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ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE



 I

P 06

P 10

P 04

MODELLISTA

TRD

DRESS UP

洗練されたカスタムで、さらに美しく、よりプレミアムなステージへ。

アグレッシブな煌めきが、クールな走りに躍動を与える。

スポーティな佇まいに、気品ある輝きをプラスする。　

おすすめのスタイルやパッケージで、あなたのフィールダーをさらに魅力的に。

FIELDER / RECOMMENDED / ITEMS 
COROLLA
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 I

115号車 / 1.5 G 
オレンジメタリック

P 22安心ドライブパッケージ
回転クッション

＋

 

＋

アシストグリップ
（シンプルタイプ）

P 06

P 10

P 04

P 20ひと目でスイッチラベル

2,160円（消費税抜き2,000円）0.6H〈C3J6〉　
設定 除く1.5X

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

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

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

 3年間6万km保証
https://toyota.jp/corollafielder/accessories/ https://www.modellista.co.jp/s/corollafielder/ http://trdparts.jp/corollafielder/

柔らかく
握りやすい

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）̓17年10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、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。   

トノカバー

ラゲージソフトトレイ

リヤバンパーステップガード

カラーと日本語表記で
感覚的にわかりやすい！

少しの“プラス”で、
ラクになる。

汚れモノや濡れたモノ
でも大丈夫！

レジャーや
お出かけに大活躍！

［お得なセット価格］ 
47,520円（消費税込み） ▶42,660 円（消費税抜き39,500円）0.3H〈CENU〉
 設定 除くプロテクションフィルム（リヤバンパー）付車　　

［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〉　　　

アクティブサポートパッケージ 　 　P 14

＋

＋

RECOMMENDED ITEM

RECOMMENDED ITEM

RECOMMENDED ITEM

1年間2万km保証
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002 フロントグリルガーニッシュ（ブラック）
15,660円（消費税抜き14,500円）
インテリジェントクリアランスソナー付車 0.9H〈L2F2〉  
インテリジェントクリアランスソナー無車 0.5H〈L2F3〉
材質：樹脂（ABS）

003 ヘッドランプガーニッシュ（ブラック）
9,720円（消費税抜き9,000円）
インテリジェントクリアランスソナー付車 0.2H〈L1SE〉  
インテリジェントクリアランスソナー無車 0.2H〈L1SF〉
材質：樹脂（ABS）

003

 架装部位

005 ドアミラーカバー
      （ブラック）
4,320円（消費税抜き4,000円）

0.3H〈K8D3〉

材質：樹脂（ABS）
設定 除くメッキドアミラーカバー付車、
ボディカラー ブラックマイカ〈209〉車

004 Aピラーガーニッシュ
　 （ブラック）

5,400円（消費税抜き5,000円）

0.6H〈03L2〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

点灯時 消灯時

スポーティな佇まいに、気品ある輝きをプラスする。
DRESS UP
Photo：HYBRID G“W×B”。 ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉はメーカーオプション。 インテリジェントクリアランスソナーはメーカーオプション。
フロントガーニッシュセット、フロントバンパーガーニッシュ（サイド・メッキ）、Aピラーガーニッシュ（ブラック）、メッキドアミラーカバー、バックドアガーニッシュ（メッキ調）、
サイドプロテクションモール、エアロスタビライジングフィン、マフラーカッターを装着しています。　※写真は灯火類を点灯させた状態です。 写真の色や照度は実際とは異なります。

002 004 005 006

001  フロントガーニッシュセット
FRONT GARNISH  SET

25,380円（消費税抜き23,500円）

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.1H〈BLDU〉  インテリジェントクリアランスソナー無車 0.7H〈BLEU〉

 002 ＋003 のセット

006 LEDフォグランプ
47,520円（消費税抜き44,000円）

設定 除く“W×B” 
※フォグランプカバーはグレードにより異なります
 （ブラック塗装 ： HYBRID G、1.8S、1.5G  / ブラック ：HYBRID、 1.5X ）。

011
014

012

008007 006

002

013

013

004003 005 009

012
010

010

※写真はHYBRID G

個別設定

1.8S HYBRID G
1.5G

HYBRID
1.5X

取付
時間 追工コードBi-Beam 

LEDヘッドランプ
（標準装備・

メーカーオプション）

リヤ
フォグ
ランプ

○ ○
○ ○ ー

1.5H

〈DBNU〉

○ ー 〈DBPU〉

ー ○
ー ○ ○

〈DCEU〉

ー ー 〈DCFU〉

○ ○
○ ○ ー

1.1H

〈DCGU〉

○ ー 〈DCHU〉

ー ○
ー ○ ○

〈DCJU〉

ー ー 〈DCKU〉

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
ソ
ナ
ー
付
車

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
ソ
ナ
ー
無
車

※イラストのボディ
形状は上記写真とは
異なります。
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000

000000000

011 バックドアガーニッシュ
    （メッキ調）
7,560円（消費税抜き7,000円）

0.4H〈P2BB〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

013 エアロスタビライジングフィン
16,200円（消費税抜き15,000円）

0.4H〈P3Q0〉

気流に小さな渦を発生させて車体を左右から
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）

009 メッキドアミラーカバー
10,800円（消費税抜き10,000円）

0.3H〈K8A0〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除くドアミラーカバー（ブラック）付車

010 サイドウインドゥモール      
　 （メッキ調） 
34,560円（消費税抜き32,000円）

0.4H〈G1F4〉

材質：樹脂（ABS）＋蒸着
設定 HYBRID、1.5X   

012 サイドプロテクション
　　モール
19,440円（消費税抜き18,000円）

0.6H〈Q8D0〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ポリプロピレン）

014 マフラーカッター
8,640円（消費税抜き8,000円）

0.2H〈T1A0〉

材質：ステンレススチール
設定 除く1.8L車、4WD車

011009008

014012010

013

008 フロントバンパー
　　ガーニッシュ
　 （サイド・メッキ）
37,800円（消費税抜き35,000円）

0.4H〈L2VR〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除くバンパープロテクター付車

007 ロアグリル
29,160円（消費税抜き27,000円）

インテリジェントクリアランスソナー付車
0.9H〈L1AP〉　 設定 除く“W×B”  

インテリジェントクリアランスソナー無車
0.5H〈L1AQ〉

材質：樹脂（ポリプロピレン）

007

※写真は1.5 G ※写真は1.5 X

※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）̓17年10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。   

※ 006 、007 、010 のボディカラーはクールボルドーガラスフレーク〈3T9〉（メーカーオプション）。

 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。  
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304303302

302 フロントスポイラー
塗装済 49,680円（消費税抜き46,000円）0.7H〈WA05〉

素　地 44,280円（消費税抜き41,000円）0.7H 4.0H  〈WA06〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
地上高：オリジナルより約8mmダウン

303 リヤスカート＊

塗装済 39,960円（消費税抜き37,000円） “W×B” 1.2H〈WA07〉、 除く“W×B” 0.7H〈WA09〉

素　地 35,640円（消費税抜き33,000円） “W×B” 1.2H 5.0H  〈WA08〉、 除く“W×B” 0.7H 5.0H  〈WA10〉

材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより約13mmダウン

304 フロントグリル
46,440円（消費税抜き43,000円）

0.7H〈WB37〉

材質：樹脂（ABS）＋
メッキ×ブラックマイカ

301  MODELLISTA
       エアロキット

MODELLISTA AERO KIT

［お得なセット価格］ 
塗装済 83,160円（消費税抜き77,000円） “W×B” 1.9H〈WA01〉、 除く“W×B” 1.4H〈WA03〉

素　地  73,440円  （消費税抜き68,000円） “W×B” 1.9H 7.5H  〈WA02〉、 除く“W×B” 1.4H 7.5H  〈WA04〉

 302 ＋ 303  のセット

＊リヤスカート（ 303 ）のブラックアウト部分はボディ色がブラックマイカ〈209〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉
の場合はツヤ消し黒塗装、その他のボディカラーの場合はブラッククマイカ〈209〉となります。

