

070 LEDバルブセット
4灯15,120円（消費税抜き14,000円）0.3H〈B9DA〉

フロントパーソナルランプ、ルームランプ、ラゲージルームランプをLED
に交換できるバルブセット。白色LEDに換えると室内がより明るくクリア
になります。
交換部位：4灯/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
設定 除くプラズマクラスター搭載LEDルームランプ付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。　
※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。
※写真は当該車両とは異なります。

071 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ
18,792円（消費税抜き17,400円）0.4H〈104N〉

プラズマクラスターで車内を快適に。LED照明付。
色：グレー
設定 除くLEDバルブセット付車
＊本製品はシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズ
マクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社
の登録商標です。  
※写真の色や照度は実際とは異なります。　

075 スカッフプレート（ロゴ入り）
1台分（フロント左右/2枚）16,200円（消費税抜き15,000円）0.4H〈G1C9〉

ライトブルーの透明プレートにより奥行き感を表現し、乗降時の足元
をドレスアップ。ステップへの傷つきも防止します。車名ロゴ入り。
材質：アクリル

068

075

※写真は当該車両とは異なります。

Comfort    アイテムをひとつ加えて、ワンランク上の快適へ。

紫外線
赤外線

■IR（赤外線）カットフィルム貼付位置

※写真はクリア紫外線　約99% カット

赤外線
　約74% カット（クリア）

　　　　約53% カット（スモーク）

IR（赤外線） カットフィルム4つのおすすめポイント
  POINT 1  室内の温度上昇を抑えて、エアコンの効果もアップ。
  POINT 2  日焼けやシミ対策に。後席のお子さまにも優しい。
  POINT 3  効率的にエアコンを使えて、燃費にも貢献。
  POINT 4  ガラスが割れても、破片が飛散しにくく安心。

069

装着後

フロントパーソナルランプ ルームランプ

ラゲージルームランプ

装着前 装着前

装着前

装着後

装着後

ロゴアップ

■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7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。  
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SRSサイドエアバッグ対応

※写真は当該車両とは異なります。　＊1.SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、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。　

086  バックドアストラップ
4,428円（消費税抜き4,100円）0.7H〈J1JE〉　材質：ポリエステル

090  シートベルトパッド
6,048円（消費税抜き5,600円） 〈B0E5〉

シートベルトにシートベルトパッドを装着して使用。パッドに付いているハンドル
を引っ張るだけでシートベルトをラクに装着できます。　材質：【表面】ポリ塩化
ビニル 【裏面】ナイロン 【クッション材】ウレタン　取付位置：運転席、助手席

088  アシストグリップ（つり革タイプ）
4,752円（消費税抜き4,400円） 〈F7PC〉

車両の回転式アシストグリップに取り付けるつり革型グリップ。乗車中腕を
高く上げなくてもラクに握ることができます。　取付位置：リヤシート
設定  除くLのSRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ
（メーカーオプション）無車

089  アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）
16,200円（消費税抜き15,000円） 〈F7PM〉

助手席のヘッドレストに取り付けるアシストグリップ。乗車中、カーブなどで上体が
不安定になりそうな時、両手で身体を支えることができ安心です。また、リヤシートへ
の乗り降りもサポートします。　色：グレー　材質： 樹脂（TPE）、樹脂（ABS）
取付位置：助手席ヘッドレスト部   設定  除くL、後席タブレットホルダー付車
※助手席に取り付けてご使用ください。アシストグリップを付けた状態でシートポジションを変更する
際には、十分注意して操作してください。ポジションによってはシートと干渉したり、シートが起き上が
らない場合があります。その場合はアシストグリップを取り外してからシート操作を行ってください。

086

085

090

イメージ図

■サポートパッド部

088 089

087

＊1＊1

技術と人で、安全安心をサポート

詳しくは
こちらを
Check！

■エクスジェル部

イメージ図

※エクスジェル®は株式
会社加地の登録商標です。

  137 運転者サポートパッケージ 086＋090 のセット

  ［お得なセット価格］  10,476円（消費税込み）

   

  

6,480円（消費税抜き6,000円）0.7H〈CGNU〉

  138 同乗者サポートパッケージ 088＋089 のセット

    ［お得なセット価格］  20,952円（消費税込み）

   

  

