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Photo：WS“レザーパッケージ”。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉×プラチナホワイトパールマイカ〈089〉［2PS］はメーカーオプション。
エアロパーツセット、リヤトランクスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、ドレスアップマフラー、19インチアルミホイール「TRD TF5」（ブラック）＆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。

519  サイドスカート
塗装済 73,440円（消費税抜き68,000円）

2.0H〈VA22〉

素　地 69,120円（消費税抜き64,000円）
2.0H 4.0H  〈VB22〉

材質：樹脂（ABS）　
地上高：オリジナルより約20mmダウン
設定 WS“レザーパッケージ”、WS
※塗り分け部はブラックマイカ〈211〉になります。

520  リヤバンパースポイラー
塗装済 74,520円（消費税抜き69,000円）

1.0H〈VA32〉

素　地 70,200円（消費税抜き65,000円）
1.0H 4.0H  〈VB32〉

材質：樹脂（ABS+PPE）　
地上高：オリジナルより約40mmダウン
設定 WS“レザーパッケージ”、WS
※塗り分け部はブラックマイカ〈211〉になります。

506  リヤトランクスポイラー
塗装済 38,880円（消費税抜き36,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H〈VA62〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H〈VA61〉

素　地 34,560円（消費税抜き32,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H 4.0H  〈VB62〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H 4.0H  〈VB61〉

材質：樹脂（PPE）

521  フロントバンパーガーニッシュ
34,560円（消費税抜き32,000円）1.0H〈VAC1〉

色：ブラックマイカ〈211〉
材質：樹脂（ABS）
全長：オリジナルより約5mmプラス
設定 WS“レザーパッケージ”、WS

522  ドレスアップマフラー
108,000円（消費税抜き100,000円）

2.0H〈VC11〉

材質：ステンレススチール
テールエンド径：真円デュアルΦ76mm
設定 WS“レザーパッケージ”、WS
※マフラーエンド4本の内、左内側1本のみが
マフラー機能を有しています。残り３本については
ドレスアップテール（ダミーテール）となりマフラー
機能は有しておりません。あらかじめご了承く
ださい。

518  フロントスポイラー
塗装済 57,240円（消費税抜き53,000円）

2.0H〈VA12〉

素　地 52,920円（消費税抜き49,000円）
2.0H 4.0H  〈VB12〉

材質：樹脂（ABS）　
地上高：オリジナルより約20mmダウン
全長：オリジナルより約10mmプラス
設定 WS“レザーパッケージ”、WS
※塗り分け部はブラックマイカ〈211〉になります。

523  19インチアルミホイール
　   「TRD TF5」&タイヤセット
1台分 444,960円（消費税抜き412,000円）0.5H  
ハイグロスシルバーⅡ〈VD1U〉、ブラック〈VD2U〉

｢TRD TF5｣＆グッドイヤータイヤ「EAGLE LS Premium」
サイズ：19×8.0J&235/40R19
設定 除くキー付ホイールナット 059  付車
※価格には、専用セキュリティロックナットセット、センターキャップ、
バルブも含まれています。
※TPWSバルブ装着済み

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8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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  
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プラチナホワイトパールマイカ〈089〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

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

 ：架装部位517  エアロパーツセット
518＋519＋520  のセット

塗装済  205,200円（消費税抜き190,000円）
5.0H〈VA2U〉

素　地  192,240円（消費税抜き178,000円）
5.0H 12.0H  〈VB2U〉

設定 WS“レザーパッケージ”、WS

新たな走りのフォルムに、呼び起こされるスポーツマインド。

1年間2万km保証

標準バンパー＋リヤトランクスポイラー＋ドレスアップマフラー装着状態

標準マフラー＋リヤトランクスポイラー＋リヤバンパースポイラー装着状態
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Photo：WS“レザーパッケージ”。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉×プラチナホワイトパールマイカ〈089〉［2PS］はメーカーオプション。
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機能は有しておりません。あらかじめご了承く
ださい。
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523  19インチアルミホイール
　   「TRD TF5」&タイヤセット
1台分 444,960円（消費税抜き412,000円）0.5H  
ハイグロスシルバーⅡ〈VD1U〉、ブラック〈VD2U〉

｢TRD TF5｣＆グッドイヤータイヤ「EAGLE LS Premium」
サイズ：19×8.0J&235/40R19
設定 除くキー付ホイールナット 059  付車
※価格には、専用セキュリティロックナットセット、センターキャップ、
バルブも含まれています。
※TPWSバルブ装着済み

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8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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  
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その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

 ：架装部位517  エアロパーツセット
518＋519＋520  のセット

塗装済  205,200円（消費税抜き190,000円）
5.0H〈VA2U〉

素　地  192,240円（消費税抜き178,000円）
5.0H 12.0H  〈VB2U〉

設定 WS“レザーパッケージ”、WS

新たな走りのフォルムに、呼び起こされるスポーツマインド。

1年間2万km保証

標準バンパー＋リヤトランクスポイラー＋ドレスアップマフラー装着状態

標準マフラー＋リヤトランクスポイラー＋リヤバンパースポイラー装着状態
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Photo：G“レザーパッケージ”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。
エアロパーツセット、リヤサイドスポイラー、リヤトランクスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ（ブラック）、19インチアルミホイール「TRD TF5」＆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。

優雅な身のこなしで、華麗なるドライビング体験を。

502  フロントスポイラー（LED付）
塗装済 109,080円（消費税抜き101,000円）3.0H〈VA11〉

素　地 104,760円（消費税抜き97,000円）3.0H 4.0H  〈VB11〉

材質：樹脂（PPE）　発光色：ホワイト
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45mmプラス
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
※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）。
※フロント部分はプラチナホワイトパールマイカ〈089〉及び素地の
場合はブラック。アティチュードブラックマイカ〈218〉の場合は金属調
シルバー（ツヤあり）。

503  サイドスカート
塗装済 74,520円（消費税抜き69,000円）

2.0H〈VA21〉

素　地 70,200円（消費税抜き65,000円）
2.0H 4.0H  〈VB21〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約35mmダウン
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
※別ピース部分はプラチナホワイトパールマイカ〈089〉
及び素地の場合はブラック。アティチュードブラック
マイカ〈218〉の場合は金属調シルバー（ツヤあり）。

504  リヤバンパーガーニッシュ
塗装済 18,360円（消費税抜き17,000円）

1.0H〈VAM1〉

素　地 14,040円（消費税抜き13,000円）
1.0H 4.0H  〈VBM1〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約5mmダウン
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

507 フロントバンパーガーニッシュ
ブラック 34,560円（消費税抜き32,000円）

1.0H  〈VAC1〉

金属調シルバー［ツヤあり］ 34,560円
（消費税抜き32,000円）

1.0H  〈VAC2〉

材質：樹脂（PPE）　
全長：オリジナルより約5mmプラス
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS、
フロントガーニッシュ（メッキ） 001  付車

505  リヤサイドスポイラー
塗装済 32,400円（消費税抜き30,000円）

1.0H〈VA31〉

素　地 28,080円（消費税抜き26,000円）
1.0H 4.0H  〈VB31〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約60mmダウン
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

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8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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

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

501  エアロパーツセット
502＋503＋504  のセット

［お得なセット価格］ 

塗装済  183,600円
（消費税抜き170,000円）6.0H〈VA01〉

素　地  170,640円
（消費税抜き158,000円）6.0H 12.0H  〈VB1U〉

設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

523  19インチアルミホイール
　   「TRD TF5」&タイヤセット
1台分 444,960円（消費税抜き412,000円）0.5H  
ハイグロスシルバーⅡ〈VD1U〉、ブラック〈VD2U〉

