
A C C E S S O R I E S  &  C U S T O M I Z E  C A T A L O G U E



スタイルに個性を、インテリアへアクセントを、

アイテムを多彩にセレクト。

さあ 、カローラ スポーツから

新しい楽しみ方が広がります。

R E C O M M E N D E D  I T E M S

P.06
どこまでもアグレッシブに毎日をエンジョイする。

P. 0 8
エレガントで官能的な輝きが新たな魅力を放つ。

P.04
スポーティに研ぎ澄まされた個性がここに際立つ。

M O D E L L I S TA  S E L E C T I O NT R D

M O D E L L I S TA

A C C E S S O R I E S  &  C U S T O M I Z E  C A T A L O G U E
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P. 1 0
ドレスアップシートカバー（消臭・抗菌機能付）

後方確認セット

（ 1  電子インナーミラー＋ 2  後席確認ミラー） P.12
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2

C o n t e n t s
P4

P6

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

MODELL ISTA

T R D

MODELLISTA SELECTION

MODELLISTA SELECTION /  TRD PARTS

I n te r i o r

L u g ga ge  /  I l l u m i n a t i o n

サポトヨプラス
D r i v i n g  S u p p o r t

Co m fo r t  /  S e c u r i t y  &  S a fe t y

B a s i c  /  Wi n te r  I t e m  /  Fo r  C h i l d re n

T - S E L E C T

P.14
後席タブレットホルダー

★

O r i g i n a l  A c c e s s o r y

★サポトヨプラスについて詳しくは  P12～13参照

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。
保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ
認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日（販売した日）
から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が
60,000kmまでとなります。
※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い
合わせください。

T-SELECTは、1年間保証です。

モデリスタパーツ、TRDパーツは、
1年間2万km保証です。
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。

保証について

 1年間2万km保証

 3年間6万km保証
https://toyota.jp/corollasport/customize/

https://www.modellista.co.jp/s/corollasport/

https://www.trdparts.jp/corollasport/

1年間2万km保証

 1年間保証
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302 フロントスポイラー
塗装済58,300円（消費税抜き53,000円）0.8H〈WA03〉

素　地51,700円（消費税抜き47,000円）0.8H 4.0H〈WA04〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
地上高：オリジナルより約25mmダウン
全長：オリジナルより約59mmプラス
※塗り分け部分はガンメタリック〈11BK08〉になります。

303 サイドスカート
塗装済52,800円（消費税抜き48,000円）1.5H〈WA05〉

素　地41,800円（消費税抜き38,000円）1.5H 5.5H〈WA06〉

材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより約37mmダウン
※塗り分け部分はガンメタリック〈11BK08〉になります。

304 リヤスパッツ
塗装済31,900円（消費税抜き29,000円）0.7H〈WA07〉

素　地27,500円（消費税抜き25,000円）0.7H 3.5H〈WA08〉

材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより約68mmダウン

Photo：G“Z”（2WD・CVT）。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。
MODELLISTAエアロキット、ヘッドライトガーニッシュ、サイドドアガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ、バックドアガーニッシュ、バックドアエアロプレート、LEDライセンスランプを装着しています。　
※写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。

スポーティに研ぎ澄まされた個性がここに際立つ。

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ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉 アティチュードブラックマイカ〈218〉 スカーレットメタリック〈3U4〉シルバーメタリック〈1F7〉

301 MODELLISTA エアロキット

302＋303＋304  のセット

塗装済133,100円（消費税抜き121,000円）3.0H〈WA01〉

素　地112,200円（消費税抜き102,000円）3.0H 10.5H〈WA02〉

［お得なセット価格］
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モデリスタパーツ（販売店取付）
（株）トヨタカスタマイジング&
ディベロップメントの取り扱い商品です。  

 1年間2万km保証

306 15インチ アルミホイールセット
1台分51,700円（消費税抜き47,000円）2.2H〈WB02〉

ウェッズ ギルド VT〈ブラック×ポリッシュ〉
サイズ：15×6.5J
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。

305 16インチ アルミホイールセット
1台分74,800円（消費税抜き68,000円）2.2H〈WB01〉

KYOHO FORTIBLE BM2〈ブラック×ポリッシュ〉
サイズ：16×7.0J
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。

