
ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE



DYNAMIC AERO STYLE   

EXTERIOR DRESS UP

RECOMMENDED STYLES　

エアロパッケージ
フロントグリル＆フロントスポイラー（LED付）インテリジェントクリアランスソナー付車〈BNMU〉、インテリジェン       
リヤバンパースポイラーインテリジェントクリアランスソナー付車〈S1A9〉、インテリジェントクリアランスソナー無車       

堂々たる風格と気品。
高級車のための妥協なきエアロスタイル。

群を抜く上質感。本格派にふさわしいプレミ   アム・スタイリング。

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。

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。

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

1年間2万km保証

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

3年間6万km保証

https://toyota.jp/esquire/accessories/

Photo：Xi（8人乗り・2WD）。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。
スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステムはメーカーオプション。
販売店装着オプションのエアロパッケージ、リヤスポイラー（LED付）、メッキドアミラーカバー、リヤガーニッシュ、
盗難防止機能付ナンバーフレームセット（デラックス）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。

1年間2万km保証

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。

■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。

02



オリジナリティも、クオリティも。理想のカスタマイズが、ここにある。

P.06
詳しくは

       トクリアランスソナー無車〈BJMU〉＋サイドマッドガード〈Q4A0〉＋
       〈S1A6〉のセット

フロントグリル＆フロントスポイラー（LED付）

サイドマッドガード

リヤバンパースポイラー

［お得なセット価格］ 243,100 円（消費税抜き221,000円）
インテリジェントクリアランスソナー付車 4.4H〈BNLU〉、インテリジェントクリアランスソナー無車 3.5H〈BJKU〉

設定 除くバンパープロテクター、リヤフォグランプ付車

 群を抜く上質感。本格派にふさわしいプレミ   アム・スタイリング。 真の“洗練”が宿った瞬間、道は切り拓かれる。P.08
詳しくは

P.10
詳しくは

03



子育てパッケージ

安心ドライブパッケージ

セカンドシートアンダーマット〈A2K2〉＋セカンドシートカバー（撥水タイプ）〈AAM1〉＋
ラゲージソフトトレイ〈J0A8〉のセット P.16

詳しくは

レジャーパッケージ

室内カーテン（遮光機能付）〈F4RC〉＋網戸付サンシェード〈H2B3〉＋
フレキシブルラゲージマット〈J0G4〉のセット P.17

詳しくは

アシストグリップ（シンプルタイプ）〈F7PF〉＋
回転クッション〈B0EC〉のセット P.22

詳しくは

汚れても
平気！

クルマで
ゆったり！

ご家族の
アシストに！

［お得なセット価格］ 

38,500円（消費税抜き35,000円）〈CDTU〉

設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、
Xi“ウェルジョイン”、マルチボード（テーブル機能付）付車

［お得なセット価格］ 

20,570 円（消費税抜き18,700円）〈CDVU〉

設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

［お得なセット価格］ 

89,100 円（消費税抜き81,000円）2.0H〈CDUU〉

設定 除くXi“ウェルジョイン”、SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ
（メーカーオプション）、マルチボード（テーブル機能付）、ヘッドサポートクッション、ピラーライト付車

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。

■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。

RECOMMENDED PACKAG ES
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セカンドシートアンダーマット

室内カーテン（遮光機能付）

アシストグリップ（シンプルタイプ）

セカンドシートカバー（撥水タイプ）

網戸付サンシェード

回転クッション

ラゲージソフトトレイ

フレキシブルラゲージマット

■写真はHYBRID Gi。子育てパッケージを装着しています。

■写真はHYBRID Gi。レジャーパッケージを装着しています。

■写真はHYBRID Gi。安心ドライブパッケージを装着しています。

RECOMMENDED PACKAG ES   エスクァイアオーナーのニーズに合わせて、おすすめパッケージをベストセレクト。
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004002 003

 架装部位

002 フロントグリル＆
　   フロントスポイラー（LED付）＊

157,300円（消費税抜き143,000円）
インテリジェントクリアランスソナー付車 2.8H 〈BNMU〉

インテリジェントクリアランスソナー無車 2.3H 〈BJMU〉
色：全ボディカラー対応　LED発光色：ホワイト
材質：【グリル】樹脂（ABS）＋メッキ

【フロントスポイラー、フォグランプガーニッシュ】
ベース/樹脂（ポリプロピレン）、ガーニッシュ/樹脂（ABS）＋メッキ
地上高：オリジナルより約14mmダウン
設定 除くバンパープロテクター付車