｢TRD TF5｣＆グッドイヤータイヤ「EAGLE LS Premium」
サイズ：19×8.0J&235/40R19
設定 除くキー付ホイールナット 059  付車
※価格には、専用セキュリティロックナットセット、センターキャップ、
バルブも含まれています。
※TPWSバルブ装着済み
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505

 ：架装部位

1年間2万km保証

506  リヤトランクスポイラー
塗装済 38,880円（消費税抜き36,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H〈VA62〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H〈VA61〉

素　地 34,560円（消費税抜き32,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H 4.0H  〈VB62〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H 4.0H  〈VB61〉

材質：樹脂（PPE）



4 5

Photo：G“レザーパッケージ”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。
エアロパーツセット、リヤサイドスポイラー、リヤトランクスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ（ブラック）、19インチアルミホイール「TRD TF5」＆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。

優雅な身のこなしで、華麗なるドライビング体験を。

502  フロントスポイラー（LED付）
塗装済 109,080円（消費税抜き101,000円）3.0H〈VA11〉

素　地 104,760円（消費税抜き97,000円）3.0H 4.0H  〈VB11〉

材質：樹脂（PPE）　発光色：ホワイト
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45mmプラス
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
※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）。
※フロント部分はプラチナホワイトパールマイカ〈089〉及び素地の
場合はブラック。アティチュードブラックマイカ〈218〉の場合は金属調
シルバー（ツヤあり）。

503  サイドスカート
塗装済 74,520円（消費税抜き69,000円）

2.0H〈VA21〉

素　地 70,200円（消費税抜き65,000円）
2.0H 4.0H  〈VB21〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約35mmダウン
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
※別ピース部分はプラチナホワイトパールマイカ〈089〉
及び素地の場合はブラック。アティチュードブラック
マイカ〈218〉の場合は金属調シルバー（ツヤあり）。

504  リヤバンパーガーニッシュ
塗装済 18,360円（消費税抜き17,000円）

1.0H〈VAM1〉

素　地 14,040円（消費税抜き13,000円）
1.0H 4.0H  〈VBM1〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約5mmダウン
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

507 フロントバンパーガーニッシュ
ブラック 34,560円（消費税抜き32,000円）

1.0H  〈VAC1〉

金属調シルバー［ツヤあり］ 34,560円
（消費税抜き32,000円）

1.0H  〈VAC2〉

材質：樹脂（PPE）　
全長：オリジナルより約5mmプラス
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS、
フロントガーニッシュ（メッキ） 001  付車

505  リヤサイドスポイラー
塗装済 32,400円（消費税抜き30,000円）

1.0H〈VA31〉

素　地 28,080円（消費税抜き26,000円）
1.0H 4.0H  〈VB31〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約60mmダウン
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

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8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。

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

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

501  エアロパーツセット
502＋503＋504  のセット

［お得なセット価格］ 

塗装済  183,600円
（消費税抜き170,000円）6.0H〈VA01〉

素　地  170,640円
（消費税抜き158,000円）6.0H 12.0H  〈VB1U〉

設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

523  19インチアルミホイール
　   「TRD TF5」&タイヤセット
1台分 444,960円（消費税抜き412,000円）0.5H  
ハイグロスシルバーⅡ〈VD1U〉、ブラック〈VD2U〉

｢TRD TF5｣＆グッドイヤータイヤ「EAGLE LS Premium」
サイズ：19×8.0J&235/40R19
設定 除くキー付ホイールナット 059  付車
※価格には、専用セキュリティロックナットセット、センターキャップ、
バルブも含まれています。
※TPWSバルブ装着済み

502

507

503

523

505

503

523
506

505
504
505

 ：架装部位

1年間2万km保証

506  リヤトランクスポイラー
塗装済 38,880円（消費税抜き36,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H〈VA62〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H〈VA61〉

素　地 34,560円（消費税抜き32,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H 4.0H  〈VB62〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H 4.0H  〈VB61〉

材質：樹脂（PPE）
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TRD Parts MODELLISTA SELECTION

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。
■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。
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）’18年8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。 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。

■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。
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8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。

516

SELECTION

511

510

511 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。

510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〈VAG1〉

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。

516 16インチアルミホイール
「TOMʼS TM-05」&ナットセット

1台分 77,760円（消費税抜き72,000円）
2.2H〈VR6A〉
サイズ：16×6.5J
設定 X、除くキー付ホイールナット 059付車
※価格には、ナット、センターキャップも含まれます。
※タイヤ、TPWSバルブは標準装備されているもの
をご使用ください。

 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。  

301

302

303

304

301  トランクスポイラー
塗装済 46,440円（消費税抜き43,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H〈WB58〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H〈WB38〉

素　地 42,120円（消費税抜き39,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H 1.7H  〈WB59〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H 1.7H  〈WB39〉
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

302  フロントグリルカバー
57,240円（消費税抜き53,000円）0.7H〈WB37〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ×ブラック
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
ブラックアウトとメッキの組み合わせが、堂 と々した
高級感のあるフロントフェイスを演出します。
※ブラックアウト部分はアティチュードブラックマイカ〈218〉
となります。

303  サイドドアガーニッシュ
38,880円（消費税抜き36,000円）1.5H〈WB31〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

304  リヤガーニッシュ
27,000円（消費税抜き25,000円）0.7H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

 ：架装部位

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉

シルバーメタリック〈1F7〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

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

Photo：G。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。トランクスポイラー、フロントグリルカバー、サイドドアガーニッシュ、リヤガーニッシュ、17インチ アルミホイールセット
（MODELLISTA SpinAirⅣ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉）、ホイールロックナ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。

Photo：G“レザーパッケージ”。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。
エアロパーツセット、リヤサイドスポイラー、リヤトランクスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ（金属調シルバー）、19インチアルミホイール「TRD TF5」＆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。

302

303

310 301

304

304

525

514

526

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

カムリのウインドシールドガラス用で
専用設計。使用しない時はコンパクト
に収納可能です。

512 ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）
リヤ 3,240円（消費税抜き3,000円）0.4H〈VC61〉

点滅色はそのままに、非点灯時はバルブを限りなく
シルバーに見せ、クールな印象にドレスアップします。
設定 X
※バルブのみ交換。天候や屋外の照明、その他環境条件により、オレンジ
色が若干見える場合があります。あらかじめご了承ください。

514 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〈VCJ1〉

スポーツドライビングへの期待を高
める、TRDロゴ入りのプッシュスタート
スイッチです。

526 ラゲージボックス
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
しない時は折りたたんでコンパクトに
車両搭載可能です。

512

524 524 パフォーマンスダンパー
フロント1本 48,600円（消費税抜き45,000円）

1.0H〈VC52〉

ボディフロント側に取り付ける車種専用設計の
ダンパーです。走行中に感じる振動や騒音を解消
することにより、乗車時の快適性と高速走行時の
操縦安定性を高次元で両立します。
※フロントのみの装着となります。

装着前 装着後

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

ボックスオープン時

折りたたみ時
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TRD Parts MODELLISTA SELECTION

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。
■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。
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）’18年8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。 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。

■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。
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8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。