Photo：G（2WD・CVT）。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。
MODELLISTAエアロキット、ヘッドライトガーニッシュ、サイドドアガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ、バックドアガーニッシュ、バックドアエアロプレート、LEDライセンスランプ、
16インチ アルミホイールセット（KYOHO FORTIBLE BM2〈ブラック×ポリッシュ〉）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。

 ：架装部位

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10％込み）̓19年10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。

309

308

307

309

308

302

311

310

303

303304
305
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502 フロントスポイラー
塗装済62,700円（消費税抜き57,000円）2.0H〈VA11〉

素　地59,400円（消費税抜き54,000円）2.0H 4.5H  〈VB11〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約22mmダウン
全長：オリジナルより約18mmプラス
※塗り分け部分はツヤ消しブラックとなります。

503 サイドスカート
塗装済64,900円（消費税抜き59,000円）3.0H〈VA21〉

素　地61,600円（消費税抜き56,000円）3.0H 4.5H  〈VB21〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約22mmダウン
全幅：オリジナルより約4mmプラス
設定 除くマッドガード付車
※塗り分け部分はツヤ消しブラックとなります。

504 リヤサイドスポイラー
塗装済35,200円（消費税抜き32,000円）2.0H〈VA31〉

素　地31,900円（消費税抜き29,000円）2.0H 4.0H  〈VB31〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約24mmダウン
設定 除くマッドガード付車
※塗り分け部分はツヤ消しブラックとなります。

どこまでもアグレッシブに毎日をエンジョイする。

501 エアロパーツセット

502＋503＋504  のセット

塗装済  162,800円（消費税抜き148,000円）7.0H〈VA1U〉

素　地  152,900円（消費税抜き139,000円）7.0H 11.5H〈VB1U〉

設定 除くマッドガード付車
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TRDパーツ（販売店取付）
（株）トヨタカスタマイジング＆
ディベロップメントの取り扱い商品です。  

505 リヤルーフスポイラー
44,000円（消費税抜き40,000円）2.5H〈VAJ3〉

色：ガンメタリック〈21BK06〉
材質：樹脂（PPE）
※本商品は車両標準のリヤルーフスポイラーを完全に覆う形状ではあ
りません。そのため構造上、ハイマウントストップランプ下部等、ボディ
と商品の隙間からボディカラーが見える部分がございます。あらかじめ
ご了承ください。

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉

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
 ：ボディカラー同色＊

 ：ツヤ消しブラック
 ：レッド（モール）
 ：レッド（塗装ピース）
 ：ガンメタリック

502

505

503 503502

505

504

1年間2万km保証

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10％込み）̓19年10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。

Photo（左右）：HYBRID G“Z”。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。
9インチディスプレイオーディオはメーカーオプション。オート電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター・ブラインドスポットモニター付）とブラインドスポットモニター＋リヤクロストラフィックオートブレーキはセットでメーカーオプション。
エアロパーツセット、リヤルーフスポイラ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。
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307 ヘッドライトガーニッシュ
26,400円（消費税抜き24,000円）0.7H〈WB31〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

308 サイドドアガーニッシュ
37,400円（消費税抜き34,000円）1.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

309ドアハンドルガーニッシュ
13,200円（消費税抜き12,000円）0.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

310 バックドアガーニッシュ
22,000円（消費税抜き20,000円）0.5H〈WB34〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

311 バックドアエアロプレート
22,000円（消費税抜き20,000円）0.3H〈WB35〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

312 LEDライセンスランプ
左右2灯セット8,800円（消費税抜き8,000円）

0.5H〈WB73〉

307

309

311

308

310

312

MODELLISTA SELECTION

Photo：G（2WD・CVT）。ボディカラーのスカーレットメタリック〈3U4〉はメーカーオプション。ヘッドライトガーニッシュ、サイドドアガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ、バックドアガーニッシュ、
バックドアエアロプレート、LEDライセンスランプ、16インチ アルミホイールセット（KYOHO FORTIBLE BM2〈ブラック×ポリッシュ〉）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。