※標準装備のグリルと交換となります。 ※LEDスタイリッシュビーム、フロントグリル、フロントスポイラー、フォグランプガーニッシュは単品での取り付けはできません。4点同時
装着必須です。 ※LEDはイグニッションONで点灯します（ON/OFFスイッチあり）。※インテリジェントクリアランスソナー付車では、センサー取り付け箇所の形状が異なります。

003 サイドマッドガード
57,200円（消費税抜き52,000円） 0.6H 〈Q4A0〉

色：全ボディカラー対応
材質：【ベース】樹脂（ポリプロピレン） 

【メッキモール】樹脂（塩化ビニル）＋クロム
蒸着ペットフィルム
地上高：オリジナルより約5mmダウン

004 リヤバンパースポイラー
44,000円（消費税抜き40,000円）

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.0H 〈S1A9〉

インテリジェントクリアランスソナー無車 0.6H 〈S1A6〉
色：全ボディカラー対応
材質：【ベース】樹脂（ポリプロピレン） 

【メッキガーニッシュ】樹脂（ABS）+メッキ
地上高：オリジナルより約17mmダウン
設定 除くバンパープロテクター、リヤフォグランプ付車

AERO PACKAGE
001 エアロパッケージ
002＋003＋004  のセット

［お得なセット価格］ 243,100円（消費税抜き221,000円）258,500 円（消費税込み）

設定 除くバンパープロテクター、リヤフォグランプ付車
インテリジェントクリアランスソナー付車 4.4H〈BNLU〉　インテリジェントクリアランスソナー無車 3.5H〈BJKU〉

003

002

004

003

009

005

007



07

堂々たる風格と気品。高級車のための妥協なきエアロスタイル。
DYNAMIC AERO STYLE

Photo：HYBRID Gi“Premium Package”。ボディカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉はメーカーオプション。
エアロパッケージ、リヤスポイラー（LED付）、メッキドアミラーカバー、リヤガーニ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。

 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。  

005 リヤスポイラー（LED付）＊

116,600円（消費税抜き106,000円）1.5H ボディ同色〈S5BA〉、ブラック〈S5BB〉

色：全ボディカラーおよびブラック選択可　材質：樹脂（ABS）
設定 除くリヤアンダーミラー、雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター・雨滴除去機能付き
バックガイドモニター（販売店装着オプション）付車
※LEDはスモールランプに連動して点灯・消灯します。

006 リヤスポイラー（カラード）
33,000円（消費税抜き30,000円）1.2H〈S5A0〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）
 設定 除くリヤアンダーミラー付車

007 メッキドアミラーカバー 
13,200円（消費税抜き12,000円）0.3H〈K8A0〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

＊写真の色や照度は実際とは異なります。

ボディ同色装着時（消灯） ブラック装着時（点灯）

009 リヤガーニッシュ
25,300円（消費税抜き23,000円）0.4H〈P2AA〉

材質：樹脂（ABS）

007 009006

LED点灯時

LED非点灯時

005

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。

■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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Photo：HYBRID Gi“Premium Package”。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。
モデリスタエアロキット、リヤスポイラー、バックドアスムージングパネル、LEDライセンスランプ、クールシャインキット、ロアグリルガーニッシュ、
17インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅢ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆トーヨータイヤ TRANPATH ML）、
スポーツマフ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。

302 フロントスポイラー ＊1

塗装済 68,200円（消費税抜き62,000円）0.6H〈WA03〉

素　地 61,600円（消費税抜き56,000円）
0.6H 4.0H  〈WA04〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
地上高：オリジナルより約46mmダウン
全長：オリジナルより約57mmプラス

303 サイドスカート
塗装済 72,600円（消費税抜き66,000円）1.5H〈WA05〉

素　地 60,500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30mmダウン
設定 除くステッパルS（ 330 ）付車　