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

070 ホワイトパール
クリスタルシャイン 221ブラックマイカ209 ブラッキッシュアゲハ

ガラスフレーク（“ W×B”専用色）
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306 307305

 架装部位

洗練されたカスタムで、さらに美しく、よりプレミアムなステージへ。
Photo：HYBRID G“W×B”。 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。 インテリジェントクリアランスソナーはメーカーオプション。

MODELLISTAエアロキット、クールシャインキット、フロントグリル、LEDトップノットアンテナ、カラードドアミラーアームカバー、LEDライセンスランプ、
16インチ  アルミホイールセット（MODELLISTA Spin AirⅤ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉）、マフラーカッター、ローダウンスプリングを装着しています。　

※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

305 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〉

スモールランプ連動のLEDイルミネーションを内蔵。　
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〉、ブラックマイカ〈209〉、ブラッキッシュアゲハ
ガラスフレーク〈221〉　

306 LEDライセンスランプ
左右2灯セット 8,640円（消費税抜き8,000円）0.5H〈WB73〉

307 16インチ アルミホイールセット
1台分 69,120円（消費税抜き64,000円）2.2H〈WB01〉

MODELLISTA SpinAirⅤ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉　
サイズ：16×6.0J
設定 16インチ アルミホイール装着車
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。　
※タイヤは標準装備されているものをご使用ください。

302

303

304

305309313

319

311

310

307
307

※写真の色や照度は実際とは異なります。

■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。

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 4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。  
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311310309

COOL SHINE KIT 

308  クールシャインキット 
［お得なセット価格］ 

47,520円（消費税抜き44,000円）2.5H〈WB31〉
 309 ＋ 310 ＋ 311  のセット

309 ミラーガーニッシュ
16,200円（消費税抜き15,000円）0.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

310 サイドモール
32,400円（消費税抜き30,000円）1.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

311 リヤライセンスガーニッシュ
15,120円（消費税抜き14,000円）0.5H〈WB34〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

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

070 ホワイトパール
クリスタルシャイン 221ブラックマイカ209 ブラッキッシュアゲハ

ガラスフレーク（“ W×B”専用色）
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312 313 314 315

 架装部位

313 カラードドアミラーアームカバー
塗装済 15,120円（消費税抜き14,000円）0.5H〈WB38〉

素　地 12,960円（消費税抜き12,000円）

0.5H 1.5H  〈WB39〉

材質：樹脂（ABS） 
※車両前側のみのカバーです。車両後ろ側はカバーされません。
※塗装済設定色：スーパーホワイトⅡ〈040〉、ホワイトパールクリスタル
シャイン〈070〉、シルバーメタリック〈1F7〉、ブラックマイカ〈209〉

314 トップノットアンテナ
塗装済 16,200円（消費税抜き15,000円）0.5H〈WB92〉

素　地 14,040円（消費税抜き13,000円）0.5H 1.0H  〈WB93〉

材質：樹脂（ABS）　 設定 除く“W×B”
※受信感度につきましては、使用エリアや状況によって低下することがあります。
※塗装済設定色：スーパーホワイトⅡ〈040〉、ホワイトパールクリスタルシャイン

〈070〉、シルバーメタリック〈1F7〉、ブラックマイカ〈209〉、ブルーメタリック
〈8T7〉、オレンジメタリック〈4R8〉

315 15インチ アルミホイールセット
1台分 48,600円（消費税抜き45,000円）2.2H〈WB02〉

MODELLISTA SpinAirⅡ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉　
サイズ：15×5.5J
設定 15インチ ホイール装着車
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。　
※タイヤは標準装備されているものをご使用ください。

スポーティな佇まいに、キラリと輝く気品を纏う。

312 ドアハンドルガーニッシュ
9,720円（消費税抜き9,000円）0.5H〈WB35〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除く“W×B”、1.8S
※運転席のカギ穴部のパーツはありません。

310 310303 319
302

312 314311

304

309 313
312

313

315 315

　Photo：HYBRID G。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。 Bi-Beam LEDヘッドランプ＋コンライト、インテリジェントクリアランスソナーはメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキット、フロントグリル、クールシャインキット、ドアハンドルガーニッシュ、カラードドアミラーアームカバー、トップノットアンテナ、

　　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〉）、マフラーカッター、ローダウンスプリングを装着しています。　

■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。

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 4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。  
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506505504503

 架装部位

516

503 フロントスポイラー（LED付）
塗装済 83,160円（消費税抜き77,000円）2.0H 〈VA11〉

素　地 79,920円（消費税抜き74,000円）2.0H 4.5H  〈VB11〉

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40mmプラス
設定 “W×B”、除くロアグリル（ 007 ）、フロントバンパー
ガーニッシュ（サイド・メッキ）（ 008 ）、バンパー
プロテクター（ 055 ）付車　

504 フロントスポイラー（LEDなし）
塗装済 45,360円（消費税抜き42,000円）1.0H 〈VA12〉

素　地 42,120円（消費税抜き39,000円）1.0H 4.5H  〈VB12〉

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40mmプラス
設定 “W×B”、除くロアグリル（ 007 ）、フロントバンパー
ガーニッシュ（サイド・メッキ）（ 008 ）、バンパー
プロテクター（ 055 ）付車

505 リヤバンパースポイラー
塗装済 60,480円（消費税抜き56,000円）“W×B” 1.1H 〈VA31〉、 除く“W×B” 1.0H 〈VA32〉
素　地 57,240円（消費税抜き53,000円）“W×B” 1.1H 4.5H  〈VB31〉、 

除く“W×B” 1.0H 4.5H  〈VB32〉

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10mmプラス（除く“W×B”）
設定 除くマッドガード（ 088 ）、リヤフォグランプ（ 097 ）付車

501  エアロパーツセット（LED付）

502  エアロパーツセット（LEDなし）

設定 "W×B"、除くロアグリル（ 007 ）、フロントバンパーガーニッシュ（サイド・メッキ）（ 008 ）、バンパープロテクター（ 055 ）、マッドガード（ 088 ）、リヤフォグランプ（ 097 ）付車

設定 "W×B"、除くロアグリル（ 007 ）、フロントバンパーガーニッシュ（サイド・メッキ）（ 008 ）、バンパープロテクター（ 055 ）、マッドガード（ 088 ）、リヤフォグランプ（ 097 ）付車

AERO PARTS SET

［お得なセット価格］　塗装済 129,600円（消費税抜き120,000円）3.1H〈VA01〉　素　地 123,120円（消費税抜き114,000円）3.1H 8.0H   〈VB1U〉

［お得なセット価格］　塗装済 91,800円（消費税抜き85,000円）2.1H〈VA02〉　素　地 85,320円（消費税抜き79,000円）2.1H 8.0H  〈VB2U〉