17,280円（消費税抜き16,000円）〈CGMU〉   
設定  除くL、後席タブレットホルダー付車

085 ランバーサポートクッション（汎用タイプ）
運転席用 31,860円（消費税抜き29,500円）〈B0EA〉

優れた体圧分散性と衝撃吸収性をもつエクスジェル®を埋め込んだ、
立体サポート構造を採用したエプロンタイプのクッションです。運転時
のお尻・腰・背中への負担が気になるドライバーをサポートします。
色：ブラック    材質：【エプロン部】ポリ塩化ビニル 【エクスジェル®】合成ゴム
設定  除くL

087  サイドサポートパッド（汎用タイプ）
20,520円（消費税抜き19,000円） 〈B0EB〉

身体を両サイドから支えて、乗車中の横ゆれを軽減します。走行中、安定した
姿勢を保持できるので快適です。
取付位置：後席　色：ブラック　材質：【カバー背部】ポリ塩化ビニル　
【サポートパッドカバー部】ポリエステル　【サポートパッド部】高反発ウレタン

136  コンフォートクッション
10,800円（消費税抜き10,000円）〈B0ED〉

身体の動きや体型の違いにも柔軟にフィットする樹脂弾性体「ファ
インレボ」を採用。ほどよい柔軟性で座り心地を高め、圧力を分散して
疲れにくくします。
材質：【表面生地】ポリエステル　【クッション材】ウレタン
【ファインレボ】スチレン系エラストマー
取付位置：運転席、助手席、後席左右席

136

※FINE REVOはアイシン精機
株式会社の登録商品です。

公益財団法人日本デザイン振興会
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ポールの長さ
約320～410mm
※無段階調整
可能（手動）

グレード
インテリジェント 

クリアランスソナー
（メーカーオプション）

パノラミックビュー対応
ナビレディパッケージ

（メーカーパッケージオプション）
追工

コード
取付
時間

Crossover
○

○ K2J7 1.7H
× K2J3 1.2H

×
○ K2J5 1.3H
× K2J1 0.8H

G“ソフトレザー
セレクション”

G、S、L

○
○ K2J6 1.5H
× K2J2 1.0H

×
○ K2J4 1.1H
× K2J0 0.6H

 ○ ： 付車 　× ： 無車

写真はハイブリッドエコモード時のイメージです。

ドアオープン時 起動時＊ 停止時

084

083082

＊2.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。 ［ワンタッチ便器サイズ（組立時）］天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm

セット
内容

❶ワンタッチ便器（1個）＊2  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

❸

❼

❺

❶

❷

❻

❹

139  杖ホルダー
5,508円（消費税抜き5,100円）〈F7A3〉
広い開口部とマジックテープ留めにより、簡単に杖を収納でき、降車時
に杖をサッと取り出せる杖ホルダー。取り付け・取り外しも簡単です。
材質：【表皮】ポリエステル　取付位置：助手席ヘッドレスト部
収納：1本　設定 除くL、後席タブレットホルダー付車

091  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。
※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。

076

Driving Support    ドライブ中の万一に、幅広いサポートアイテムで備える。

伸長時

装着時

装着時 非装着時

078

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。

139 091

142

   20～
50

cm
 

2 0c
m
 

   2
0～

50cm 

2
0

cm  
   20～

50c
m

 

2 0 cm
  

076 ドライブサポートイルミネーション
31,320円（消費税抜き29,000円）1.1H〈DGUU〉

材質： 【カバー】樹脂（PC、ABS複合材）　 【ライトガイド】樹脂（アク
リル＋フッ素樹脂の2層構造）　※穴あけ加工が必要となります。
設定 Toyota Safety Sense（標準装備・メーカーオプション）、パノラミック
ビュー対応ナビレディパッケージ（メーカーパッケージオプション）付車
＊パワーONで、緑 →黄 →赤 →青 →空色の順に点灯   詳しくは  P07参照

078 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）
パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ付車
Crossover 3.0H〈DHUU〉、除くCrossover 2.6H〈DHTU〉
パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ無車
Crossover 2.5H〈K2QU〉、除くCrossover 2.1H〈K2AU〉

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シリーズ、インテリジェントクリアランスソナー（メーカーオプショ
ン）、LEDアクセントイルミネーション、プレミアムダブルツィーターシステム・ダブル
ツィーターシステム・ブラインドコーナーモニター（販売店装着オプション）付車

082 フェンダーランプ（デザインタイプ）
12,960円（消費税抜き12,000円）
 設定  除くGRシリーズ

083 ワイドインナーミラー
6,480円（消費税抜き6,000円）0.2H〈B4F2〉

設定 S、L、除くToyota Safety Sense（メーカーオプション）付車
※写真は当該車両とは異なります。

084 レインクリアリングブルーミラー
12,960円（消費税抜き12,000円）0.2H〈K8GC〉
※写真は当該車両とは異なります。

  140 安心ドライブパッケージ 141＋142 のセット
  ［お得なセット価格］  22,356円（消費税込み）

   