 ：架装部位

 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。  

エレガントで官能的な輝きが
新たな魅力を放つ。

308

309

309

305

311

310

307

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10％込み）̓19年10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。8



TRD PARTSMODELLISTA SELECTION

511 シフトリジッドメタルブッシュ
5,500円（消費税抜き5,000円）1.0H〈VC71〉

シフトを固定するゴム製のブッシュをスチールブッシュに交換すること
で、しっかりとしたシフトフィーリングを実現します。 
設定 MT車
※写真は当該車両と異なります。

506ドアハンドルプロテクター
1台分（4枚） 6,600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。
設定 除くプロテクションフィルム（ドアハンドル）付車

507 ナンバープレートボルト
4,400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。

508 フューエルキャップガーニッシュ
1,100円（消費税抜き1,000円）0.1H〈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。

509 LED付灰皿
8,800円（消費税抜き8,000円）〈VCK2〉

TRDロゴ入りのLED付灰皿です。フタを開けるとエンブレムと受け
口がブルーに点灯。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。 

510 スマートキーケース
2,750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。

510 511

509

506 507

512

※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれています。　
※タイヤは標準装備されているものをご使用ください。

512 15インチアルミホイールセット
1台分61,600円（消費税抜き56,000円）2.2H〈VR51〉

「KYOHO SMACK VANISH」
サイズ：15×6.5J
設定 15インチホイール装着車

508

SELECTION

315

照射部 照射イメージ

313

装着前フロントパーソナルランプ／ルームランプ

ラゲージルームランプ

装着後

LED点灯

閉 開

照射部

314

316

フロント

フロント

リヤ

リヤ

313 LEDルームランプセット（面発光タイプ）
35,200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。
※写真の色や照度は実際とは異なり
ます。

314 LEDスマートフットライト
左右2灯セット24,200円（消費税抜き22,000円）1.6H〈WB72〉

運転席・助手席それぞれのドア開閉に連動して点灯するホワイト
ビームが足元を広角に照射し、夜間の乗降をサポートします。
LED:ホワイト
※写真は当該車両と異なります。
※照射部の取付位置は拡大画像と異なります。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

315 ラゲージLED
25,300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。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

316 スカッフプレート
1台分（4枚/フロント・リヤ）23,100円（消費税抜き21,000円）0.5H

ブラック×シルバー〈WB83〉 レッド×ブラック〈WB84〉

マットに仕上げられた2トーンカラーのヘアライン処理が乗降時の
足元をスポーティにドレスアップし、ステップへの傷つきも防止し
ます。
材質：アルミニウム（アルマイト処理）

 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。  

発光範囲
面発光タイプLED 標準ハロゲンバルブ

フロントパーソナルランプ

    ■装着用品・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。

取付位置

装着イメージ

9

1年間2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（株）トヨタカスタマイジング＆

ディベロップメントの取り扱い商品です。



Interior
001001

002

003

003 フロアマット（デラックスタイプ）＊3 ★

1台分20,900円（消費税抜き19,000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。　
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

★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 スポーツは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。
＊3.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。　

002 フロアマット（ラグジュアリータイプ）＊3 ★

1台分28,600円（消費税抜き26,000円）〈A0FG〉

足元に華やかさを添える、毛足の長いフロアマット。ペンタゴンス
ター5の5つの機能（抗ウィルス、抗アレルゲン、抗菌、防ダニ、消臭）
に、防汚機能を追加しています。汚れを容易に落とせるため、掃除
の手間がなくなり、フロアマットをよりキレイな状態にキープできます。
ネーム部にはアルミプレートを採用しています。
色:ブラック　材質:ポリプロピレン

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

Photo：G“Z”（2WD・CVT）。内装色はブラック。ドレスアップシートカバーを装着しています。

光で臭いや汚れを分解

素材に可視光で作用する抗菌・消臭光触媒（V-CAT®）を付与。

V-CAT®

“PENTAGON STAR5α®”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。
※"PENTAGON STAR5α®"は林テレンプ株式会社、ヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。

ロゴアップ

ロゴアップ

サイズ３２×３２ｍｍ

ステッチ部アップ

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10％込み）̓19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。