 503 ＋ 505  のセット

 504 ＋ 505  のセット

※ON/OFFスイッチはございません（LEDはイグニッションONで常時点灯）。 ※本製品にLEDを追加することはできません。

アグレッシブな煌めきが、クールな走りに躍動を与える。
Photo：1.5 G“W×B”。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。シート色のホワイトはメーカーオプション。
エアロパーツセット（LED付）、フロントグリル、サイドガーニッシュ、バックドアガーニッシュ、16インチ アルミホイール「TRD TF4A」&タイヤセット、ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）、
TRDスポルティーボサスペンション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。

505

508

507
507

510
503

506

510

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

070 ホワイトパール
クリスタルシャイン 221ブラックマイカ209 ブラッキッシュアゲハ

ガラスフレーク（“ W×B”専用色）

LED付　 LEDなし ガンメタリック

ブラックマイカ

516

516

516

10



512511510509507

508

511 16インチ アルミホイール
「TRD SP1」&タイヤセット＊1

１台分 183,600円（消費税抜き170,000円）0.5H〈VD62〉

ホイール：TRD SP1　タイヤ：グッドイヤータイヤ「EAGLE LS EXE」
サイズ:16×6.0J＆195/50R16  
 設定 除くキー付ホイールナット（ 083 ）付車 

509 ハイレスポンスマフラーVer.S
1台分 68,040円（消費税抜き63,000円）0.5H〈VC11〉

材質：ステンレススチール
設定 1.8S“W×B”、1.8S　

510 16インチ アルミホイール
「TRD TF4A」&タイヤセット＊1

１台分 205,200円（消費税抜き190,000円）0.5H〈VD61〉

ホイール：TRD TF4A
タイヤ：グッドイヤータイヤ「EAGLE LS EXE」
色：ダイヤモンドカットシルバー
サイズ:16×6.0J＆195/50R16
 設定 除くキー付ホイールナット（ 083 ）付車 

508 バックドアガーニッシュ
9,720円（消費税抜き9,000円）

除く1.8S、1.5G“W×B”（4WD車）0.4H〈VAL2〉
1.8S、1.5G“W×B”（4WD車）0.5H〈VAL3〉　材質：樹脂（ハイボスカル）

507 サイドガーニッシュ
18,360円（消費税抜き17,000円）1.0H〈VAG2〉
材質：樹脂（ハイボスカル）

506 フロントグリル
塗装済 39,960円（消費税抜き37,000円）1.0H 〈VA51〉

素　地 36,720円（消費税抜き34,000円）1.0H 3.0H  〈VB51〉

ガンメタリック塗装済 39,960円（消費税抜き37,000円）1.0H〈VA52〉

材質：樹脂（PPE）　 設定 除くフロントグリルガーニッシュ（ブラック）（ 002 ）付車 
※ 装着により車両マークは無くなります。

＊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.タイヤは標準装備されているものをご使用ください。
※1.8Sは“VALVE MATIC”エンブレム、1.5G“W×B”（4WD車）は
“4WD”エンブレムを外しての装着となります。 ※写真の色や照度は実際とは異なります。

512 16インチ アルミホイール
「TRD TF4A」&ナットセット＊1＊2

１台分 124,956円（消費税抜き115,700円）2.2H〈VRBU〉

ホイール：TRD TF4A
色：ダイヤモンドカットシルバー　サイズ:16×6.0J
設定 “W×B”（2WD車）、16インチアルミホイール（メーカー
オプション）付車、除くキー付ホイールナット（ 083 ）付車 

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

■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）̓18年 4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。 11



発光範囲 フロントパーソナルランプ

装着後 装着前

面発光タイプLED 標準ハロゲンバルブ

木目調 ヘアライン調

ラゲージルームランプ

❾ ❿
Rear

2WD車用 10点セット（❶〜❿）
4WD車用   8点セット（❶〜❺、❽〜❿）

装着部位

317  LEDルームランプセット（面発光タイプ）
34,560円（消費税抜き32,000円）0.5H〈WB71〉

レンズ全面がムラなく光る面発光タイプのLEDルームランプ。広範囲
に明るく照らし、室内の視認性が向上します。
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）のセット。
※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。　

318  ラゲージLED
24,840円（消費税抜き23,000円）1.2H〈WB74〉

バックドアの開閉と連動して光るLEDを3灯搭載し、明るさを3段階に
調整可能です。　※照射部の写真は当該車両と異なります。

319  マフラーカッター
20,520円（消費税抜き19,000円）0.4H〈WB11〉

サイズ：φ68mm デュアル　 設定 除く1.8S

320  ローダウンスプリング
１台分 31,320円（消費税抜き29,000円）4.4H〈WB21〉
車高：約20mmローダウン　 設定 除く4WD車、MT車

316  インテリアパネルセット
2WD車用 29,160円（消費税抜き27,000円）0.7H

木目調〈WB41〉、 ヘアライン調〈WB42〉

材質： 【木目調】樹脂（アクリル）、10点セット
　　  【ヘアライン調】樹脂（ABS）、10点セット　
設定 “W×B”、 1.8S、 HYBRID G、 1.5G

4WD車用 25,920円（消費税抜き24,000円）0.6H

木目調〈WB43〉、ヘアライン調〈WB44〉
材質：【木目調】樹脂（アクリル）、8点セット
        【ヘアライン調】樹脂（ABS）、8点セット　
設定 “W×B”、  1.5G   ※写真はカローラ アクシオです。

※写真は木目調（2WD車用）を装着しています。

316

317

319

318

320

照射イメージ照射部

※写真の色や照度は実際とは異なります。

フロントパーソナルランプ／ルームランプ

❶ ❷

❺
❻

❸

❼

❹

❽

■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）̓18年 4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。  
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ヘアライン調

＊1.1台分ご注文時、専用ホイールナットが1台分付属します。　＊2.タイヤは標準装備されているものをご使用ください。

513  TRDスポルティーボサスペンションセット
99,360円（消費税抜き92,000円）4.4H〈VC3U〉
運動性能向上と快適な乗り心地を高次元で両立したスポーツサスペ
ンションです。地上高：1.8L車 フロント約20mm リヤ約15mmダウン、
1.5L車 フロント約15mm リヤ約15mmダウン
内容：ショックアブソーバーセット、コイルスプリングセット  
設定 除くMT車、 4WD車

514  フロントスタビライザーセット
60,480円（消費税抜き56,000円）3.0H〈VCC1〉  
コーナーでの車両傾きをコントロールすることで安定したコーナリング
が可能です。　設定 除くMT車、 4WD車

515  ドアスタビライザー 
１台分32,400円（消費税抜き30,000円）0.8H〈VC54〉  
ドアストライカー部分の隙にスペーサーを入れ、隙間を埋めること
で、ステアリング操作時の車両の応答遅れを低減。クイックなレスポ
ンスに仕上げます。　材質：スチール、樹脂

516  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、非点灯時の表情をすっきりとスタ
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〈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。

518  フューエルキャップガーニッシュ
1,080円（消費税抜き1,000円）0.2H〈VC26〉  
給油キャップに貼り付けるだけで簡単にドレスアップが可能です。