304 リヤスカート ＊2

塗装済 39,600円（消費税抜き36,000円）

ICS付車 1.1H〈WA45〉、ICS無車 0.7H〈WA47〉

素　地 33,000円（消費税抜き30,000円）

ICS付車 1.1H 4.0H〈WA46〉、ICS無車 0.7H 4.0H〈WA48〉
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約22mmダウン
設定 除くリヤフォグランプ（ 095 ）付車

301モデリスタエアロキット＊1＊2

設定 除くリヤフォグランプ（ 095 ）、ステッパルS（ 330 ）付車 ［お得なセット価格］ 
塗装済 166,100円（消費税抜き151,000円） ICS付車 3.2H〈WA41〉、ICS無車 2.8H〈WA43〉
素　地 143,000円（消費税抜き130,000円） ICS付車 3.2H 10.0H〈WA42〉、ICS無車 2.8H 10.0H〈WA44〉

 302＋303＋304  のセット

MODELLISTA AERO KIT

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

ホワイトパール
クリスタルシャイン ブラック202070

スパークリング
ブラックパール
クリスタルシャイン

ブラッキッシュアゲハ
ガラスフレーク220 221

302

●インテリジェントクリアランスソナーを「ICS」と表記しています。



306 307

09

群を抜く上質感。本格派にふさわしいプレミアム・スタイリング。

＊1. フロントスポイラー（ 302 ）のブラックアウト部の黒塗装は、ボディカラーがブラック〈202〉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アティチュードブラックマイカ〈218〉となります。
＊2. リヤスカート（ 304 ）、リヤスポイラー（ 305 ）のブラックアウト部の黒塗装は、ボディカラーがブラック〈202〉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〈202〉となります。
＊3. 塗装済設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、ブラック〈202〉、スパークリングブラックパール
クリスタルシャイン〈220〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉、ボルドーマイカメタリック〈3R9〉
＊4. 使用環境（低温時など）およびバックドア取付の他商品と同時装着において、バックドアが全開し難くなる
場合があります。

307 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〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

306 バックドアスムージングパネル＊3＊4

塗装済 39,600円（消費税抜き36,000円）0.4H〈WB51〉

素　地 35,200円（消費税抜き32,000円）
0.4H 3.0H  〈WB52〉

材質：樹脂（ABS）+メッキ

305 リヤスポイラー ＊2＊3＊4 
塗装済 44,000円（消費税抜き40,000円）1.2H〈WB38〉

素　地 37,400円（消費税抜き34,000円）
1.2H 3.5H  〈WB39〉

材質：樹脂（ABS）

305

 架装部位
302

304 318

303

304

311

305

306

324
312

309

310

318

318 318

318

 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。  

■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。



505 506503 504

10

501   エアロパーツセット（LED付） ＊ ［お得なセット価格］ 塗装済183,700円（消費税抜き167,000円）ICS付車 5.4H〈VA04〉、ICS無車 5.0H〈VA01〉
素　地170,500円（消費税抜き155,000円）ICS付車 5.4H 12.0H〈VB9U〉、ICS無車 5.0H 12.0H〈VB1U〉

503＋505＋506  のセット

504＋505＋506  のセット

AERO  PARTS SET

502   エアロパーツセット（LEDなし）  ［お得なセット価格］ 塗装済156,200円（消費税抜き142,000円）ICS付車 4.4H〈VA05〉、ICS無車 4.0H〈VA02〉
素　地143,000円（消費税抜き130,000円）ICS付車 4.4H 12.0H〈VBCU〉、ICS無車 4.0H 12.0H〈VB2U〉

LED付 LEDなし

設定 除くバンパープロテクター（ 036 ）、リヤフォグランプ（ 095 ）、ドアエッジプロテクター（メッキ調、樹脂製）（ 114 、115 ）付車

設定 除くバンパープロテクター（ 036 ）、リヤフォグランプ（ 095 ）、ドアエッジプロテクター（メッキ調、樹脂製）（ 114 、115 ）付車

503 フロントスポイラー（LED付） ＊
塗装済 79,200円（消費税抜き72,000円）
ICS付車 2.4H〈VA14〉、ICS無車 2.0H〈VA11〉