  

20,196円（消費税抜き18,700円）〈CDVU〉

141  回転クッション
16,200円（消費税抜き15,000円）〈B0EC〉
座面が回転することで身体の向きを簡単に変えられ、乗り降りをサポート
する座布団型のクッションです。
材質：【表皮材】ポリエステル　【クッション材】ウレタン、樹脂（PET）　
取付位置：助手席、後席左右席

142  アシストグリップ（シンプルタイプ）
6,156円（消費税抜き5,700円）〈F7PF〉
柔らかい感触のグリップで長時間の乗車でも使いやすく、乗車中の不安
定な姿勢をサポートします。     材質：【表皮】ポリエステル　
取付位置：運転席/助手席ヘッドレスト部    設定 除くL

141

※アラーム音は距離に応じて変わります。　
※検知範囲は周囲の環境により異なります。　※写真はイメージです。

約20cmで

約20～50cmで

ピー（連続音）

ピッピッピッ（断続音）
「左後ろです」

ホワイト シルバー ブラック

フロントセンサー部

写真はハイブリッドエコモード時のイメージです。

■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7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。  
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デッキボードオープン時

デッキボード
オープン時

093

143

092 トノカバー
16,200円（消費税抜き15,000円）1.0H〈O4A0〉

荷室を隠せるカバー。外から見えないため車上荒らし予防に効果的です。
色：ダークグレー
基材：樹脂（ポリプロピレン）+木粉
材質：ニーパン

詳しくは  P07参照

093 デッキボード（収納スペース付）
12,960円（消費税抜き12,000円）0.3H〈P6C5〉

デッキの底面を標準より約70mm上げるデッキボード。リヤシートを倒
したときのデッキとの差を軽減し、大きな物や長尺な物を置きやすく
します。また、かさ上げスペースには傘などの小物が収納できます。
色：ブラック
材質：【ボード】プレーンニーパン／ペーパーハニカム／ガラスマット／
ウレタンの積層構造　【デッキボックス】ポリプロピレン・ポリエチレン
設定 除くラゲージトレイ付車
※当商品は標準デッキボードとの交換になります。

094 ラゲージトレイ
10,800円（消費税抜き10,000円）〈i8B0〉

完全防水のトレイ。汚れた荷物を気にせずに積めます。車名ロゴ入り。
材質：樹脂（軟質オレフィン）
設定 除くデッキボード（収納スペース付）、デッキボード（フルフラット

タイプ）付車

095 ラゲージソフトトレイ
9,720円（消費税抜き9,000円）〈J0A1〉

柔軟性のある生地でできた扱いやすいトレイ。撥水・防水機能に加え、
車内への水滴浸入を防ぐ外周縁も付いています。車名ロゴ入り。
材質：ウレタンフィルム＋ウレタン

096 トランクマット（カーペットタイプ）
6,912円（消費税抜き6,400円）〈A2A0〉

汚れや傷つきからラゲージを守るカーペットタイプのマット。
材質：ポリプロピレン
設定 除くGRシリーズ

097 ラゲージソフトボックス
18,360円（消費税抜き17,000円）〈J0N0〉

仕切り板により最大で3つのスペースに区分けできる収納ボックス。
ファスナーを開けることでマットとしても使用できます。撥水機能付。
色：ブラック
材質：ポリエステル

098 リヤバンパーステップガード
16,200円（消費税抜き15,000円）0.3H〈Q1A0〉

バンパーステップと積み荷への傷つき防止機能を備えた、リヤビュー
のドレスアップアイテムです。車名ロゴ入り。
材質：ステンレススチール
設定 除くGRシリーズ

143 デッキボード（フルフラットタイプ）
25,920円（消費税抜き24,000円）0.3H〈P6D7〉

開口部とフロアの段差を解消するデッキボード。フルフラットになることで、
荷物の積み降ろしをスムーズに行え、使い勝手が向上します。
色：ブラック　材質：プレーンニーパン・ポリプロピレン・ポリエチレン
設定 除くL、ラゲージトレイ付車
※写真は当該車両とは異なります。