519  本革シフトノブ（AT車用  左右非対称）

10,584円（消費税抜き9,800円）0.1H〈VC71〉

TRDオーナメント付。 材質：本革 　設定  AT車

520  本革シフトノブ（AT車用 /MT車用  球型）
AT車用  10,800円（消費税抜き10,000円）0.1H〈VC72〉  

MT車用 11,880円（消費税抜き11,000円）0.2H〈VC73〉  

アルミ部に熱が加わっても操作しやすいデザインを採用。アルミ部TRDロゴ
入り。イタリアmomo社製。　材質：トップ部／アルミニウム、表皮／本革

521  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〉

TRDロゴ入りの赤いボタンがインテリアにアクセントを与えます。
設定 スマートエントリー＆スタートシステム（標準装備・メーカーオプション）付車

522  スマートキーケース
2,700円（消費税抜き2,500円）〈VCJ2〉  

スマートキー専用のカーボン調キーケースです。TRDロゴ入り。
設定 スマートエントリー＆スタートシステム（標準装備・メーカーオプション）付車

523 15インチ  アルミホイール
「KYOHO SMACK LAVINE」＆ナットセット＊1＊2

１台分54,000円（消費税抜き50,000円）2.2H〈VR5A〉
サイズ:15×5.5J　 設定 除く“ W×B”（2WD車）、16インチアルミホイール

（メーカーオプション）、キー付ホイールナット（ 083 ）付車 

524 15インチ  アルミホイール
「weds RIZLEY ZM」＆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〉
サイズ:15×5.5J　 設定 除く“ W×B”（2WD車）、16インチアルミホイール

（メーカーオプション）、キー付ホイールナット（ 083 ）付車 

525 15インチ  アルミホイール
「weds VELVA SPORT」＆ナットセット＊1＊2

１台分 43,200円（消費税抜き40,000円）2.2H〈VR5C〉
サイズ:15×5.5J　 設定 除く“ W×B”（2WD車）、16インチアルミホイール

（メーカーオプション）、キー付ホイールナット（ 083 ）付車 

523 524 525

000

000

521

519

517

515

513

522

520

518

516

514

AT車用 MT車用

TRD PARTS

SELECTION

ハイブリッド車用 ガソリン車用

装着前 装着後

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

■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）̓18年 4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。 13



隠したい荷物はコレでカバー
016  トノカバー
24,840円（消費税抜き23,000円）〈F7J7〉
荷室を隠すとともに、取り外しもできるカバーです。折りたたんで
デッキボードに収納可能。
色：ブラック　

濡れた荷物でも気にせず収納できる
017  ラゲージソフトトレイ
10,800円（消費税抜き10,000円）〈J0A9〉
撥水・防水機能に優れた、軽量で柔軟性のある生地を使用。濡れ
た荷物や汚れ物も気にせず収納できるトレイです。さらに脱着も
簡単で、 丸めてコンパクトなサイズにもできます。 水滴の車内
落下を防ぐ外周縁付。 滑り止め防止。 車名ロゴ入り。
材質：ポリエステル 　
※写真は当該車両とは異なります。

荷物の積み降ろしも傷つきを防止してくれるから安心
018  リヤバンパーステップガード
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈Q1A0〉
リヤビューをさりげなく演出し、荷物の積み降ろし時のバンパース
テップの傷つきも防止します。車名ロゴ入り。
材質：ステンレススチール   
 設定 除くプロテクションフィルム（リヤバンパー）付車
※写真は当該車両とは異なります。

017 018

016

OUTDOOR  

レジャーやお出かけに
大活躍！（  　　　）［お得なセット価格］ 

47,520円（消費税込み） ▶42,660 円（消費税抜き39,500円）0.3H〈CENU〉　　

015 アクティブサポートパッケージ 　 　

 設定 除くプロテクションフィルム（リヤバンパー）付車

 016  ＋ 017  ＋ 018   のセット

荷物を隠してくれて
安心！

積み降ろし時の
傷つきを防止！

汚れモノや濡れたモノ
でも大丈夫！

撥水イメージ

RECOMMENDED  ITEM 

RECOMMENDED  ITEM 
RECOMMENDED  ITEM 

RECOMMENDED  ITEM 

ロゴアップ
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025

028

025  ラゲージトレイ
15,120円（消費税抜き14,000円）〈i8B0〉
濡れ物や汚れ物も気にせずに収納できる樹脂製の防水トレイ。
取り外しも簡単で、丸洗いもできます。車名ロゴ入り。
材質：樹脂（軟質オレフィン）
※写真は当該車両とは異なります。

026  トランクマット（カーペットタイプ）
7,560円（消費税抜き7,000円）〈A2A0〉
トランクルームをキズや汚れから守るカーペットマット。
ベーシックで扱いやすく、水洗いも可能です。
材質：ポリプロピレン
※写真は当該車両とは異なります。

027  ロングラゲージマット
16,200円（消費税抜き15,000円）〈A2E0〉
大きな荷物も、ペットとのドライブも、ワイドに使えるマット。
濡れた荷物の収納にも便利な防水加工を施しています。
使用シーンに合わせて3タイプの使い方ができます。車名ロゴ入り。
材質：表面/ポリエステルメッシュ　裏面/樹脂（ポリ塩化ビニル）
※写真は当該車両とは異なります。

028  ロングラゲージマット（リヤバンパープロテクト機能付）
17,280円（消費税抜き16,000円）〈J0H3〉
リヤバンパー部への傷つきを防止するプロテクター付で荷物を載せる際も安心です。
表面は撥水仕様。　
材質：ポリエステル（撥水加工）＋ポリウレタンフィルム
＋ニット（天竺）（3層ラミネート構造）
※写真は当該車両とは異なります。

019  システムラック・ベースラック（ルーフレールタイプ）
27,000円（消費税抜き25,000円）〈N9A0〉
サイズ：L110×W1,105×H95mm　本体重量：5.0kg　許容積載重量：55kg（含むアタッチメントの重量）
材質：［本体］スチール、［バー］スチール、樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定 ルーフレール（メーカーオプション）付車、 除く“W×B”、 カーカバー（防炎タイプ）付車

020  スキー＆スノーボードアタッチメント
21,600円（消費税抜き20,000円）〈N9C0〉
サイズ：L75×W815×H130mm　本体重量：3.0kg　
材質：［アーム部］アルミニウム、［クッション］合成ラバー（EPDM）

021  サーフボードアタッチメント
17,280円（消費税抜き16,000円）〈N9C2〉
サイズ：L150×W195＋積載物×H75mm　本体重量：3.2kg　
材質：スチール、樹脂（ポリプロピレン）

022  ルーフボックス
92,880円（消費税抜き86,000円）〈N9C3〉
サイズ：L2,035×W860×H310mm　本体重量：19kg　許容積載重量：40kg
材質：［ボックス部］樹脂（ポリプロピレン）、［カバー部］樹脂（ABS）

023  アルミラックアタッチメント
39,420円（消費税抜き36,500円）〈N9C4〉
サイズ：L1,185×W830×H85mm　本体重量：6.6kg　
許容積載重量：40kg　材質：アルミニウム

024  サイクルアタッチメント
32,400円（消費税抜き30,000円）〈N9C1〉
サイズ：L1,475×W235×H820mm　本体重量：6.6kg　材質：アルミニウム

※スキー、スノーボード、自転車、サーフボードの種類によっては積載できない場合があります。

022

019

023

026

021020

024

027

 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）’17年10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。

プロテクター使用時
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イメージ図

030

031 032

029

ズボンの
すそが濡れ
にくい
段差構造

フロアに
水がこぼれ
にくい
約40mm
の縁高形状

約40mm

029  フロアマット（“Ｗ×Ｂ”専用）★1

1台分31,320円（消費税抜き29,000円）〈A0FT〉
モノトーンスタイルにマッチした、“ W×B”専用の上質なフロアマットで
す。デザインのアクセントとなる“ W×B”のメタルネームもポイント。
さらに、抗ウィルス・抗アレルゲン・抗菌・消臭・防ダニのうれしい5つの
機能“PENTAGON STAR5®”を備えています。
色:ブラック　材質:ポリプロピレン　設定 “W×B”