素　地 74,800円（消費税抜き68,000円）
ICS付車 2.4H 4.0H  〈VB14〉、
ICS無車 2.0H 4.0H  〈VB11〉
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約30mmダウン
全長：オリジナルより約35mmプラス
発光色：ホワイト
設定 除くバンパープロテクター（ 036 ）付車
※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）。

504 フロントスポイラー（LEDなし）
塗装済 51,700円（消費税抜き47,000円）
ICS付車 1.4H〈VA15〉、ICS無車 1.0H〈VA12〉

素　地 47,300円（消費税抜き43,000円）
ICS付車 1.4H 4.0H  〈VB15〉、
ICS無車 1.0H 4.0H  〈VB12〉
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約30mmダウン
全長：オリジナルより約35mmプラス
設定 除くバンパープロテクター（ 036 ）付車
※本製品にLEDを追加することはできません。
※LEDユニット付の場合の灯体にあたる部位にディンプ
ル状の意匠が施してあります。

505 サイドスカート
塗装済 69,300円（消費税抜き63,000円）

2.0H〈VA21〉

素　地 64,900円（消費税抜き59,000円）
2.0H 4.0H  〈VB21〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約20mmダウン
設定 除くドアエッジプロテクター（メッキ調、
樹脂製）（ 114 、115 ）付車

506 リヤバンパースポイラー
塗装済 58,300円（消費税抜き53,000円）
ICS付車 1.4H〈VA33〉、ICS無車 1.0H〈VA31〉

素　地 53,900円（消費税抜き49,000円）
ICS付車 1.4H 4.0H  〈VB33〉、
ICS無車 1.0H 4.0H  〈VB31〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約23mmダウン
全長：オリジナルより約10mmプラス
設定 除くリヤフォグランプ（ 095 ）付車

●インテリジェントクリアランスソナーを「ICS」と表記しています。

＊写真の色や照度は実際とは異なります。

真の“洗練”が宿った瞬間、道は切り拓かれる。
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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。

Photo：Xi（8人乗り・2WD）。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。
スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステム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、リヤライセンスガーニッシュ、ドアハンドルプロテクター、
ウィンカーバルブセット(ドレスアップ)、17インチアルミホイール「TF4A」＆タイヤセット（TRD TF4A&グッドイヤータイヤ“EAGLE RV-F”）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。

507 フロントグリル 
61,600円（消費税抜き56,000円）1.0H〈VA53〉

材質：樹脂（ポリプロピレン）+メッキ
全長：オリジナルより約15mmプラス
設定 除くフロントグリル＆フロントスポイラー（LED付）（ 002 ）、
プレミアムホーン（ 110 ）付車

508 サイドガーニッシュ  
22,000円（消費税抜き20,000円）1.0H〈VAG2〉

設定 除くドアエッジプロテクター
（メッキ調、樹脂製）（ 114 、115 ）付車

1年間2万km保証

インテリジェント
クリアランスソナー付車
※一部形状が異なります。

COLOR ［塗装済設定色］その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

ホワイトパール
クリスタルシャイン ブラック202070 スパークリングブラックパール

クリスタルシャイン

ブラッキッシュアゲハ
ガラスフレーク ボルドーマイカメタリック

220

221 3R9  架装部位

507

510

509

506
503 505

513

513

513

508

509 バックドアガーニッシュ 
9,900円（消費税抜き9,000円）0.4H〈VAL2〉

510 リヤライセンスガーニッシュ  
6,600円（消費税抜き6,000円）0.5H〈VAL3〉

■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。
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Photo：HYBRID Gi“Premium Package”。
ボディカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉はメーカーオプション。
モデリスタエアロキット、リヤスポイラー、バックドアスムージングパネル、LEDライセンスランプ、
クールシャインキット、ロアグリルガーニッシュ、
17インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅢ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆トーヨータイヤ TRANPATH ML）、
スポーツマフ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。

その煌めきが、
個性に、さらに磨きをかける。

309 フードガーニッシュ
30,800円（消費税抜き28,000円）0.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

310 ミラーガーニッシュ
16,500円（消費税抜き15,000円）0.5H〈WB35〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