092

097096

098

Luggage    趣味からビジネスまで、幅広く選べるラゲージ用品。

ボックスオープン時

ボックス状態 マット状態

094 095

ロゴアップ
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107106

106 105

点灯状態
※写真の色や照度は
実際とは異なります。

124
グレード

インテリジェント 
クリアランスソナー
（メーカーオプション）

パノラミックビュー対応
ナビレディパッケージ
（メーカーパッケージ

オプション）

追工
コード

取付
時間

Crossover

○
○ DCDU 2.3H

× DCBU 1.8H

×
○ DCCU 1.9H

× DCAU 1.4H

G“ソフトレザー
セレクション”

G、S、L

○
○ DBDU 2.1H

× DACU 1.6H

×
○ DANU 1.7H

× DAAU 1.2H

 ○ ： 付車 　× ： 無車

103

104 字光式ナンバープレート用ブラケット（リヤ）
14,407円（消費税抜き13,340円）0.4H〈BHRU〉

字光式ナンバープレート専用のフレームです。
設定 字光式ナンバープレート付車、除くインテリジェントクリアラン
スソナー（メーカーオプション）、 パノラミックビュー対応ナビレディ
パッケージ・ナビレディパッケージ（メーカーパッケージオプション）、
雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター・マルチビュー
バックガイドモニター・ブラインドコーナーモニター・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（販売店装着オプション）付車

105 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（標準装備・メーカーオプション）、カラーホイール
（純正用品）付車

106 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〉

107 三角表示板
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉 

108 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、ご購入から1年間です。
※非常食・飲料水等は、必要に応じて補充することをおすすめします。

■盗難防止機能付ナンバーフレームセット

102 デラックス
［お得なセット価格］ 

7,128円（消費税込み） → 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＊1。　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
＊1.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。

103 ベーシック
［お得なセット価格］ 

5,832円（消費税込み） → 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＊1。　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
＊1.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。

124 フォグランプ（ハロゲン）
29,160円（消費税抜き27,000円）

設定 除くGRシリーズ、LEDアクセントイルミネーション、LEDヘッド
ランプパッケージ（メーカーパッケージオプション）付車
※追工コード、価格、取付時間は左記の表にてご確認ください。

102

104

108
セット内容
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）

1
2

3

4
5

6

7

8 9 10 11 12

Security & Safety    盗難、災害など、万一に備えるアイテム。

【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。

※当該商品の装着はバックドアダンパーが必要となります。当該
商品価格にはバックドアダンパーが含まれております。

■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7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。  
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ズボンのすそが
濡れにくい段差構造

118 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）

119 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

120 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

Winter & Snow    ウインター＆アウトドアに大活躍。

110 111

109 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）9,180円（消費税抜き8,500円）〈A2J6〉

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。
※フロアマットを固定する工夫が施されています。詳しくはP09をご覧ください。

110 合金鋼チェーンスペシャル
18,684円（消費税抜き17,300円）〈V1CA〉

●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については当該車両のものとは異なります。

111 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）

スマートエントリーパ ッケージ付車 0.8H〈M6RU〉　
スマートエントリーパッケージ無車 1.0H〈M6SU〉　

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動し、アンサーバックを
音とLEDの光でお知らせします。
サイズ：【リモコン】L74×W35×H18mm　
【リモコンアンテナ部】211mm（伸長時）
■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
切った場所でのご使用はおやめください。車両の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。）　※詳しい商品の機能について
は販売店におたずねください。　※アンテナ部はインパネ内に装着します。

フロアに水がこぼれにくい
約40mmの縁高形状

約40mm

For Children    小さな家族とのドライブに欠かせないチャイルドシート。

120

119118

＊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.背もたれを直立状態にして
ください。シートの高さ調整ができる場合は、一番高い位置に
調整してください。　＊3.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。　＊4.リヤ中央席
にチャイルドシートを取り付けた際、左右席シートベルトバック
ルがチャイルドシートの下に隠れてしまう場合があります。その
場合はシートベルトバックルを引き出しシートベルトを正しく
着用してください。　＊5.ジュニアシートを取り付ける際は、ヘッド
レストをはずしてください。

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

取付方法

取付位置

取付向き
助手席 後席

ヘッドレスト
上下調整式

ヘッドレスト
シートバック
一体式

左右 中央

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

ISOFIX × × ○ × 前向き

119  NEO G-Child baby
シートベルト × × ○ ○＊4 後向き

シートベルト ▲＊2＊3 ▲＊2＊3 ○ ○＊4 前向き

120  ジュニアシート シートベルト ▲＊2＊3＊5 × ○＊5 × 前向き

品名

カジュアル（最大時）ナチュラル（最小時）

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

カジュアル ナチュラルナチュラル モダンモダン

109
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※写真はイメージです。



127

125 126

005

053 121

132

128 129

133 134

開 開閉 閉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

122

SRSサイドエアバッグ対応＊2 SRSサイドエアバッグ対応＊2

※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。　※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは
異なります。（インナーケース付）