030  フロアマット（ラグジュアリータイプ）★1

1台分29,160円（消費税抜き27,000円）〈A0FG〉
足元に華やかさを添える、毛足の長い上質なフロアマットです。車名
ロゴはメタルネーム仕様。また、抗ウィルス・抗アレルゲン・抗菌・消臭・
防ダニのうれしい5つの機能“PENTAGON STAR5®”を備えているのも
魅力です。　色:ブラック　材質:ポリプロピレン　設定 除く“W×B”

031  フロアマット（デラックスタイプ）★1

1台分21,600円（消費税抜き20,000円）〈A0GC〉
高密度で豊かな質感に仕上げた飽きのこないデザインです。車名ロゴ
は刺繍ネーム仕様。　色：グレー　材質：ポリプロピレン

032  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）9,180円（消費税抜き8,500円）〈A2J6〉
縁高&車両専用形状でフロアへの水や汚れの浸入を防ぎ、車内を清
潔に保ちます。
色：ブラック　材質：合成ラバー（SBR）

Photo：1.5G（2WD・CVT）。フロアマット（ラグジュアリータイプ）、革調シートカバー、革巻きステアリング、革巻きシフトノブを装着しています。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。

FLOOR MAT

回転ノブ
取り付け部位

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。

“PENTAGON STAR5®”は東京大学先端研と（株）富士通研究所が
共同開発した“光触媒チタンアパタイト”をカーペットに取り入れています。

※日本特許3697608号を取得。 ※“PENTAGON STAR5®”はヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。

★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。　

※写真は当該車両用の商品とは異なります。

助手席用 運転席用
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033

035

非点灯状態点灯状態

商品部位

000

037  インテリアイルミネーション（2モードタイプ・ホワイト）
16,200円（消費税抜き15,000円）1.4H〈B9B4〉＋〈B905〉＊1

やわらかなホワイトの灯りがフロントシート、リヤシートの足元を照らす2モード
タイプのイルミネーション。 ドアオープンに連動して点灯し、 ドアクローズ後は
ゆっくりと減光します。夜間はスモールランプに連動し、足元を淡く照らします。
※写真はカローラ アクシオです。

038  スピーカーイルミネーション
32,400円（消費税抜き30,000円）2.1H〈DHKU〉＋〈B905〉＊1

スモールランプに連動し、フロントドアのスピーカーまわりをホワイトに
彩り、夜間のドライブをスタイリッシュに演出します。 
材質：蒸着カバー/樹脂（PC）  ベース/樹脂（ABS）

037＋038  同時装着時

46,440円（消費税抜き43,000円）3.4H〈B9B4〉＋〈DHKU〉＋〈B905〉＊1

039  センターコンソールイルミネーション
10,800円（消費税抜き10,000円）0.9H〈B4BS〉
スモールランプに連動し、センターコンソールまわりを間接的に照らし
室内のムードを高めます。　材質：灯体/樹脂（ABS）＋アクリル

040  エントリーライト
12,960円（消費税抜き12,000円）1.7H〈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。

041  ウェルカムライト（運転席・助手席側）
25,920円（消費税抜き24,000円）2.3H〈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。　
※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。
※ボディカラーはブルーメタリック〈8T7〉です。

042   ナンバーフレームイルミネーション（フロント）
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付車 1.2H〈G1L6〉  

インテリジェントクリアランスソナー無車 0.8H〈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・消灯はスモールランプに
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（デラックス/フロント、ベーシック/フロント）、
字光式ナンバープレート付車

042

040

038

037

041

039

ライト点灯時 ドア開閉時

033  革調シートカバー★2

1台分69,120円（消費税抜き64,000円）

ガソリン車 1.2H〈A8A1〉　ハイブリッド車 1.3H〈A8A4〉

高級感あふれる革調シートカバー。ダブルステッチや切り替えしを施し、
細部にこだわった一品です。　色：ブラック　材質：ポリ塩化ビニル
設定 除く“W×B”シート色 /ホワイト（メーカーオプション）付車

034  革巻きステアリング
27,000円（消費税抜き25,000円）1.2H〈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 HYBRID、1.5G、1.5X
※商品はステアリング部のみです。ホーンパッドやステアリングスイッチは含みません。

035  革巻きシフトノブ
8,640円（消費税抜き8,000円）〈B7E2〉
本革とスモークブラック調加飾を組み合わせ、室内の上質感を高めます。
設定 HYBRID、1.5G（CVT車）、1.5X（CVT車）

036  スカッフプレート（ステンレス）
フロント左右/2枚  10,800円（消費税抜き10,000円）0.3H〈G1DU〉
乗降時の足元をシンプルにドレスアップ。ステップへの傷つきも防止し
ます。車名ロゴ入り。　材質：ステンレススチール

036

INTERIOR DRESS UP  

ILLUMINATION  

SRS SIDE AIRBAG 対応★3

★2.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。 ★3.カローラ フィールダー
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。

＊1. 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・ホワイト）、スピーカーイルミネーション同時装着時はスイッチ
を共有化しています。　※写真の色や照度は実際とは異なります。　

034

 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）’17年10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。
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撮影 or 他車流用

外蓋オープン時 アームレスト（スライド時）

045

048

044

046

049

043  IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・バックガラス）
21,600円（消費税抜き20,000円）2.1H 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　設定 除く電子インナーミラー付車
※バックガラス部のフィルムは2枚組となります。

044  コンソールボックス（アームレスト付）
10,800円（消費税抜き10,000円）0.2H〈K7K5〉
アームレストにスライド機能が付いたコンソールです。
材質：アッパー部/樹脂（ABS）＋ファブリック表皮巻き、 
アンダー部/樹脂（ポリプロピレン）
設定 HYBRID、1.5G（MT車）、1.5X
※お客様のシートポジションによってアームレストに肘がかからない場合があります。

045  コンソールボックスセパレーター
5,400円（消費税抜き5,000円）〈E7K1〉
コンソール内に装着する仕切りのある便利な薄型トレイ。手元に置きた
い携帯電話やカード、コインなどの収納に便利です。ボックス内に脱着
式セパレーター付。　
色：ブラック　材質：ボックス/樹脂（ABS）　マット/合成ラバー（EPDM）

046  インパネボックスセパレーター
6,480円（消費税抜き6,000円）0.3H〈D1CU〉
助手席の大型アッパーボックス内を上下に区切る2段式トレイ。小物の
収納に便利です。滑り止めゴムマット敷きで異音や傷つきを防止します。
色：ブラック　材質：本体/樹脂（ABS）、マット/合成ラバー（EPDM）
サイズ：L170×W300×H65mm
設定 除くドライブレコーダー［別体型］（販売店装着オプション）付車

047   リヤシートアンダーボックス
10,800円（消費税抜き10,000円）0.2H〈J0M1〉
日頃置き場所に困る傘などの収納に便利です。　色：ブラック 
材質：本体/樹脂（ポリ塩化ビニル）、プラスチックボード、 ロック部/マグネット　
収納サイズ：L60×W970×H150mm　設定 ガソリン車（除く4WD車）
※写真は当該車両とは異なります。