311 バックドアガーニッシュ
22,000円（消費税抜き20,000円）0.5H〈WB36〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
※使用環境（低温時など）およびバックドア取付の他商品と同時
装着において、バックドアが全開し難くなる場合があります。

308  クールシャインキット  ［お得なセット価格］ 63,800円（消費税抜き58,000円）1.5H〈WB31〉 309＋310＋311  のセット

COOL SHINE KIT

312 ロアグリルガーニッシュ 
24,200円（消費税抜き22,000円）0.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

 架装部位

302

303

304

312

309

310

318

318
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313

315

318

320

322

324

314

316 317

319

321

323

325

＊1. 写真の色や照度は実際とは異なります。
＊2. 写真は当該車両とは異なります。
＊3. 価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。　
＊4. タイヤは標準装備されているものをご使用ください。
＊5. MODELLISTA SELECTIONのアルミホイールに対する設定となります。
　   モデリスタ以外のアルミホイールについては装着できません。
＊6. 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。

315 ラゲージLED＊1＊2

25,300円（消費税抜き23,000円）1.2H 〈WB74〉

イルミネーテッドエントリーシステムとドア
開閉に連動して光るLEDを3灯搭載し、明る
さを3段階に調整可能です。

317 LEDスマートフットライト＊1＊2

左右2灯セット 

24,200円（消費税抜き22,000円）1.5H 〈WB62〉

Bピラーに取り付ける小型LEDライト。左右
それぞれのスライドドアの開閉に連動して
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
設定 除くステッパルS（ 330 ）付車

319 17インチ アルミホイール＆
タイヤセット＊3

1台分 203,500円（消費税抜き185,000円）
0.5H〈WB03〉

ウェッズ レオニスVT〈パールブラックミラー
カット〉＆トーヨータイヤ TRANPATH ML
サイズ：17×6.5J&205/50R17

321 15インチ アルミホイールセット＊3＊4

1台分 49,500円（消費税抜き45,000円）
2.2H〈WB05〉

ウェッズ ギルドJT〈ブラック×ポリッシュ〉
サイズ：15×6.0J

323 ローダウンスプリング
1台分 38,500円（消費税抜き35,000円）

4.4H〈WB21〉

車高：約20mmローダウン

325 マフラーカッター
24,200円（消費税抜き22,000円）

0.4H〈WB13〉

サイズ：90mm×75mm スクエアデュアル
材質：ステンレススチール 
設定 リヤスカート（ 304 ）付車
※マフラーカッターの排気は片側のみです。もう一
方はダミーとなっております。

314 LEDシートバックテーブル
パネル＊1＊2

30,800円（消費税抜き28,000円）1.0H 〈WB65〉

助手席シートバックテーブルに装着するLED付の
パネル。淡いブルーのライトが車内を照らします。
ON/OFFのスイッチ付（イグニッションONで作動）。
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート
装着車”、Xi“ウェルジョイン”

316 ラゲージボックスLED＊1

2灯セット

19,800円（消費税抜き18,000円）1.0H 〈WB64〉

床下収納スペース（スーパーラゲージボックス）
を白色LEDで明るく照らし、荷物の整理や出し
入れをサポートします（イルミネーテッドエン
トリーシステムとドア開閉に連動し点灯）。
設定 除く車いす収納クレーン（ 331 ）付車

318 17インチ アルミホイール＆
タイヤセット＊3

1台分 203,500円（消費税抜き185,000円）
0.5H〈WB02〉

MODELLISTA WingDancerⅢ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆
トーヨータイヤ TRANPATH ML
サイズ：17×6.5J&205/50R17 

320 15インチ アルミホイールセット＊3＊4

1台分 59,400円（消費税抜き54,000円）
2.2H〈WB04〉

MODELLISTA Spin AirⅢ
〈ブラック×ポリッシュ〉
サイズ：15×6.0J

322 ホイールロックナット＊5＊6

10,450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

324 スポーツマフラー
ハイブリッド車

55,000円（消費税抜き50,000円）0.5H 〈WB11〉

ガソリン2WD車

63,800円（消費税抜き58,000円）0.5H 〈WB12〉

サイズ：90mm×75mmスクエアデュアル
材質：ステンレススチール
設定 リヤスカート（ 304 ）付車、除く4WD車

装着前装着後

点灯時

消灯時

フロントパーソナルランプ

ライト部

313 LEDルームランプセット（面発光タイプ）＊1＊2 
調光機能付52,800円（消費税抜き48,000円）0.5H〈WB70〉
フロントパーソナルランプ（2灯）、バニティランプ（2灯）、センタールームランプ（1灯［調光］）、リヤルームランプ（1灯［調光］）、リモコンのセット。