001ドレスアップシートカバー＊1（消臭・抗菌機能付）
1台分64,900円（消費税抜き59,000円）0.8H〈AAL8〉

車種専用設計の高級感あふれるドレスアップシートカバー。車内を
クリーンに保つ「消臭・抗菌・防汚」の機能に加え、「ウィルスの感染力
やアレルゲン物質を不活性化する効果」をプラス。さらに、トヨタ純正
用品ならではの「難燃性・耐光性・表面摩擦強度」を実現しています。
色：背もたれ・座面のセンター部（ライトベージュ）、サイド部・マチ（ネイビー）
材質：ポリエステル（座面のセンター部/V-CAT織物、サイド部・マチ/ニット）
設定 シート表皮ファブリック付車
※消臭・抗菌機能は背もたれ・座面のセンター部（ライトベージュ）のみとなります。
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005

006

 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。  

004
004 IR（赤外線）カットフィルム
（リヤサイド・バックガラス）

16,500円（消費税抜き15,000円）1.9H〈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：スモーク
設定 除く電子インナーミラー付車

紫外線

約99％
CUT

■ IR（赤外線）
カットフィルム貼付位置

ライト点灯時（減光状態）

ドア開閉時

非点灯状態点灯状態

Illumination
007 LEDフォグランプ
設定 除くHYBRID G“Z”、G“Z”
※写真の色や照度は実際とは異なります。　

009 ウェルカムライト（運転席・助手席側）
26,400円（消費税抜き24,000円）2.2H〈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。
設定 除くリバース連動ミラー付車　
※写真はドアミラーが格納されていないときの照射状態です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。　

008 インテリアイルミネーション
（2モードタイプ）

16,500円（消費税抜き15,000円）1.3H〈B9B2〉

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。
※写真の色や照度は実際とは異なります。　

007

008

009

005 ラゲージソフトトレイ
9,900円（消費税抜き9,000円）〈J0A1〉

柔軟性のある生地でできた扱いやすいトレイ。撥水・防水機能に加
え、車内への水滴浸入を防ぐ外周縁も付いています。車名ロゴ入り。 
材質：ポリエステル＋ポリウレタン＋ポリエステル＋ポリウレタン
の4層ラミネート
※デッキボード上段時にご使用ください。

006 ラゲージトレイ
15,400円（消費税抜き14,000円）〈i8B0〉

濡れ物や汚れ物も気にせず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できます。車名ロゴ入り。　
材質：樹脂（軟質オレフィン）
設定 スペアタイヤ（メーカーオプション）または4：2：4分割アジャス
タブルデッキボード（メーカーオプション）付車
※デッキボード上段時にご使用ください。

赤外線

約53％
CUT

透過率

約35％

Luggage

○：付車　×：無車
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）

LEDリヤフォグランプ 
（メーカーオプション）

追工
コード 価格 取付時間

× ○ DBNU 51,370 円
（税抜46,700円） 1.0H

× × DBPU 50,600円
（税抜46,000円） 1.0H

○ ○ DCEU 51,370円
（税抜46,700円） 1.4H

○ × DCFU 50,600円
（税抜46,000円） 1.4H

    ■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。 11



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/

カメラ部：室外カメラ部：室内非装着時

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

013 安心ドライブパッケージ 014＋015        のセット

［お得なセット価格］

22,770円（消費税込み） → 20,570円（消費税抜き18,700円）〈CDVU〉

設定 除くHYBRID G“Z”、G“Z”

014

015

016

017 018

010 後方確認セット 011＋012のセット

64,900円（消費税抜き59,000円）2.5H〈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

011 電子インナーミラー
60,500円（消費税抜き55,000円）2.2H〈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。

014 アシストグリップ（シンプルタイプ）
6,270円（消費税抜き5,700円）〈F7PF〉

柔らかい感触のグリップで長時間の乗車でも使いやすく、乗車中
の不安定な姿勢をサポートします。
材質：【表皮】ポリエステル　取付位置：運転席/助手席ヘッドレスト部
設定 除くHYBRID G“Z”、G“Z”　※写真は当該車両とは異なります。