516

SELECTION

511

510

511 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。

510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〈VAG1〉

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。

516 16インチアルミホイール
「TOMʼS TM-05」&ナットセット

1台分 77,760円（消費税抜き72,000円）
2.2H〈VR6A〉
サイズ：16×6.5J
設定 X、除くキー付ホイールナット 059付車
※価格には、ナット、センターキャップも含まれます。
※タイヤ、TPWSバルブは標準装備されているもの
をご使用ください。

 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。  

301

302

303

304

301  トランクスポイラー
塗装済 46,440円（消費税抜き43,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H〈WB58〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H〈WB38〉

素　地 42,120円（消費税抜き39,000円）
WS“レザーパッケージ”、WS 1.5H 1.7H  〈WB59〉
除くWS“レザーパッケージ”、WS 1.0H 1.7H  〈WB39〉
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

302  フロントグリルカバー
57,240円（消費税抜き53,000円）0.7H〈WB37〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ×ブラック
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
ブラックアウトとメッキの組み合わせが、堂 と々した
高級感のあるフロントフェイスを演出します。
※ブラックアウト部分はアティチュードブラックマイカ〈218〉
となります。

303  サイドドアガーニッシュ
38,880円（消費税抜き36,000円）1.5H〈WB31〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

304  リヤガーニッシュ
27,000円（消費税抜き25,000円）0.7H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

 ：架装部位

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉

シルバーメタリック〈1F7〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

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

Photo：G。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。トランクスポイラー、フロントグリルカバー、サイドドアガーニッシュ、リヤガーニッシュ、17インチ アルミホイールセット
（MODELLISTA SpinAirⅣ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉）、ホイールロックナ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。

Photo：G“レザーパッケージ”。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。
エアロパーツセット、リヤサイドスポイラー、リヤトランクスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ（金属調シルバー）、19インチアルミホイール「TRD TF5」＆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。

302

303

310 301

304

304

525

514

526

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

カムリのウインドシールドガラス用で
専用設計。使用しない時はコンパクト
に収納可能です。

512 ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）
リヤ 3,240円（消費税抜き3,000円）0.4H〈VC61〉

点滅色はそのままに、非点灯時はバルブを限りなく
シルバーに見せ、クールな印象にドレスアップします。
設定 X
※バルブのみ交換。天候や屋外の照明、その他環境条件により、オレンジ
色が若干見える場合があります。あらかじめご了承ください。

514 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〈VCJ1〉

スポーツドライビングへの期待を高
める、TRDロゴ入りのプッシュスタート
スイッチです。

526 ラゲージボックス
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
しない時は折りたたんでコンパクトに
車両搭載可能です。

512

524 524 パフォーマンスダンパー
フロント1本 48,600円（消費税抜き45,000円）

1.0H〈VC52〉

ボディフロント側に取り付ける車種専用設計の
ダンパーです。走行中に感じる振動や騒音を解消
することにより、乗車時の快適性と高速走行時の
操縦安定性を高次元で両立します。
※フロントのみの装着となります。

装着前 装着後

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

ボックスオープン時

折りたたみ時
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Photo：G“レザーパッケージ”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。
MODELLISTA エアロキット、トランクスポイラー、19インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）［ウェッズ レオニスLV〈パールブラックミラーカット/チタントップ〉＆ヨコハマタイヤ ADVAN 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。

306  フロントスポイラー
塗装済 61,560円（消費税抜き57,000円）0.7H〈WA03〉

素　地 56,160円（消費税抜き52,000円）0.7H 4.5H〈WA04〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
地上高：オリジナルより約54mmダウン
全長：オリジナルより約64mmプラス
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
※センター部のブラックアウト部分はアティチュードブラックマイカ
〈218〉になります。両サイドのブラックアウト部分はツヤ消しブラック
になります。

307  サイドスカート
塗装済 65,880円（消費税抜き61,000円）1.5H〈WA05〉

素　地 59,400円（消費税抜き55,000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41mmダウン
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

308  リヤスカート
塗装済 58,320円（消費税抜き54,000円）1.0H〈WA07〉

素　地 52,920円（消費税抜き49,000円）1.0H 4.5H〈WA08〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
地上高：オリジナルより約34mmダウン
全長：オリジナルより約27mmプラス
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
※ブラックアウト部分はボディカラーがアティチュードブラックマイカ
〈218〉以外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
アティチュードブラックマイカ〈218〉の場合はツヤ消しブラックとなります。

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。  

305  MODELLISTA エアロキット
306＋307＋308  のセット

［お得なセット価格］ 

塗装済  171,720円（消費税抜き159,000円）3.2H〈WA01〉
素　地  155,520円（消費税抜き144,000円）3.2H 11.5H

〈WA02〉

設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

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プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 アティチュードブラックマイカ〈218〉

 1年間2万km保証

30919インチ アルミホイール＆
タイヤセット（ロックナット付）＊1

1台分  397,440円（消費税抜き368,000円）

0.5H〈WB01〉

ウェッズ レオニスLV〈パールブラック
ミラーカット/チタントップ〉＆ヨコハマ
タイヤ ADVAN Sport
サイズ：19×8.0J&235/40ZR19

310  17インチ アルミホイールセット＊2

1台分  124,200円（消費税抜き115,000円）

2.2H〈WB02〉

MODELLISTA SpinAirⅣ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
サイズ：17×7.0J
設定 G、WS、除く18インチアルミ
ホイール（メーカーオプション）付車

311  16インチ アルミホイールセット＊2

1台分  64,800円（消費税抜き60,000円）

2.2H〈WB03〉

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：16×6.5J
設定 X

312  ホイールロックナット＊3

10,260円（消費税抜き9,500円）〈WB94〉

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

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。
■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。
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8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。

 ：架装部位

その装いは、プレミアムな至福に満ちている。

＊1.価格にはナット、センターキャップ、TPWSバルブも含まれます。 ＊2.価格にはナット、センターキャップも含まれます。 タイヤとTPWSバルブは標準装備のものを使用。  ＊3.ホイールロックナットの座面はテーパー形状となり、モデリスタアルミホイールに使用することを前提としております。

シルバーメタリック〈1F7〉

306
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308

307

309

301

306



8 9

Photo：G“レザーパッケージ”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。
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設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS
※ブラックアウト部分はボディカラーがアティチュードブラックマイカ
〈218〉以外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
アティチュードブラックマイカ〈218〉の場合はツヤ消しブラックとなります。

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。  

305  MODELLISTA エアロキット
306＋307＋308  のセット

［お得なセット価格］ 

塗装済  171,720円（消費税抜き159,000円）3.2H〈WA01〉
素　地  155,520円（消費税抜き144,000円）3.2H 11.5H

〈WA02〉

設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

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プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 アティチュードブラックマイカ〈218〉

 1年間2万km保証

30919インチ アルミホイール＆
タイヤセット（ロックナット付）＊1

1台分  397,440円（消費税抜き368,000円）

0.5H〈WB01〉

ウェッズ レオニスLV〈パールブラック
ミラーカット/チタントップ〉＆ヨコハマ
タイヤ ADVAN Sport
サイズ：19×8.0J&235/40ZR19

310  17インチ アルミホイールセット＊2

1台分  124,200円（消費税抜き115,000円）

2.2H〈WB02〉

MODELLISTA SpinAirⅣ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
サイズ：17×7.0J
設定 G、WS、除く18インチアルミ
ホイール（メーカーオプション）付車