調光機能なし47,300円（消費税抜き43,000円）0.5H〈WB71〉
フロントパーソナルランプ（2灯）、バニティランプ（2灯）、センタールームランプ（1灯）、リヤルームランプ（1灯）のセット。

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。
調光機能付タイプは、リモコンでセンタールームランプ、リヤルームランプの明るさを3段階に調光可能。
設定 除くGi“Premium Package”
※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。

照射部

発光範囲
（図はフロントパーソナルランプ）

標準ハロゲンバルブ

面発光タイプLED

調光用リモコン

装着部位

 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。  

■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。
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326 サイクルホルダー ＊

41,800円（消費税抜き38,000円）〈WB82〉

自転車搭載ベース、ホイールホルダー、固定用アシストバー、固縛用
ベルトのセット。ロードバイクを2台まで搭載可能です。
搭載目安スペース：長さ1,480mm、高さ1,300mm、幅1,100mm

（前輪を外した状態での目安）
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、
Xi“ウェルジョイン”、車いす収納クレーン（ 331 ）付車
※搭載写真は7人乗り。セカンドシート左右席をスライドさせた状態です。
※自転車の種類やサイズにより搭載できない場合があります。
※前席は前寄りの位置になるため、足元のスペースが十分に確保できない
場合があります。
※自転車の搭載方法によってはセカンドシートには乗車できません。

327 ロッドホルダー ＊

52,800円（消費税抜き48,000円）0.2H〈WB81〉

フィッシングロッドを8本収納可能。
搭載可能寸法：約2,000mmまで
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェル
ジョイン”、ツインムーンルーフ（メーカーオプション）、SRSサイドエア
バッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ（メーカーオプション）付車
※寸法内であっても形状によっては収納できない場合があります。

328 フロントピラーアシストグリップ ＊
1個 13,200円（消費税抜き12,000円）1.0H

運転席側〈WB84〉、助手席側〈WB85〉

運転席・助手席への乗り降りをサポートするグリップ。
設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ

（メーカーオプション）付車

329 エアスリープマット
22,000円（消費税抜き20,000円）〈WB99〉

車中泊やキャンプなど、さまざまなシーンで活躍するエアマット。
エアバルブを開くだけで厚さ約9cmに自然に膨らみ、シートや
地面の凹凸を吸収して快適な寝心地を実現します。
サイズ（展開時）：L約195×W約61cm
※カバー部のみ難燃性素材を使用しています。

設定 除くXi“ウェルジョイン”

330 ステッパルS
217,800円（消費税抜き198,000円）4.5H〈WB91〉

スライドドアの開閉に連動し自動で展開格納するスタイリッシュな
ステップ。夜間の乗降にも安心なイルミネーション付（LEDライト）。
設定 除くサイドマッドガード（ 003 ）、サイドスカート（ 303 ）、
LEDスマートフットライト（ 317 ）付車
※サイドリフトアップチルトシート、助手席リフトアップシートとの同時使用はできません。
※装着は助手席側のみとなります。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

328 329

330

327

326

助手席側

＊写真は当該車両とは異なります。

収納時

ホイールホルダー

フロントフォーク締結部

LEDライト

固定用アシストバー

■自転車搭載位置

2名乗車時
3名乗車時

（6:4分割チップアップシートは4名乗車）

ホイールホルダー

 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。  

■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。



15

511  ドアスタビライザー＆ブレースセット
33,000円（消費税抜き30,000円）1.5H〈VC6U〉

フロントドアにドアスタビライザー、スライドドア下にブレースを
装着することで、ステアリング操作時の車両反応を向上。クイックな
レスポンスに仕上げます。
材質：【ブレース】ステンレススチール 
部品構成：ドアスタビライザー2個、ブレース2点