015 回転クッション
16,500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。

 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。

 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。

※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。

＊1.カローラ スポーツは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。

012 後席確認ミラー
4,400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。 
材質：【本体】樹脂（ABS）　【ミラー】アクリル

011

012

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

017 ランバーサポートクッション（汎用タイプ）
運転席用32,450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。

016 バンパープロテクター
1台分（4個入）9,900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）

018 杖ホルダー 
5,610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　
設定 除くHYBRID G“Z”、G“Z”、後席タブレットホルダー付車　
※写真は当該車両とは異なります。

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。

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10％込み）̓19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。
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❼

❺
❷

❶

❸
❹

022

023

 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。  

024 携帯トイレ（簡易セット）
8,250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
＊2.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。019 アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）

16,500円（消費税抜き15,000円）〈F7PM〉

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

設定 除くHYBRID G“Z”、G“Z”、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。

020 アシストグリップ（つり革タイプ）
4,840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）　※写真は当該車両とは異なります。

022 コンフォートクッション
11,000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。

023 シートベルトパッド
6,160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。

021 サイドサポートパッド（汎用タイプ）
20,900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。

024019

020 021

※FINE REVOはアイシン精機
株式会社の登録商品です。

公益財団法人日本デザイン振興会

詳しくは
こちらを
Check！

無段階調節可能

026

伸長時 収縮時

027 リバース連動ミラー
16,500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」を解除すれば元に戻ります。
設定 除くウェルカムライト付車
※写真は当該車両とは異なります。

028 レインクリアリングブルーミラー
13,200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。

装着時非装着時

028

通常時 作動時

027

セット内容
❶ ワンタッチ便器（1個）＊2
❷ エチケット用ポンチョ（1枚）　
❸ ケアバッグ（2個）

❹ 消臭凝固剤（2個）
❺ 廃棄用袋（2枚）

❻ 吸収シート（2枚）
❼ 搭載ケース

Driving Support
026 フェンダーランプ（デザインタイプ）
24,200円（消費税抜き22,000 円）

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.4H〈K2J0〉

インテリジェントクリアランスソナー無車 1.0H〈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200～650mm
設定 除く9インチディスプレイオーディオ（メーカーオプション）付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。

052 同乗者サポートパッケージ  019＋020 のセット

［お得なセット価格］

21,340円（消費税込み） → 17,600円（消費税抜き16,000円）〈CGMU〉

設定 除くHYBRID G“Z”、G“Z”、後席タブレットホルダー付車

    ■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。 13



■セキュリティ機能比較

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

外し
ハザード

点滅 ホーン サイレン セキュリティ
ホーン

035  オートアラーム
（ベーシック） ○ × × ○ ○ × ○

035  
オートアラーム
（ベーシック）

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 ⇒ 車両ホーン、ハザード点滅
・車両ホーン配線が切られた時は
 セキュリティホーンが作動

開（インナーケース付）

■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。　

Comfort Security & Safety

035 ベーシック
38,500円（消費税抜き35,000円）1.1H〈M6KG〉

設定 ガソリン車

オートアラーム
車両標準キーのドアロック、アンロックに連動して、自動的に盗難
警報システムをON/OFFします。ホーン配線が切られた時でも異
常を検知した際には、セキュリティホーンで警報を発します。
※詳しい商品の機能に関しては販売店におたずねください。

■盗難防止機能付ナンバーフレームセット

038 キー付ホイールナット
11,000円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

設定 除く195/65R15 タイヤ＆ 15×6½J スチールホイール（樹脂フルキャップ付）付車

040 レスキューマンⅢ（ハンマー＆カッター）
2,530円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

039 三角表示板
2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

029 後席タブレットホルダー
24,530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HYBRID G“Z”、G“Z”、杖ホルダー、アシストグリップ

（ヘッドレスト取付タイプ）付車
※取付可能サイズでも、タブレットの形状によっては取り付けできない場合があ
ります。　※横向きでの取り付けを推奨します。　※安全のため、走行中はタブ
レット端末を取り外してください。　※商品にタブレット端末は含まれません。