311  16インチ アルミホイールセット＊2

1台分  64,800円（消費税抜き60,000円）

2.2H〈WB03〉

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：16×6.5J
設定 X

312  ホイールロックナット＊3

10,260円（消費税抜き9,500円）〈WB94〉

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

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。
■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。
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8月現在のもの＞で参考価格です。
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Photo：G“レザーパッケージ”。ボディカラーのエモーショナルレッドⅡ〈3U5〉はメーカーオプション。
フロントガーニッシュ（メッキ）、ラゲージロアガーニッシュ（メッキ）、リヤスポイラー、エアロスタビライジングフィン、ナンバーフレームイルミネーションを装着しています。　※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。　■写真は合成です。

細部へのこだわりが、プライドを主張する。

 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。  

001 フロントガーニッシュ（メッキ）
37,800円（消費税抜き35,000円）0.4H〈L2E9〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

002 ラゲージロアガーニッシュ（メッキ）
36,720円（消費税抜き34,000円）0.3H〈K8E1〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

003 リヤスポイラー
29,160円（消費税抜き27,000円）1.5H〈BHTU〉

色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ABS）
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS

004 エアロスタビライジングフィン
1台分 16,200円（消費税抜き15,000円）0.4H〈P3Q0〉

F1で蓄積された空力技術を結実させたエアロスタビライジングフィンをリヤピラーに配置。
気流に小さな渦を発生させて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）　

005 ナンバーフレームイルミネーション
フロント部のみ 21,600円（消費税抜き20,000円）

インテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）付車 1.4H〈G1L6〉
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）付車 1.0H〈G1L7〉

LEDを使用したラグジュアリーなイルミネーション。夜間は、美しいブルーの光がフレームを華やかに彩ります。点灯・消灯はクリアランスランプに連動。
昼間はスタイリッシュなメッキ調のフレームとして個性を放ちます。
材質：【フレーム＋フィルム】樹脂（ABS＋アクリル）  【ベース・バックプレート】樹脂（PC）
設定 除くナンバーフレーム（プレステージ/フロント、デラックス/フロント）、字光式ナンバープレート付車　※写真の色や照度は実際とは異なります。

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メーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）’18年8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。
■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。

003001

005

Exterior Dress up

 ：架装部位

004

002

点灯状態 非点灯状態
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自動＊1 手動

シーン バック駐車→エンジンOFF 前向き駐車→発進（例：コンビニ） 冬場/降雨時

車両動作

①バック駐車 ②エンジンOFF ①前向き駐車 ②バック発進 ③車速15km/h以上

プッシュボタン 
展開/格納
切替え

シェード動作 格納 展開 展開 格納 展開 展開/格納

シフト位置 R P＊2 D R D R以外

タブレット装着時

12 13

Daily Comfort

006 電動リヤサンシェード
62,640円（消費税抜き58,000円）1.7H〈DHAU〉

背後からの日差しを緩和し、後席の快適性を高める電動リヤサンシェード。シフトポジションを「R」にすると、
自動的に格納して後方視界を確保するなど、シーンに応じて最適な動作を行います。また、プッシュボタンに
より、手動での展開・格納操作も可能です。
設定 除くT-Connect SDナビゲーションシステム［JBLプレミアムサウンドシステム］（メーカーオプション）付車

■シェードの動作仕様

 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。  

Luggage

012 ラゲージトレイ
20,520円（消費税抜き19,000円）〈i8B0〉

汚れた荷物を気にせず積める防水タイプのトレイです。車名ロゴ入り。
色：ブラック　材質：樹脂（軟質オレフィン）
設定 除くアクセサリーコンセント（メーカーオプション）付車

013 ラゲージマット
12,960円（消費税抜き12,000円）〈J0E0〉

トランクを汚れや傷つきから守る、難燃性、耐候性、摩擦性に優れた
マット。着脱も簡単にでき、掃除もラクに行えます。車名ロゴ入り。
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

014 ラゲージソフトトレイ
14,580円（消費税抜き13,500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。
色：ブラック　
材質：ポリエステル＋ウレタンフィルム＋ウレタン＋ポリエステルの４層
ラミネート

012

013

014

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）̓18年8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。        ■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。

＊1.手動で格納した時は、プッシュボタンで展開ください。　＊2.エンジンOFF後も1分間は手動操作可能。

※シェードが展開されている状態から

006

Illumination

ライト点灯時（減光状態）

ドア開閉時

010

011 LEDバルブセット
18,900円（消費税抜き17,500円）0.3H〈B9DA〉

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
明るく照射します。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：バニティランプ（2灯）、ドアカーテシランプ（2灯）、ラゲー
ジルームランプ（1灯）
※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。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

010 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）1.5H〈B9B2〉

フロント・リヤシートの足元を照らし、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、足元を照らします。
色：ホワイト
※写真の色や照度は実際とは異なります。

ラゲージルームランプカーテシランプ

バニティランプ（助手席）

バニティランプ（運転席）

装着前 装着後

011

後席にお乗りのゲストを日差しから守り、
くつろぎのひとときを演出します。

プッシュボタン
（取付位置：パワースイッチ下）

063

008007

リモートスタート
離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動。乗車前から車内
を快適な温度に保てます。

007 スマートキー一体タイプ
66,960円（消費税抜き62,000円）0.7H〈DFVU〉

スマートキーと一体化し、携帯性が大幅に向上します。
サイズ：【リモコン】L91×W44×H20mm
　　　（メカニカルキー装着時。除く突起部分） 
　　　【リモコンアンテナ部】149mm（伸長時）

063 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。
※写真は当該車両とは異なります。
※画面はハメ込み合成です。

008 ベーシックタイプ
47,520円（消費税抜き44,000円）0.7H〈DFUU〉

サイズ：【リモコン】L62×W36×H18mm（除く突起部分） 
　　　 【リモコンアンテナ部】156mm（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。　
※リモートスタート（スマートキー一体タイプ）については、内蔵メカニカルキー
は車両のキーナンバー確認後の手配となりますので、お受け取りいただくまで、
車両に付属のスマートキーを携帯してください。

009

009 ウェルカムライト （運転席・助手席）
1台分 25,920円（消費税抜き24,000円）2.5H〈G1K1〉

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、ドアミラーから光がさし「おもてなし」を演出。夜間の乗車
時に便利です。なお、約30秒で自動消灯します。
※写真はドアミラーが格納されていない時の照射状態です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。



自動＊1 手動

シーン バック駐車→エンジンOFF 前向き駐車→発進（例：コンビニ） 冬場/降雨時

車両動作

①バック駐車 ②エンジンOFF ①前向き駐車 ②バック発進 ③車速15km/h以上

プッシュボタン 
展開/格納
切替え

シェード動作 格納 展開 展開 格納 展開 展開/格納

シフト位置 R P＊2 D R D R以外

タブレット装着時

12 13

Daily Comfort

006 電動リヤサンシェード
62,640円（消費税抜き58,000円）1.7H〈DHAU〉

背後からの日差しを緩和し、後席の快適性を高める電動リヤサンシェード。シフトポジションを「R」にすると、
自動的に格納して後方視界を確保するなど、シーンに応じて最適な動作を行います。また、プッシュボタンに
より、手動での展開・格納操作も可能です。
設定 除くT-Connect SDナビゲーションシステム［JBLプレミアムサウンドシステム］（メーカーオプション）付車