512  TRDスポルティーボサスペンションセット
103,400円（消費税抜き94,000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。
車高変化量：約20mmダウン
設定 除く4WD車

513  17インチアルミホイール「TF4A」＆タイヤセット＊1

1台分 206,800円（消費税抜き188,000円）0.5H〈VD71〉

TRD TF4A&グッドイヤータイヤ“EAGLE RV-F”
サイズ：17×6.5J＆205/50R17
設定 除くキー付ホイールナット（ 100 ）付車

514  ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）
フロント3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC61〉

リヤ　   3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC62〉

表面にシルバーのコーティングを施すことで、ウィンカーバルブ
非点灯時のオレンジ色が目立たず、すっきりとした印象になります。
※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。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

515  プッシュスタートスイッチ
15,400円（消費税抜き14,000円）0.2H〈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。　ボタン色：レッド
設定 スマートエントリーシステム+プッシュスタートシステム

（標準装備・メーカーオプション）付車

516  ドアハンドルプロテクター
1台分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。

517 15インチアルミホイール「KYOHO CD-F1」&
ナットセット＊1＊2

1台分72,600円（消費税抜き66,000円）2.2H〈VR5A〉

サイズ：15×6.0J
設定 除くキー付ホイールナット（ 100 ）付車

518 15インチアルミホイール「TOMʼS TH03」&
ナットセット＊2

1台分55,000円（消費税抜き50,000円）2.2H〈VR5B〉

サイズ：15×6.0J
設定 除くキー付ホイールナット（ 100 ）付車

519 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50,600円（消費税抜き46,000円）2.2H〈VR5C〉

サイズ：15×6.0J
設定  ガソリン2WD車、除くキー付ホイールナット（ 100 ）付車

512

514

装着前 装着後

ガソリン車用

ハイブリッド車用

装着前 装着後

517

518 519

511

513

515 516

SELECTION

TRDが 厳選した
ドレスアップ アイテム

▶

▶

ハイブリッド車用 ガソリン車用

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

TRD Parts

■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。

TRDパーw 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



収納例

FOR FAMILY 子どもの元気も、クルマのキレイも一緒に守る。

装着部位

014

紫外線 赤外線

■ IR（赤外線）カットフィルム貼付位置

015

透過率 約87％（クリア）、約35％（スモーク）

※写真のフィルムはクリア。 

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

014 プロテクションフィルム（ドアハンドル）
8,250円（消費税抜き7,500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。

015 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・バックガラス）
27,500円（消費税抜き25,000円）2.5H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

色：クリア、スモーク
設定 除く電子インナーミラー、
乗降中表示器付車

011 セカンドシートアンダーマット
13,200円（消費税抜き12,000円）〈A2K2〉

セカンドシートの足元を汚れから保護するマット。水洗いや拭き掃除が
できる素材を採用。使わない時は丸めてラゲージなどに収納できます。
色：ブラック
材質：【表面】ポリ塩化ビニル
設定 除くXi“サイドリフトアップ
チルトシート装着車”

012 セカンドシートカバー（撥水タイプ）
15,400円（消費税抜き14,000円）〈AAM1〉

簡単脱着タイプ。撥水タイプの布製で、
飲みこぼしなどの汚れが簡単に
拭き取り可能。
設定 除くXi“サイドリフトアップ
チルトシート装着車”、Xi“ウェル
ジョイン”