035029

●詳しい商品の機能に関しては販売店におたずねください。

警告ステッカー
※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。

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。

タブレット装着時　※画面はハメ込み合成です。

032 多重アダプター
3,300円（消費税抜き3,000円）〈M6L1〉

リモートスタートとオートアラームを同時装着する場合に必要となります。
設定 ガソリン・CVT車

032 多重アダプター
3,300円（消費税抜き3,000円）〈M6L1〉

オートアラームとリモートスタートを同時装着する場合に必要となります。
設定 ガソリン・CVT車

030 スマートキー一体タイプ
68,200円（消費税抜き62,000円）0.8H〈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）
設定 除くMT車

031 ベーシックタイプ
48,400円（消費税抜き44,000円）0.8H〈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）
設定 除くMT車

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。

038

040

039

033 プロテクションフィルム（ドアハンドル）
6,600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。フロント・リヤ各2枚。
材質：ウレタン　※写真は当該車両とは異なります。

030 031

036 037

034

033

※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

034 クリーンボックス 
7,700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
※写真は当該車両とは異なります。

【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。

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10％込み）̓19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。
14

036 デラックス
［お得なセット価格］ 
7,260円（消費税込み） → 6,710円（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉

ナンバーフレーム（デラックス/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバー
プレート用）のセット＊。　ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ
設定 除く字光式ナンバープレート付車
＊.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。

037 ベーシック
［お得なセット価格］ 
5,940円（消費税込み） → 5,390円（消費税抜き4,900円）〈BHHU〉

ナンバーフレーム（ベーシック/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバー
プレート用）のセット＊。　ナンバーフレーム表面処理：シルバー塗装
設定 除く字光式ナンバープレート付車
＊.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。



 商品部位

1 2

3

4
5

6

7

8 9 10 11

フロアに水が
こぼれにくい
約40mmの
縁高形状

約40mm

助手席用 運転席用

12

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）

ズボンのすそが
濡れにくい
段差構造

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

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

純正フロアマットのうれしさ

046

047

 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。  

043

041

042

Basic Winter Item / For Children

★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。

＊2.カローラ スポーツは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。

044 マッドガード
1台分9,240円（消費税抜き8,400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。

045ドアエッジプロテクター（樹脂製）
2本入2,750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、
ブラック、レッドマイカメタリック、ダークブルー
※1台分は2セット必要です。
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

048 合金鋼チェーンスペシャル
20,240円（消費税抜き18,400円）〈V1CA〉

設定 除くHYBRID G“Z”、G“Z”

22,660円（消費税抜き20,600円）〈V1CA〉

設定 HYBRID G“Z”、G“Z”

049 NEO G-Child baby
41,800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

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。

050 NEO G-Child ISO leg★1

85,800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 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊3

フロント（運転席・助手席）9,350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）
＊3.トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリア
しています。他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
※フロアマットを固定する工夫が施されています。詳しくはP10をご覧ください。　

044 045

051 ジュニアシート
38,500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

046 車載防災セット
13,200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。

048

051

050

049

043 ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）＊1

1台分17,600円（消費税抜き16,000円）0.3H〈A7D0〉

シートに高級感を加えるレースのカバー。車名ロゴ入りタグ付。
材質：ポリエステル
＊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。

042 サイドバイザー （ベーシック）
1台分13,200円（消費税抜き12,000円）0.3H〈K0N0〉

雨天時の室内換気に役立ち、高速走行時の風切り音を配慮したア
クリル製バイザーです。TOYOTAロゴ入り。
設定 HYBRID G“X”、G“X”
※トヨタ純正サイドバイザーは車種専用設計により風切り音等の品質を確保しています。

041 サイドバイザー （ベーシック・SUS）
1台分23,100円（消費税抜き21,000円）

除く寒冷地仕様車 0.3H〈K0N7〉　寒冷地仕様車 0.4H〈K0N8〉

ステンレスモールを採用し、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。
設定 除くHYBRID G“X”、G“X”
※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。