■シェードの動作仕様

 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。  

Luggage

012 ラゲージトレイ
20,520円（消費税抜き19,000円）〈i8B0〉

汚れた荷物を気にせず積める防水タイプのトレイです。車名ロゴ入り。
色：ブラック　材質：樹脂（軟質オレフィン）
設定 除くアクセサリーコンセント（メーカーオプション）付車

013 ラゲージマット
12,960円（消費税抜き12,000円）〈J0E0〉

トランクを汚れや傷つきから守る、難燃性、耐候性、摩擦性に優れた
マット。着脱も簡単にでき、掃除もラクに行えます。車名ロゴ入り。
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

014 ラゲージソフトトレイ
14,580円（消費税抜き13,500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。
色：ブラック　
材質：ポリエステル＋ウレタンフィルム＋ウレタン＋ポリエステルの４層
ラミネート

012

013

014

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）̓18年8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。        ■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。

＊1.手動で格納した時は、プッシュボタンで展開ください。　＊2.エンジンOFF後も1分間は手動操作可能。

※シェードが展開されている状態から

006

Illumination

ライト点灯時（減光状態）

ドア開閉時

010

011 LEDバルブセット
18,900円（消費税抜き17,500円）0.3H〈B9DA〉

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
明るく照射します。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：バニティランプ（2灯）、ドアカーテシランプ（2灯）、ラゲー
ジルームランプ（1灯）
※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。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

010 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）1.5H〈B9B2〉

フロント・リヤシートの足元を照らし、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、足元を照らします。
色：ホワイト
※写真の色や照度は実際とは異なります。

ラゲージルームランプカーテシランプ

バニティランプ（助手席）

バニティランプ（運転席）

装着前 装着後

011

後席にお乗りのゲストを日差しから守り、
くつろぎのひとときを演出します。

プッシュボタン
（取付位置：パワースイッチ下）

063

008007

リモートスタート
離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動。乗車前から車内
を快適な温度に保てます。

007 スマートキー一体タイプ
66,960円（消費税抜き62,000円）0.7H〈DFVU〉

スマートキーと一体化し、携帯性が大幅に向上します。
サイズ：【リモコン】L91×W44×H20mm
　　　（メカニカルキー装着時。除く突起部分） 
　　　【リモコンアンテナ部】149mm（伸長時）

063 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。
※写真は当該車両とは異なります。
※画面はハメ込み合成です。

008 ベーシックタイプ
47,520円（消費税抜き44,000円）0.7H〈DFUU〉

サイズ：【リモコン】L62×W36×H18mm（除く突起部分） 
　　　 【リモコンアンテナ部】156mm（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。　
※リモートスタート（スマートキー一体タイプ）については、内蔵メカニカルキー
は車両のキーナンバー確認後の手配となりますので、お受け取りいただくまで、
車両に付属のスマートキーを携帯してください。

009

009 ウェルカムライト （運転席・助手席）
1台分 25,920円（消費税抜き24,000円）2.5H〈G1K1〉

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、ドアミラーから光がさし「おもてなし」を演出。夜間の乗車
時に便利です。なお、約30秒で自動消灯します。
※写真はドアミラーが格納されていない時の照射状態です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。



14 15

Seat CoverFloor Mat
018

019

020

015

019 フルシートカバー（ロイヤルタイプ）＊1

1台分 45,360円（消費税抜き42,000円）0.8H〈A3QL〉

縦糸に純銀糸「ミューファン®」を採用。純銀をポリエステルフィルムで
挟んだ特殊糸の効果により、抗菌・防臭・帯電防止機能を発揮します。
色：ブラック
材質：ポリエステル
設定 G、X

020 ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）＊1

1台分 33,480円（消費税抜き31,000円）0.5H〈A4P0〉

レース使いが美しい、エレガントで清楚なデザインです。
色：ホワイト　材質：ポリエステル

018 革調シートカバー＊1

1台分 80,460円（消費税抜き74,500円）1.1H〈A8A1〉

肌の触れる部位に採用したスエード調人工皮革、ダブルステッチ
の縫製などで上質感を追求。また、スポーティな個性をプラスす
るカーボン調のアクセントをあしらっています。
色：ブラック（ステッチ：グレー）
材質：【シートバックメイン部】スエード調人工皮革　
         【シートバックサイド部】ポリ塩化ビニル
         【アクセント部】ポリ塩化ビニル（カーボン調）
設定 G、X

015 フロアマット（ロイヤルタイプ）＊1

1台分 51,300円（消費税抜き47,500円）〈A0E0〉

高密度なハイパイルマットを2種類の糸で織り上げ、カットすることで
伝統的なヘリンボーン柄をモダンに表現。ネーム部にはメタル
プレートを採用しています。消臭・抗菌機能付。
色：ブラック　材質：ナイロン

016 フロアマット（ラグジュアリータイプ） ＊1

1台分 38,340円（消費税抜き35,500円）〈A0FG〉

スポーティなストライプ調をベースに、2色の糸を用いてスタイリッシュ
なグラデーションを表現。車名ロゴの入った刺繍ネームにはヘリン
ボーン柄の生地を採用しています。
色：ブラック　材質：ナイロン

 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。  

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）̓18年8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。        ■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。

フロアマットを固定する工夫が施されています。

運転席側は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。

※写真は当該車両とは異なります。 イメージ図

■回転ノブ取り付け部位

＊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。

＊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. カムリは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。　

Driving Support

022

021 フェンダーランプ
（電動リモコン伸縮式・フロントオート）

27,000円（消費税抜き25,000円）

インテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）付車 
1.8H〈K2F0〉

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）付車
1.4H〈K2F1〉

狭い路地の走行や幅寄せ時の車幅確認に便利。
エンジンのON/OFFに連動するオートタイプです。
ポールの長さ：約385mm
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS、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・コーナービューモニター
（販売店装着オプション）付車

022 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）2.0H〈K2AU〉

バンパー角に取り付けられた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 X、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）、フェンダーランプ（電動リモコン伸縮式･フロントオート）、
ブラインドコーナーモニター・コーナービューモニター（販売店装着
オプション）付車

※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。　※図はイメージです。

021

ホワイト

シルバー

ブラック

■ボイス4センサー

使用時 収納時

インジケーター部（インパネ上）

約20～50cm

約20cm
ピー（連続音）

ピッピッピッ（断続音「左後ろです」）

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

015

016

017

運転席側

運転席側

017 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊1 
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。車名ロゴ入り。
色：ブラック　材質：合成ラバー（SBR）

フロアに水がこぼれにくい約40mmの縁高形状&
ズボンのすそが濡れにくい段差構造

約40mm

トヨタ純正ならではの専用設計＆デザインに、
消臭･抗菌機能もプラスしています。

高品質フロアマット〈ロイヤルタイプ〉のうれしさ　

消臭 抗菌
室内空間をいつも心地よく保っていたい。
そんな方にはさまざまな臭いに対応したロイヤルタイプをおすすめします。
タバコ、ペット、汗、生ゴミなどの臭い物質を化学分解により軽減します。

023 リバース連動ミラー
16,200円（消費税抜き15,000円）1.2H〈K8J0〉

シフトレバーを“R”にすると助手席側のドアミラー鏡面が連動して
下方に動き、リヤタイヤ付近を映します。さらに車両のミラースイッチ
で、お好みの位置にミラーを調整することが可能。“R”の解除で元
に戻ります。