開

※写真は当該車両とは異なります。

ロゴアップ

※写真は当該車両とは異なります。

Basic    あると便利な定番アイテムをラインアップ。
005 フロアマット（Crossover専用）＊1

1台分23,760円（消費税抜き22,000円）〈A0AH〉　詳しくは  P09参照

053 フロアマット（デラックスタイプ）＊1

1台分23,760円（消費税抜き22,000円）〈A0GC〉　詳しくは  P23参照

121 フロアマット（ベーシックタイプ）＊1

1台分16,200円（消費税抜き15,000円）〈A0O0〉

色：ブラック　材質：ナイロン+ポリプロピレン　設定 除くGRシリーズ

122 サイドバイザー（ベーシック）
1台分12,960円（消費税抜き12,000円）0.4H〈K0N0〉

123 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〉

色：ホワイト、スーパーシルバー、シルバーメタリック、ブラック、レッ
ドマイカメタリック、ダークブルー

125 プロテクションフィルム（ドアハンドル）
6,480円（消費税抜き6,000円）0.7H〈S1AR〉

フロント・リヤ各2枚。　材質：ウレタン
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。

126 カーカバー（防炎タイプ）
18,360円（消費税抜き17,000円）〈K7B2〉

（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
設定 除くGRシリーズ、リヤバンパースポイラー付車

127 フルシートカバー（撥水）＊3

1台分30,240円（消費税抜き28,000円）0.7H〈A6M0〉

撥水加工を施した素材。飲みこぼしなどの汚れも簡単に拭き取れます。
色：グレー　材質：ポリエステル（織物）
設定 除くGRシリーズ

128 ハーフシートカバー（デラックスタイプ）＊3

1台分11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈A4Q0〉

設定 除くGRシリーズ

129 シートエプロン
1席分（フロント席）10,800円（消費税抜き10,000円）〈B0A2〉

運転席、助手席に装着可能です。　色：グレー

130 オリジナルキーカバー＊4

3,024円（消費税抜き2,800円） トリュフ〈B1H8〉、ブルー〈B1H6〉、ベージュ〈B1H7〉、ピンク〈B1H5〉

色：トリュフ、ブルー、ベージュ、ピンク
設定 スマートエントリーパッケージ（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車

131 本革キーケース＊4

3,996円（消費税抜き3,700円） ブラック〈B1J5〉、ブラウン〈B1J6〉

色：ブラック、ブラウン　ケース部材質：本革ピン／キーリング部材質：スチール（真鍮色）
設定 スマートエントリーパッケージ（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車

132 クリーンボックス 
7,560円（消費税抜き7,000円）0.3H〈D3A3〉　色：ブラック

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

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

＊1.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。　※フロアマットを固定する工夫が施されています。詳しくはP09をご覧
ください。　＊2.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、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。　＊3.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います。 　＊4.スマートキーは付属しません。

130 131

トリュフ ブルー ベージュ ピンク ブラック ブラウン

※天然皮革のため、
色・シボ感は物に
よって異なります。　
※ベルト通しなどの
機能はありません。

プロテクションフィルム

123

※1台分はフロント・リヤそれぞれ１本ずつ必要です。
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

■装着部位

■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7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。  
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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7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。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのアクア取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.02、P.04〜09、P.12〜17、P.23〜31）に関するお問い合わせ先

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

045-540-2121
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

TRDの商品（P.06、P.20〜22）に関するお問い合わせ先

 TRDコールセンター
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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
https://www.modellista.co.jp

モデリスタの商品（Ｐ.03、Ｐ.06、P.10〜11、P.18〜19）に関するお問い合わせ先

モデリスタコールセンター

【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（ 316 〜 319 、501 〜 504 ）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（ 316 〜 319 、501 〜 504 ）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。　●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（ 324 、510 、511 ）、アルミホイール&ナットセット（ 512 、522 〜 524 ）、アルミホイールセット（ 305 、325 〜 327 ）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（ 324 、510 、511 ）、アルミホイール&ナットセット（ 512 、522 〜 524 ）、アルミホイールセット（ 305 、325 〜 327 ）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。

マフラーカッター/ハイレスポンスマフラーVer.S
●マフラーカッター（ 322 ）、ハイレスポンスマフラーVer.S（ 509 ）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（ 322 ）、ハイレスポンスマフラーVer.S（ 509 ）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。