048  サンシェード
14,040円（消費税抜き13,000円）〈H2B1〉
駐車中の日射を緩和し、運転席まわりの不快な温度上昇を軽減します。
フロントガラス、フロントドアガラスをぴったりと覆う3枚セット。難燃性・
耐光性を考慮し、コンパクトに収納できます。　材質：ポリエステル
※写真は当該車両とは異なります。

049  リヤウインドゥシェード
11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H〈H5DU〉
車内へ差し込む光を軽減し、風を通すためアウトドアでも快適に過ごせ
ます。リヤドアガラスに取り付ける2枚セット。
材質:シェード生地 /ポリエステル　ホルダー/樹脂（ABS）
※走行中は窓を開けて使用しないでください。

047

COMFORT  

オープン時クローズ時

透過率 約87％（クリア）  約35％（スモーク）

約99％カット

約74％カット（クリア）  

約53％カット（スモーク）

紫外線

赤外線

IR（赤外線）カット
フィルム貼付位置

   IR（赤外線） カットフィルム
（リヤサイド・バックガラス）

043

赤外線をカットし、直射日光による
肌への不快なジリジリ感を緩和します。

日焼けやシミの原因となる紫外線を抑え、
女性やお子様のお肌を守ります。

車内の温度上昇を抑え、
エアコンの効率がアップします。

POINT 1

POINT 2

POINT 3

※写真のフィルムはクリア。
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※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。

ウイルス

カビ菌

ニオイ

アレル
物質

イメージ図

050

ラゲージルームランプ

装着後 装着前

053

■装着箇所

モード設定は2パターンプッシュ式の簡単切換
モード設定は2段階で可能

 風量Lo 風量Hi OFF

050  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〉
色：グレー
設定 除くLEDバルブセット付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。　※写真は当該車両とは異なります。

051  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。    ※写真はカローラ アクシオです。

052  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止。
車名ロゴ入り。　
材質：ウレタン
設定 除くリヤバンパーステップガード付車　
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。

053  LEDバルブセット
15,120円（消費税抜き14,000円）0.2H〈B9DA〉
標準装備のバルブを高輝度白色LEDに交換することで、室内をより
明るく照射します。
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。
※フロントパーソナルランプとルームランプの写真は、カローラ アクシオです。

モード切替
スイッチ

吹き出し口

ルームランプ
スイッチ

051 052

プラズマクラスター搭載
LEDルームランプ

050

 
プラズマクラスターで
車内を快適空間に 
LEDルームランプで
明るい室内
■ 省電力で明るさは約2 倍
■ 純正らしいすっきりした見栄え

POINT 1

POINT 2

車名ロゴ

プロテクションフィルムプロテクションフィルム

フロントパーソナルランプ / ルームランプ

 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）’17年10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。
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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

運転サポート
便利なアイテムで日々の運転を快適に。

同乗者サポート
一緒に乗る人も快適に過ごせるように。

どっちもサポート
運転者も、同乗者もうれしい。詳しくはこちらをご覧ください。

▲
https://toyota.jp/sapotoyo/

054

カラーと日本語表記で
感覚的に分かりやすい！

055 バンパープロテクター
1台分（4個入） 9,720円（消費税抜き9,000円）0.7H〈Q6G0〉

こすりやすいフロント・リヤのコーナー部を保護します。
色：ホワイト、シルバー、ブラック、レッド、ブルー　材質：樹脂（TPE）
設定 除くフロントバンパーガーニッシュ（サイド・メッキ）付車

056 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・背中への負担をやわらげます。
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
取付位置：運転席　　
※写真は当該車両とは異なります。
★1.カローラ フィールダーは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
バッグ対応純正用品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。

055

■写真はHYBRID G。

056

エクスジェル部
イメージ図

SRS SIDE AIRBAG 対応★1

※エクスジェル ® は
株式会社加地の登録
商標です。

装着前

装着後
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054 ひと目でスイッチラベル
2,160円（消費税抜き2,000円）0.6H〈C3J6〉

見やすい配色と日本語が表記されたラベルを、ヒーターコントロール
パネルに装着することで、エアコンスイッチの操作性をひと目で分か
りやすく向上させます。
設定 除く1.5X
※写真はカローラ アクシオです。

便利なアイテムで日々の運転を快適に。

RECOMMENDED  ITEM 



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

運転サポート
便利なアイテムで日々の運転を快適に。

同乗者サポート
一緒に乗る人も快適に過ごせるように。

どっちもサポート
運転者も、同乗者もうれしい。詳しくはこちらをご覧ください。

▲

https://toyota.jp/sapotoyo/

058

058 電子インナーミラー＊1 
59,400円（消費税抜き55,000円）2.0H〈B4GA〉

バックドアガラス内側に取り付けたカメラからの画像をインナーミラーに
表示。デジタル補正で視認性が向上したインナーミラー。後方視野角が
広く、後席に同乗者がいても後方を確認しやすく安心です。
色：【カメラカバー】ブラック　材質（ミラー部）：【本体】樹脂（ASA）　【表示面】ガラス

【シャフト】アルミニウム＋塗装　サイズ：【ミラー】L68.7×W267×H75.4mm
設定 除くIR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・バックガラス）付車
※写真は当該車両とは異なります。

注意
電子インナーミラーにも死角はあります。特に後退の際は直接後方をご確認ください。

非装着時

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

カメラ部

非装着時

約40°約20°

 インナーミラーで確認できる視野
 電子インナーミラーで確認できる視野

 インナーミラーで確認できる視野
 電子インナーミラーで確認できる視野

＊1. バックドアガラスが曇っていたり汚れている場合は、デフォッガー、リヤワイパーとご併用ください。　
※切替ノブにてOFFにすると、通常のミラーとしてもご使用いただけます。　※LED光源を使用した照明や電光掲示板などが映った時は、
映像がちらつく場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。　※通常のミラーとの見え方の違いにより、目が疲れたり、対象物の
大きさが異なって見える場合があります。
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

運転サポート

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）̓17年10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。   

059

057 後方確認セット  058＋059  のセット

63,720 円（消費税抜き59,000円）2.3H〈DHFU〉

設定 除くIR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・バックガラス）付車

詳しくは
こちらを
Check！

059 後席確認ミラー
4,320円（消費税抜き4,000円）0.3H 〈B4GB〉

インナーミラーでは見づらい後席の同乗者を目視できる、後席確認
専用のミラーです。ミラーは角度調整可能。電子インナーミラー使用時
におすすめです。
色［ライトグレー］：除く“W×B”、［ブラック］：“W×B”
材質：【本体】樹脂（ABS）　【ミラー】アクリル
注意

後席確認ミラーは、走行中に使用しないでください。走行中に使用するとわき見運転
となり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
※写真は当該車両とは異なります。



❼

❺

❷

❻

❶

❹❸

セット内容
❶ ワンタッチ便器（1個）＊
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

063 064

柔らかく
握りやすい

身体の向きを
簡単に変えられる

▶
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063 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、腰まわり
を圧迫しません。　
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　※写真は当該車両とは異なります。

064 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異なります。
※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
＊ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

061

062

061 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
※写真は当該車両とは異なります。

062 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、リヤ左右席
※写真は当該車両とは異なります。

一緒に乗る人も快適に過ごせるように。

運転者も、同乗者もうれしい。 どっちもサポート

少しの“プラス”で、
ラクになる

［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〉　　

060 安心ドライブパッケージ 　 　 061  ＋ 062  のセット

RECOMMENDED  ITEM 

RECOMMENDED  ITEM 

RECOMMENDED  ITEM 



※FINE REVOは
アイシン精機株式会社の
登録商品です。
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067 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：リヤ左右席（アシストグリップ）