023

作動時

通常時
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Seat CoverFloor Mat
018

019

020

015

019 フルシートカバー（ロイヤルタイプ）＊1

1台分 45,360円（消費税抜き42,000円）0.8H〈A3QL〉

縦糸に純銀糸「ミューファン®」を採用。純銀をポリエステルフィルムで
挟んだ特殊糸の効果により、抗菌・防臭・帯電防止機能を発揮します。
色：ブラック
材質：ポリエステル
設定 G、X

020 ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）＊1

1台分 33,480円（消費税抜き31,000円）0.5H〈A4P0〉

レース使いが美しい、エレガントで清楚なデザインです。
色：ホワイト　材質：ポリエステル

018 革調シートカバー＊1

1台分 80,460円（消費税抜き74,500円）1.1H〈A8A1〉

肌の触れる部位に採用したスエード調人工皮革、ダブルステッチ
の縫製などで上質感を追求。また、スポーティな個性をプラスす
るカーボン調のアクセントをあしらっています。
色：ブラック（ステッチ：グレー）
材質：【シートバックメイン部】スエード調人工皮革　
         【シートバックサイド部】ポリ塩化ビニル
         【アクセント部】ポリ塩化ビニル（カーボン調）
設定 G、X

015 フロアマット（ロイヤルタイプ）＊1

1台分 51,300円（消費税抜き47,500円）〈A0E0〉

高密度なハイパイルマットを2種類の糸で織り上げ、カットすることで
伝統的なヘリンボーン柄をモダンに表現。ネーム部にはメタル
プレートを採用しています。消臭・抗菌機能付。
色：ブラック　材質：ナイロン

016 フロアマット（ラグジュアリータイプ） ＊1

1台分 38,340円（消費税抜き35,500円）〈A0FG〉

スポーティなストライプ調をベースに、2色の糸を用いてスタイリッシュ
なグラデーションを表現。車名ロゴの入った刺繍ネームにはヘリン
ボーン柄の生地を採用しています。
色：ブラック　材質：ナイロン

 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。  

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）̓18年8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。        ■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。

フロアマットを固定する工夫が施されています。

運転席側は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。

※写真は当該車両とは異なります。 イメージ図

■回転ノブ取り付け部位

＊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。

＊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. カムリは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。　

Driving Support

022

021 フェンダーランプ
（電動リモコン伸縮式・フロントオート）

27,000円（消費税抜き25,000円）

インテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）付車 
1.8H〈K2F0〉

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）付車
1.4H〈K2F1〉

狭い路地の走行や幅寄せ時の車幅確認に便利。
エンジンのON/OFFに連動するオートタイプです。
ポールの長さ：約385mm
設定 除くWS“レザーパッケージ”、WS、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・コーナービューモニター
（販売店装着オプション）付車

022 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）2.0H〈K2AU〉

バンパー角に取り付けられた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 X、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）、フェンダーランプ（電動リモコン伸縮式･フロントオート）、
ブラインドコーナーモニター・コーナービューモニター（販売店装着
オプション）付車

※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。　※図はイメージです。

021

ホワイト

シルバー

ブラック

■ボイス4センサー

使用時 収納時

インジケーター部（インパネ上）

約20～50cm

約20cm
ピー（連続音）

ピッピッピッ（断続音「左後ろです」）

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

015

016

017

運転席側

運転席側

017 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊1 
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。車名ロゴ入り。
色：ブラック　材質：合成ラバー（SBR）

フロアに水がこぼれにくい約40mmの縁高形状&
ズボンのすそが濡れにくい段差構造

約40mm

トヨタ純正ならではの専用設計＆デザインに、
消臭･抗菌機能もプラスしています。

高品質フロアマット〈ロイヤルタイプ〉のうれしさ　

消臭 抗菌
室内空間をいつも心地よく保っていたい。
そんな方にはさまざまな臭いに対応したロイヤルタイプをおすすめします。
タバコ、ペット、汗、生ゴミなどの臭い物質を化学分解により軽減します。

023 リバース連動ミラー
16,200円（消費税抜き15,000円）1.2H〈K8J0〉

シフトレバーを“R”にすると助手席側のドアミラー鏡面が連動して
下方に動き、リヤタイヤ付近を映します。さらに車両のミラースイッチ
で、お好みの位置にミラーを調整することが可能。“R”の解除で元
に戻ります。

023

作動時

通常時



クルマを利用する際の悩みごとを見つめて生まれた、

カー用品「サポトヨプラス」。

様々なアイテムが、快適なお出かけをサポートします。

＊「サポトヨ」とは
“サポートトヨタ”の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート 詳しくはこちらをご覧ください。

▲

https://toyota.jp/sapotoyo/
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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。  

Comfort Basic Item

032 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

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）̓18年8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。        ■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。

開（インナーケース付）閉

Friendly Support

025

026

027

030

028 029025 ランバーサポートクッション（汎用タイプ） ＊1

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。
取付位置：運転席　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
※写真は当該車両とは異なります。

026 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
※写真は当該車両とは異なります。

027 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）〈F7PB〉

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、後席（リヤシート）への乗り降りもサポートします。　
取付位置：助手席ヘッドレスト部
色：グレー　材質： 樹脂（TPE）、樹脂（ABS）
設定 除く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。
※写真は当該車両とは異なります。

028  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：後席
※写真は当該車両とは異なります。

029 シートベルトパッド（タイプ2）
6,048円（消費税抜き5,600円）〈B0E6〉

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。　
取付位置：運転席、助手席
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
※写真は当該車両とは異なります。

030 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。
［ワンタッチ便器サイズ（組立時）］
天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm

＊1.カムリは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
に対応しております純正用品以外は使用しないでください。その他の商品を使用
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.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

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）　

セット内容 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

031

032

033

034

031 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド）
16,200円（消費税抜き15,000円）1.0H〈F0F8〉

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：スモーク　透過率：約35％
※写真の見え方は実際とは異なります。

033 本革キーケース
10,800円（消費税抜き10,000円） ブラック〈B1J5〉、ブラウン〈B1J6〉

色：ブラック（内側：グレー）、ブラウン　材質：牛革　
サイズ：L112×W67×H22mm 
【ブラック】きめ細かく上品な質感のスムースレザー
【ブラウン】革本来の風合いを楽しむ深みのあるレザー
※スマートキーは付属しません。
※天然皮革のため、色・シボ感は物によって異なります。
※リモートスタート（スマートキー一体タイプ）のリモコンは収納できません。

034 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）

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〉
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。
※写真は当該車両とは異なります。

035 アロマブライト（交換用パッド/5枚セット）  
324円（消費税抜き300円）〈EC02〉

036 エッセンシャルオイル  
各1,512円（消費税抜き1,400円）

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〉

■ フィルム貼付位置

紫外線 約99％カット  赤外線 約53％カット

※写真は当該車両とは異なります。

ブラウンブラック

内側色：ブラウン内側色：グレー使用例

SRS SIDE AIRBAG 対応＊1

紫外線 赤外線

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

カップホルダーに置いて使用。取り外しも簡単で、吸い殻を捨てるにも
便利です。

041 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。

037

038

039 040

041 042

037 サイドバイザー（ベーシック）
1台分 27,000円（消費税抜き25,000円）0.3H
除く2トーンカラー車〈K0N0〉、2トーンカラー車〈K0N9〉

車両との一体感を高めたサイドバイザーです。高速走行時の風切
り音を配慮し、雨天時の室内換気に役立ちます。TOYOTAロゴ入り。
色：【除く2トーンカラー車】シルバーモール、
【2トーンカラー車】ブラックモール