カジュアル ナチュラル モダン

カジュアル（最大時）

●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ります。

ナチュラル（最小時）

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

チャイルドシートとして使用

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）

049 NEO G-Child baby
シートベルト × ○ ○ 後向き

シートベルト      ▲★2 ○ ○ 前向き

050
 NEO G-Child ISO leg★1 ISO FIX × ○ × 後向き

ISO FIX × ○ × 前向き

051 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

ロゴアップ

ロゴアップ

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

    ■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。 15



【お取り扱い上の注意】
●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。　●TRDパーツにつきましては、「トヨタ純正用品」及び「モデリスタパーツ」、モデリスタパーツは、「トヨタ純正用品」及び「TRDパーツ」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しく
は、TRDパーツはTRDコールセンター、モデリスタパーツはモデリスタコールセンターまでお問い合わせください。　●フロントスポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあります。

エアロパーツ
●エアロパーツ（ 301 〜 304 、501 〜 504 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉し易くなります。 また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。　●エアロパーツ（ 301 〜 304 、501 〜 505 ）は樹脂（ABS/PPE）製
です。 樹脂（ABS/PPE）製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。 特に極寒時にはご注意ください。 リヤルーフスポイラー（ 505 ）装着により、標準車に比べ後方視界が狭くなります。 あらかじめご了承ください。　●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。
アルミホイール
★アルミホイールセット（ 305 、306 、512 ）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。　●アルミホイールセット（ 305 、306 、512 ）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。

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 スポーツ取扱店または、下記へ

オープン時間
所在地

ホームページ

TEL 050-3161-1000
10:00〜18:00（除く指定定休日）
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号 調布センタービル6階
https://www.modellista.co.jp

モデリスタコールセンター
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

オープン時間
所在地

ホームページ

TEL 050-3161-2121
10:00〜18:00（除く指定定休日）
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号 調布センタービル6階
https://www.trdparts.jp

 TRDコールセンター

ベース車両および純正用品（P.3、P.10〜15）に関するお問い合わせ先 TRDの商品（P.2、P.6〜7、P.9）に関するお問い合わせ先 モデリスタの商品（P.2、P.4〜5、P.8〜9）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

0800-700-7700
365日　9:00〜18:00
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
https://toyota.jp

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

T-SELECTの商品（P.16）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 0564-66-0773
9:30〜12:00/13:00〜17:30（除く指定定休日）
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
https://www.yacjp.co.jp

株式会社タクティー（販売元）
槌屋ヤック株式会社（製造元）　お客様相談室

701

702

703

T-SELECT
 1年間保証

T-SELECT用品     
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

704

スマートフォン装着時 スマートフォン非装着時

装着時

フタを閉めた状態

フタを開けた状態

装着前

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（販売元）タクティー希望小売価格＜（消費税10％込み）̓ 19年10月時点のもの＞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。

■ 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下記をご覧ください。

701 スマートフォントレイ
4,048円（消費税抜き3,680円）49799-69012-04〈4203〉

フロントコンソール部に取り付けできるスマートフォン用のトレイ。
スマートフォンの画面の向き（縦または横）に合わせてトレイの向き
を変えることができます。
対応スマートフォンサイズ  ： 高さ110～175mm、幅65～85mm、厚さ20mmまで

設定 除くMT車
※写真は当該車両とは異なります。

703 サイドBOXゴミ箱（運転席用）
2,068円（消費税抜き1,880円）49799-69012-05〈4201〉

運転席側フロントドアポケットにすっきり収まるダストボックス。
ゴミを捨てるときは本体上部を取り外して簡単に捨てられます。
※写真は当該車両とは異なります。

704 シートサイドポケット（運転席用）
3,058円（消費税抜き2,780円）49799-69012-07〈4204〉

専用設計で運転席側のシートのすき間にぴったりフィット。
センターコンソールと運転席側シートの間にあるすき間を埋め、
小物入れとしてお使いいただけます。シートベルトのバックルに通して
装着、シート移動の際はポケットも連動して移動します。
サイズ ： 縦105～130mm、横370mm
※写真は当該車両とは異なります。

702 電源BOX
5,038円（消費税抜き4,580円）0.3H 49799-69012-06〈4202〉

フロントコンソールトレイにすっきり収まる電源BOX。
どちらの向きでも挿せるUSBポート2口とアクセサリー電源ソケット
2口を増設できます。
※写真は当該車両とは異なります。

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’20年1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。

49799-69012-06