設定 リヤアシストグリップ付車
※写真は当該車両とは異なります。

068 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〉

パッドが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。
パッドはお好みの位置に上下スライドできます。
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　取付位置：リヤ左右席
※写真は当該車両とは異なります。

069 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、リヤ左右席
※写真は当該車両とは異なります。

067

068 069

 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。  

065
065 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　収納：1本
※写真は当該車両とは異なります。

同乗者サポート

066 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〉

シートへの乗り降りをサポートし、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。
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
※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。

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）̓17年10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。   

066

  AUDIO VISUAL & NAVIGATION  CATALOGUE参照

・ バックガイドモニターについては

他にも充実！
「運転サポート」アイテム　 ※画面はイメージです。

カメラが映し出す映像は当該車両とは異なります。

詳しくは
こちらを
Check！



   20～
50cm 

2
0 c m  

   20～50cm
 

2 0 cm
  

約20cmで ピー（連続音）

約20～50cmで ピッピッピッ（断続音）「左後ろです」

   25～
50c m 

2
5 c m  

   25～60cm
 

2 5 cm
  

約25cmで ピー（連続音）

約25～60cmで ピッピッピッ（断続音）

無段階調節可能

装着時 非装着時

★サポトヨプラスについて詳しくは  P20～23参照

ホワイト

使用時 伸長時収納時 収縮時

シルバー ブラック

センサーフェイス部

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

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

077

075

070 071

076

■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。

072 073

074

インジケーター部（インパネ上）
※ボイス4センサーのみ
※写真は当該車両とは
異なります。

070 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付車 1.6H〈K2F0〉

インテリジェントクリアランスソナー無車 1.2H〈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のフェンダーランプです。　ポールの長さ：約400mm
設定 除くコーナーセンサー（ボイス４センサー、フロント左右）付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。   ※写真はカローラ アクシオです。   

071 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）

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.2H〈K2J0〉

インテリジェントクリアランスソナー無車 0.8H〈K2J1〉

ドライバーの見やすい高さに無段階で手動調整可能。 スモールランプに
連動してポールの先端がブルーに点灯します。
ポールの長さ：約320～410mm
※写真の色や照度は実際とは異なります。　※写真はカローラ アクシオです。   

072 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〉

バンパーの角に配置した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、アラームでドライバーに知らせます。専用イン
ジケーターを設置。
色（センサーフェイス部）：ホワイト、シルバー、ブラック
設定 除くフェンダーランプ（電動リモコン伸縮式・フロントオート）、
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

■ コーナーセンサー（フロント左右・リヤ左右）
バンパーの角に配置した超音波センサーが障害物
との距離を検知し、距離に応じてアラーム音の間隔が変わることで
ドライバーに知らせます（ボイスタイプではありません）。
色：（センサーフェイス部）：ホワイト、シルバー、ブラック

073 フロント左右
30,240円（消費税抜き28,000円）1.4H〈K2BU〉

設定 除くフェンダーランプ（電動リモコン伸縮式・フロントオート）、
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

074 リヤ左右
30,240円（消費税抜き28,000円）1.1H〈K2CU〉

設定 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

075 オートリトラクタブルミラー
14,040円（消費税抜き13,000円）0.4H〈K8L0〉

ドアのロック・アンロックに連動してドアミラーが格納・復帰。乗降時の
ミラー操作の手間が省けて便利です。
設定 HYBRID、1.5X   　※写真は当該車両とは異なります。 

076 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〉

ミラー表面に親水処理を行い、雨天時の視認性を向上。太陽光により
親水性の回復および自己回復機能が持続します。
※写真は当該車両とは異なります。 

077 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）

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）

★

★

★

★

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）
HYBRID G “W×B”、

HYBRID G、
1.8S“W×B”、1.8S

1.5G
“W×B”  1.5G HYBRID  1.5X 取付

時間
 追工
コード

付車 無車

スマート
エントリー＆
スタートシス
テム付車

○ ○ ー ○
（２ＷＤ・ＣＶＴ）

○
（２ＷＤ・ＣＶＴ） ー ー 0.7H 〈DLSU〉

○ ー ○ ○
（4ＷＤ）

○
（4ＷＤ） ー ー 1.6H 〈DLTU〉

ー ○ ○ ○
（4ＷＤ）

○
（4ＷＤ） ー ー 1.2H 〈DLUU〉

スマート
エントリー＆
スタートシス
テム　無車

○ ○ ー ー ○
（２ＷＤ・ＣＶＴ） ー ○

（２ＷＤ・ＣＶＴ） 0.9H 〈DLPU〉

○ ー ー ー ○
（4ＷＤ） ○ ○

（4ＷＤ） 1.8H 〈DLQU〉

ー ○ ー ー ○
（4ＷＤ） ○ ○

（4ＷＤ） 1.4H 〈DLRU〉



083 084

085 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

086

LEDインジケーター
（インパネ上）

※写真は当該車両とは
異なります。

警告ステッカー
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

SECURITY & SAFETY

081 082

078 オートアラームセット（セルフパワーサイレン付）
079＋080  セット価格 48,600円（消費税抜き45,000円）1.6H〈M6LU〉

スマートエントリー＆スタートシステムおよびワイヤレスドアロックリモート
コントロールに連動して、自動的に盗難警報システムをON/OFFします。車両
バッテリーが外された際や、ホーン配線が切られたときでも異常を検知した
際にはバッテリー内蔵サイレンが警報します。LEDインジケーター付。
T-Connectナビ（販売店装着オプション）DCMパッケージ装着車の場合、
マイカーSecurity対応のオートアラーム機能がご利用いただけます。

079 オートアラーム（ベースキット・多重）
32,400円（消費税抜き30,000円）1.0H〈M6K8〉

080 オートアラーム（セルフパワーサイレン）
16,200円（消費税抜き15,000円）0.7H〈M6K4〉

設定 オートアラーム（ベースキット・多重）付車

＊1. T-Connectナビ（販売店装着オプション）DCMパッケージの装着が必要です。DCMを
ご利用の場合、基本利用料は初年度無料、2年目以降12,960円／年（税込み）となります。

異常検知機能  警報
ドア

こじ開け
室内
侵入

車両バッテリー ハザード
点滅 ホーン 通知 サイレン外し 再装着

078
マイカー Security ＊1＋
オートアラームセット

（セルフパワーサイレン付）
○

○
（ガラス

割れ）
○ ○ ○ ○

○
（メールおよび

電話へ）
○

078 オートアラームセット
（セルフパワーサイレン付） ○

○
（ガラス

割れ）
○ ○ ○ ○ × ○

079
マイカー Security＊1＋
オートアラーム

（ベースキット・多重）
○

○
（ガラス

割れ）
× ○ ○ ○

○
（メールおよび

電話へ）
×

079 オートアラーム
（ベースキット・多重） ○

○
（ガラス

割れ）
× ○ ○ ○ × ×

■セキュリティ機能比較

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）̓17年10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

081 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＊2。　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（フロント）、字光式ナン
バープレート付車
＊2.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。

082 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＊2。　ナンバーフレーム表面処理：シルバー塗装
設定 除くナンバーフレームイルミネーション（フロント）、字光式ナン
バープレート付車
＊2.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。