※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。

038ドアエッジプロテクター（メッキ調）
1台分 8,640円（消費税抜き8,000円）0.4H〈K6B1〉

ドアの開閉時に傷つきやすいエッジをガード。
メッキ調で高級感をプラスします。

040 カーカバー（防炎タイプ）
21,600円（消費税抜き20,000円）〈K7B2〉

（財）日本防炎協会認定生地を使用。
材質：ポリエステル
※写真は当該車両とは異なります。

開 開閉 閉

■装着部位

寒冷地用パーツ（寒冷地仕様のみ）

039ドアエッジプロテクター（樹脂製）
2本入り 2,700円（消費税抜き2,500円） フロント 0.2H〈K6B4〉、リヤ 0.2H〈K6B5〉

ドアの開閉時に傷つきやすいエッジをガード。
外板色に合わせて選べます。
色：ホワイト、スーパーシルバー、ブラック、
　   レッドマイカメタリック、ブルー、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。
●1台分はフロントとリヤが必要となります。
※メッキ調とは異なり、樹脂製は2分割となります。（      部）

■装着部位

2トーンカラー車

除く2トーンカラー車



クルマを利用する際の悩みごとを見つめて生まれた、

カー用品「サポトヨプラス」。

様々なアイテムが、快適なお出かけをサポートします。

＊「サポトヨ」とは
“サポートトヨタ”の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート 詳しくはこちらをご覧ください。

▲

https://toyota.jp/sapotoyo/
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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。  

Comfort Basic Item

032 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

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）̓18年8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。        ■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。

開（インナーケース付）閉

Friendly Support

025

026

027

030

028 029025 ランバーサポートクッション（汎用タイプ） ＊1

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。
取付位置：運転席　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
※写真は当該車両とは異なります。

026 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
※写真は当該車両とは異なります。

027 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）〈F7PB〉

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、後席（リヤシート）への乗り降りもサポートします。　
取付位置：助手席ヘッドレスト部
色：グレー　材質： 樹脂（TPE）、樹脂（ABS）
設定 除く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。
※写真は当該車両とは異なります。

028  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：後席
※写真は当該車両とは異なります。

029 シートベルトパッド（タイプ2）
6,048円（消費税抜き5,600円）〈B0E6〉

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。　
取付位置：運転席、助手席
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
※写真は当該車両とは異なります。

030 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。
［ワンタッチ便器サイズ（組立時）］
天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm

＊1.カムリは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
に対応しております純正用品以外は使用しないでください。その他の商品を使用
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.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

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）　

セット内容 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

031

032

033

034

031 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド）
16,200円（消費税抜き15,000円）1.0H〈F0F8〉

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：スモーク　透過率：約35％
※写真の見え方は実際とは異なります。

033 本革キーケース
10,800円（消費税抜き10,000円） ブラック〈B1J5〉、ブラウン〈B1J6〉

色：ブラック（内側：グレー）、ブラウン　材質：牛革　
サイズ：L112×W67×H22mm 
【ブラック】きめ細かく上品な質感のスムースレザー
【ブラウン】革本来の風合いを楽しむ深みのあるレザー
※スマートキーは付属しません。
※天然皮革のため、色・シボ感は物によって異なります。
※リモートスタート（スマートキー一体タイプ）のリモコンは収納できません。

034 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）

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〉
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。
※写真は当該車両とは異なります。

035 アロマブライト（交換用パッド/5枚セット）  
324円（消費税抜き300円）〈EC02〉

036 エッセンシャルオイル  
各1,512円（消費税抜き1,400円）

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〉

■ フィルム貼付位置

紫外線 約99％カット  赤外線 約53％カット

※写真は当該車両とは異なります。

ブラウンブラック

内側色：ブラウン内側色：グレー使用例

SRS SIDE AIRBAG 対応＊1

紫外線 赤外線

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

カップホルダーに置いて使用。取り外しも簡単で、吸い殻を捨てるにも
便利です。

041 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。

037

038

039 040

041 042

037 サイドバイザー（ベーシック）
1台分 27,000円（消費税抜き25,000円）0.3H
除く2トーンカラー車〈K0N0〉、2トーンカラー車〈K0N9〉

車両との一体感を高めたサイドバイザーです。高速走行時の風切
り音を配慮し、雨天時の室内換気に役立ちます。TOYOTAロゴ入り。
色：【除く2トーンカラー車】シルバーモール、
【2トーンカラー車】ブラックモール

※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。

038ドアエッジプロテクター（メッキ調）
1台分 8,640円（消費税抜き8,000円）0.4H〈K6B1〉

ドアの開閉時に傷つきやすいエッジをガード。
メッキ調で高級感をプラスします。

040 カーカバー（防炎タイプ）
21,600円（消費税抜き20,000円）〈K7B2〉

（財）日本防炎協会認定生地を使用。
材質：ポリエステル
※写真は当該車両とは異なります。

開 開閉 閉

■装着部位

寒冷地用パーツ（寒冷地仕様のみ）

039ドアエッジプロテクター（樹脂製）
2本入り 2,700円（消費税抜き2,500円） フロント 0.2H〈K6B4〉、リヤ 0.2H〈K6B5〉

ドアの開閉時に傷つきやすいエッジをガード。
外板色に合わせて選べます。
色：ホワイト、スーパーシルバー、ブラック、
　   レッドマイカメタリック、ブルー、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。
●1台分はフロントとリヤが必要となります。
※メッキ調とは異なり、樹脂製は2分割となります。（      部）

■装着部位

2トーンカラー車

除く2トーンカラー車
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品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右） 後席（中央）

045 BABY SAFE PLUS シートベルト × ○ ○ 後向き

046 DUO ＋★1
シートベルト      △★2 ○ × 前向き

ISO FIX × ○ × 前向き

047 KIDFIX XP SICT★1
シートベルト × ○ × 前向き

ISO FIX × × × 前向き

品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右） 後席（中央）

048 
NEO G-Child baby

シートベルト × ○ × 後向き
シートベルト × ○ × 前向き

049 
NEO G-Child ISO leg 
★1

ISO FIX × ○ × 後向き

ISO FIX × ○ × 前向き
050 ジュニアシート シートベルト      △★2 ○ × 前向き

053 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

052  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

054 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。

055 ヘッドレスト係留リードコード＊4

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

056 カーステッカー＊5

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

※使用時の写真はすべて当該車両とは異なります。

http://dog.toyota.jp

＊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。走行時はすべ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.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。 ＊4.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。 ＊5.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。

052

053

054

055

043

044

045

046

047

048

049

050

051

 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。  

Dog ItemProtection Security & Emergency

045 BABY SAFE PLUS（チャイルドシート）
35,640円（消費税抜き33,000円）〈77FQ〉

サイズ：L670×W440×H570mm
重量：4.7kg

048 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

046 DUO ＋★1（チャイルドシート）
71,820円（消費税抜き66,500円）〈77FR〉

サイズ：L460×W450×H640mm
重量：9kg

049 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）

047 KIDFIX XP SICT★1（ジュニアシート）
71,280円（消費税抜き66,000円）〈77G7〉

サイズ：L390×W540×H670～850mm 
重量：7.2kg

050 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、万一の事故の際に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。