083 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）付車

084 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〉

085 三角表示板
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

086 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、必要に応じて補充することをおすすめします。

※写真は説明のために
黒い背景に置いた状
態。実際のステッカーの
地色は透明となります。

●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。

＋さらに安心

079 
オートアラーム
（ベースキット・多重）

抑止機能 LEDインジケーター、警告ステッカー

異常検知機能 
⇒ 警報①

ドアこじ開け、侵入センサー（ガラス割れ）、
バッテリー外し後の再装着
⇒ 車両ホーン、ハザード点滅

080  
オートアラーム
（セルフパワーサイレン）

警報②
車両バッテリーが外された際や、
ホーン配線が切られたときでも異常を検知
した際にはバッテリー内蔵サイレンが警報。

【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。



開閉 開閉
※写真は当該車両とは
異なります。 （インナーケース付）

開

 商品部位

SRS SIDE AIRBAG 対応★2

ダークグレーSRS SIDE AIRBAG 対応★2

ロゴアップ

★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. カローラ フィールダーは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。
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BASIC

090

087 088

092

094 095 096

089

091

093

087 サイドバイザー（RVワイド）
1台分23,760円（消費税抜き22,000円）0.3H〈K0H2〉

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

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

088 マッドガード
1台分19,440円（消費税抜き18,000円）0.5H〈K4BA〉

水や泥、小石の跳ね上がりからアンダーボディを保護します。
色：全ボディカラー対応
設定 除く“W×B”

089 フルシートカバー（撥水タイプ）★1

1台分36,720円（消費税抜き34,000円）

ガソリン車 0.7H〈A6X0〉　ハイブリッド車 0.8H〈A6R4〉

シートを保護する撥水機能を備え、難燃性、耐光性、表面摩擦強度に
優れた素材を採用。車名ロゴ入りタグ付き。
色：ダークグレー　材質：ポリエステル
設定 除く“W×B”シート色 ホワイト（メーカーオプション）付車

090 ハーフシートカバー★ 1

1台分12,960円（消費税抜き12,000円）0.4H〈A7H0〉

シートに高級感とアレンジを加えるレースのカバー。車名ロゴ刺繍入り。　
材質：ポリエステル　※写真は当該車両と異なります。

091 シートエプロン
フロント席（1席分）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
※写真は当該車両とは異なります。

092 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）0.2H〈K6B3〉

ドアの開閉時にエッジをガードします。
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
※ 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・リヤそれぞれ 1セットずつ必要です。

093 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“W×B”、システムラック・ベースラック（ルーフレールタイ
プ）、ルーフレール（メーカーオプション）付車

094 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

095 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。

096 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。



103 ペットシートカバー （2列目用）＊1  　
28,080 円（消費税抜き26,000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

104 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

105 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。　

106 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

107 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

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

カジュアル ナチュラル モダン

チャイルドシートとして使用

カジュアル ナチュラル モダン

チャイルドシートとして使用

カジュアル（最大時） ナチュラル（最小時）

※使用時の写真はすべて当該車両とは異なります。

＊1.本製品は車両シート・フロアの汚れ防止が目的であり、ペットの生命を守るためのものではありません。防水生
地ではありませんので、ペットが汚物やオシッコをした場合には、速やかに拭きとってください。15kg以下の犬を推
奨します。 ＊2.後部座席でのご使用になります。走行時は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。

※写真のリードコードは含まれません。

チャイルドシート装着方法一覧表　　　　　　　　

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）

100  NEO G-Child 
　　baby

シートベルト × ○ ○ 後向き

シートベルト      ▲★2 ○ ○ 前向き

101  NEO G-Child 
　　  ISO leg★1

ISO FIX × ○ × 後向き

ISO FIX × ○ × 前向き

102  ジュニアシート シートベルト      ▲★2 ○ ○ 前向き

■：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

★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。

ブラック

ベージュ

27

100 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

101 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）

102 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

 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。  

WINTER & SNOW

FOR CHILDREN

DOG ITEM

098 099

097

100

102

103

105

107

104

106

101

http://dog.toyota.jp

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）̓17年10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。   

097 リヤフォグランプ
A 29,160円（消費税抜き27,000円）

設定 寒冷地仕様車、除くLEDフォグランプ（販売店装着オプション）付車

B 21,600円（消費税抜き20,000円）

設定 寒冷地仕様車、LEDフォグランプ（販売店装着オプション）付車

霧・降雪など悪天候時に、後続車からの視認性をアップします。

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

099 バイアスロンチェーン
31,320円（消費税抜き29,000円）〈V1B1〉

設定 除く16インチホイール（標準装備・メーカーオプション）付車
32,400円（消費税抜き30,000円）〈V1B1〉

設定 16インチホイール（標準装備・メーカーオプション）付車

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。

インテリジェント
クリアランスソナー付車

ー ー ○ ○ ○ 1.1H 〈KD03〉

インテリジェント
クリアランスソナー無車

ー ー ○ ○ ○ 0.7H 〈KD1D〉

Bi-Beam LEDヘッドランプ
（標準装備・メーカーオプション） “W×B” 1.8S HYBRID G 

1.5G
HYBRID  
1.5X

取付
時間

 追工
コード

インテリジェント
クリアランスソナー付車

○ ○ ー ー ー

1.7H

〈DAGU〉

○ ー ○ ○ ー 〈DAHU〉

ー ー ー ○ ○ 〈DAQU〉

インテリジェント
クリアランスソナー無車

○ ○ ー ー ー

1.3H

〈DARU〉

ー ー ー ○ ○ 〈DASU〉

○ ー ○ ○ ー 〈DAUU〉

A

B



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのカローラ フィールダー 取 扱 店または、下 記へ

ベース車両および純正用品（P.02～05、P.14～27）に関するお問い合わせ先 TRDの商品（P.02、P.10～11、P.13）に関するお問い合わせ先 モデリスタの商品（P.02、P.06～09、P.12）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。　●モデリスタパーツの装着により、ガレージジャッキが指定の位置で使えなくなる場合があります。 あらかじめご了承ください。　●フロントス
ポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあります。　

エアロパーツ
●エアロパーツ（ 301 〜 303 、 501 〜 505 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態
で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。　●エアロパーツ（ 301 〜 303 、 501 〜 505 ）は樹脂（ABS/PPE）製です。樹脂（ABS/PPE）製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。
特に極寒時にはご注意ください。　●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。

アルミホイール/タイヤ
★アルミホイール＆タイヤセット（ 510 、 511 ）およびアルミホイールセット（ 307 、 315 、 512 、 523 〜 525 ）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（ 510 、 511 ）およびアルミホイールセット（ 307 、 315 、 512 、 523 〜 525 ）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（ 319 ）、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。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。

ローダウンスプリング/TRDスポルティーボサスペンションセット
●ローダウンスプリング（ 320 ）、またはTRDスポルティーボサスペンションセット（ 513 ）を装着した場合、乗り心地、操縦安定性の変化や走行中に音が発生したり、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープなどで路面と干渉し易くなります。また、ローダウンスプリング（ 320 ）、TRDスポルティーボサスペンションセット（ 513 ）を装着した際には、アライメント調整をお勧めしますが、タイヤが偏摩耗し易くなる場合
があります。あらかじめご了承ください。　●車両の状態によっては記載の車高ダウンとならない場合があります。

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 ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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 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
http://www.modellista.co.jp

本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります（このカタログの内容は’18年9月現在のもの）。 ボディカラーおよび内装色は 
撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。 特にブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は青、
緑、黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。　ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。　
※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。　商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工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