 ：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

 ：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

■ チャイルドシート装着方法一覧表　　　　　　　　

■ チャイルドシート装着方法一覧表　　　　　　　　

カジュアル ナチュラル モダン

カジュアル ナチュラル モダン

（最大時）

カジュアル（最大時）

（最小時）

ナチュラル（最小時）

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

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）̓18年8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。        ■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。

■ 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

057 プレステージ
［お得なセット価格］  9,288円（消費税込み） ▶ 8,748円（消費税抜き8,100円）〈BHFU〉

ナンバーフレーム（プレステージ/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバー
プレート用）のセット＊6。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ＋ゴールド塗装
設定 除くナンバーフレームイルミネーション、字光式ナンバープレート付車
＊6.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ので販売店
にお問い合わせください。

058 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＊6。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ
設定 除くナンバーフレームイルミネーション、字光式ナンバープレート付車
＊6.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ので販売店
にお問い合わせください。

059  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

060 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。

Winter & Snow
051 合金鋼チェーンスペシャル 
17インチ 22,356円（消費税抜き20,700円）〈V1CA〉

16インチ 22,248円（消費税抜き20,600円）〈V1CA〉

設定 除くWS“レザーパッケージ”、G“レザーパッケージ”
●適応サイズは、新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤ
の種類（特に冬用タイヤ）・メーカーによって装着できない場合があります。詳しく
は販売店にお問い合わせください。
●アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつく恐れがあります。
※写真のディスクホイールおよびタイヤは当該車両のものとは異なります。

ブラック ベージュ

061 062

061 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。

062 三角表示板
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉
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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

セット内容
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）

044 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〉

ドアハンドルのくぼみ部分に貼る透明フィルム。ボディカラーの美しさを損なわず、ハンドル
を握る際の、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。
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。：プロテクションフィルム

043 プロテクションフィルム（リヤバンパー）
10,800円（消費税抜き10,000円）0.4H〈S1AL〉

荷物の積み降ろし時にリヤバンパー上部への傷つきを防ぎます。
材質：ウレタン　サイズ：L101×W780mm
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。：プロテクションフィルム

 （リヤバンパー）

ロゴ部分



for Children
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品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右） 後席（中央）

045 BABY SAFE PLUS シートベルト × ○ ○ 後向き

046 DUO ＋★1
シートベルト      △★2 ○ × 前向き

ISO FIX × ○ × 前向き

047 KIDFIX XP SICT★1
シートベルト × ○ × 前向き

ISO FIX × × × 前向き

品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右） 後席（中央）

048 
NEO G-Child baby

シートベルト × ○ × 後向き
シートベルト × ○ × 前向き

049 
NEO G-Child ISO leg 
★1

ISO FIX × ○ × 後向き

ISO FIX × ○ × 前向き
050 ジュニアシート シートベルト      △★2 ○ × 前向き

053 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

052  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

054 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。

055 ヘッドレスト係留リードコード＊4

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

056 カーステッカー＊5

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

※使用時の写真はすべて当該車両とは異なります。

http://dog.toyota.jp

＊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。走行時はすべ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.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。 ＊4.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。 ＊5.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。
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049
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051

 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。  

Dog ItemProtection Security & Emergency

045 BABY SAFE PLUS（チャイルドシート）
35,640円（消費税抜き33,000円）〈77FQ〉

サイズ：L670×W440×H570mm
重量：4.7kg

048 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

046 DUO ＋★1（チャイルドシート）
71,820円（消費税抜き66,500円）〈77FR〉

サイズ：L460×W450×H640mm
重量：9kg

049 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）

047 KIDFIX XP SICT★1（ジュニアシート）
71,280円（消費税抜き66,000円）〈77G7〉

サイズ：L390×W540×H670～850mm 
重量：7.2kg

050 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、万一の事故の際に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。

 ：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

 ：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

■ チャイルドシート装着方法一覧表　　　　　　　　

■ チャイルドシート装着方法一覧表　　　　　　　　

カジュアル ナチュラル モダン

カジュアル ナチュラル モダン

（最大時）

カジュアル（最大時）

（最小時）

ナチュラル（最小時）

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

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）̓18年8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。        ■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。

■ 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

057 プレステージ
［お得なセット価格］  9,288円（消費税込み） ▶ 8,748円（消費税抜き8,100円）〈BHFU〉

ナンバーフレーム（プレステージ/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバー
プレート用）のセット＊6。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ＋ゴールド塗装
設定 除くナンバーフレームイルミネーション、字光式ナンバープレート付車
＊6.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ので販売店
にお問い合わせください。

058 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＊6。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ
設定 除くナンバーフレームイルミネーション、字光式ナンバープレート付車
＊6.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ので販売店
にお問い合わせください。

059  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

060 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。

Winter & Snow
051 合金鋼チェーンスペシャル 
17インチ 22,356円（消費税抜き20,700円）〈V1CA〉

16インチ 22,248円（消費税抜き20,600円）〈V1CA〉

設定 除くWS“レザーパッケージ”、G“レザーパッケージ”
●適応サイズは、新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤ
の種類（特に冬用タイヤ）・メーカーによって装着できない場合があります。詳しく
は販売店にお問い合わせください。
●アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつく恐れがあります。
※写真のディスクホイールおよびタイヤは当該車両のものとは異なります。

ブラック ベージュ

061 062

061 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。

062 三角表示板
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉
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058

060
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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

セット内容
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）

044 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〉

ドアハンドルのくぼみ部分に貼る透明フィルム。ボディカラーの美しさを損なわず、ハンドル
を握る際の、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。
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。：プロテクションフィルム

043 プロテクションフィルム（リヤバンパー）
10,800円（消費税抜き10,000円）0.4H〈S1AL〉

荷物の積み降ろし時にリヤバンパー上部への傷つきを防ぎます。
材質：ウレタン　サイズ：L101×W780mm
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。：プロテクションフィルム

 （リヤバンパー）

ロゴ部分



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのカムリ取扱店または、下記へ

オープン時間
所在地

ホームページ

TEL 03-6361-1000
10:00〜18:00（除く指定定休日）
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号　調布センタービル6階
http://www.modellista.co.jp

モデリスタの商品（P.7〜9）に関するお問い合わせ先

オープン時間
所在地

ホームページ

TEL 045-540-2121
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

TRDの商品（P.2〜6）に関するお問い合わせ先

オープン時間
所在地

ホームページ

TEL 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

ベース車両および純正用品（P.10〜19）に関するお問い合わせ先

【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。　●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（ 305 〜 308 、501 〜 505 、517 〜 520 ）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（ 305 〜 308 、
501 〜 505 、517 〜 520 ）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（ 309 、523 ）、アルミホイールセット（ 310 、311 、516 ）を装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。 標準車のタイヤに比べ磨耗が早くなる場合があります。
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（ 309 、523 ）、アルミホイールセット（ 310 、311 、516 ）の装着に際し、本カタログ記載の適合を必ず守ってください。　●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉などの可能性が
あります。　●パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプター、専用パターンキーが必要となりますので必ず車載ください。

ドレスアップマフラー
●ドレスアップマフラー（ 522 ）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。ドレスアップマフラー（ 522 ）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。

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8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。

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター
TRD商品お問い合わせ窓口 モデリスタコールセンター

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

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。

保証について

 1年間2万km保証  1年間2万km保証 3年間6万km保証

モデリスタパーツ、TRDパーツは、1年間2万km保証です。
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、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。https://toyota.jp/camry/accessories/ http://www.trdparts.jp/camry/ http://www.modellista.co.jp/product/camry/