013 ラゲージソフトトレイ
13,200円（消費税抜き12,000円）〈J0A8〉

コンパクトに丸めておくことも可能です。撥水・防水機能、外周縁付。
設定 除くマルチボード（テーブル機能付）付車

［お得なセット価格］ 
41,800円（消費税込み） ▶38,500 円（消費税抜き35,000円）〈CDTU〉　　

設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”、マルチボード（テーブル機能付）付車

洗える！拭ける！わんぱくキッズを乗せても安心！

010 子育てパッケージ 　011＋012＋013  のセット

012

011

013

ロゴアップ

装着部位

16



装着部位

LEISURE ITEM 週末レジャーを、もっと快適に。

017

020

018遮光

網戸使用時

サンシェード使用時 収納時

サードシートの
片側を起こした状態

245mm

使用イメージ

折り畳んだ状態 テーブル使用時

サードシートを
跳ね上げた状態

019

021

017 室内カーテン（遮光機能付）
58,300円（消費税抜き53,000円）2.0H〈F4RC〉

遮光率1級の遮光カーテンです。
広げても折りたたんでも美しい
ドレープをキープでき、高級感が
際立ちます。
色：ブラック
材質：【カーテン生地】ポリエステル

【カーテンレール・エンドキャップ】樹脂（ABS）
設定 除くXi“ウェルジョイン”、SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールド
エアバッグ（メーカーオプション）、ヘッドサポートクッション、ピラーライト付車

018 網戸付サンシェード
18,700円（消費税抜き17,000円）〈H2B3〉

駐車時の日差しをやわらげ室内の不快な熱さを軽減。また、蚊など
の小虫の侵入を防ぎながら車外の風を室内に取り込める網戸付。
※車両走行時には装着しないでください。
※設定はウインドシールドガラス、運転席・助手席のフロントドアガラスの3ヶ所。
網戸は運転席・助手席のフロントドアガラスの2ヶ所に設定。

019 フレキシブルラゲージマット
16,500円（消費税抜き15,000円）〈J0G4〉

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。
材質：ポリ塩化ビニル
設定 除くマルチボード（テーブル機能付）付車

020 滑り止めシート（テーブル用）
4,950円（消費税抜き4,500円）0.2H〈D2AA〉

助手席のシートバックテーブルに貼り付ける滑り止めシートです。グリップ力
と耐摩擦性に優れ、テーブルの上に載せた小物などの滑りを防ぎます。
色：ブラック　材質：【グリップ層】合成ラバー（EPDM）
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”

021 マルチボード（テーブル機能付）
22,000円（消費税抜き20,000円）0.5H〈P6C7〉

荷物の大きさや目的に合わせて、ボードを2段階に使い分けできます。　
材質:【デッキボード本体】ポリプロピレン 　サイズ:L350.9×W970×H42mm
設定 除くラゲージソフトトレイ、フレキシブルラゲージマット、ラゲージソフトボックス、ラゲージトレイ付車　　
※耐荷重：20kg　※走行時には荷物の転倒防止にご留意ください。

［お得なセット価格］ 93,500円（消費税込み） ▶89,100 円（消費税抜き81,000円）2.0H〈CDUU〉　　

設定 除くXi“ウェルジョイン”、SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ（メーカー
オプション）、マルチボード（テーブル機能付）、ヘッドサポートクッション、ピラーライト付車

家族のアウトドアに、くつろぎのスペースを。

016 レジャーパッケージ   017＋018＋019  のセット

■カーテン取付図

各生地（1台分）
室内カーテン
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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。  

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。

■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。



024 リバース連動ミラー 
16,500円（消費税抜き15,000円）1.0H〈K8J0〉

Rレンジにすると助手席側のドアミラー鏡面が連動し、リヤタイヤ付近
を映します。ミラースイッチでミラーの位置調整も可能。「R」を解除
すれば元に戻ります。

コーナーセンサー
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

025 フロント左右
30,800円（消費税抜き28,000円）1.2H〈K2BU〉

設定 除く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）、
ブラインドコーナーモニター（販売店装着オプション）付車

026 リヤ左右
30,800円（消費税抜き28,000円）1.2H〈K2CU〉

設定 除くXi“ウェルジョイン”、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

025 026

DRIVING SUPPORT 心配をなくせば、運転はもっと楽しくなる。

通常時 作動時

024

▶

フロントセンサー部ホワイト シルバー ブラック

約25～60cmで
ピッピッピッ（断続音）

約25cmで
ピー（連続音）

約25cm

約25～50cm 約25～60cm

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

★サポトヨプラスについて詳しくは  P20参照

★
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ドライブサポートイルミネーションの色と光がもたらす、3つの主な機能

HOSPITALITY 
乗降時や停止中に、流れる光が
ドライバーをおもてなしします。

3 SAFETY
速度状況やシフト位置などに
合わせて、色と光で分かりやすく
お知らせします。

2

1

ECOLOGY 
走行中のモードに合わせて
4色に変化し、エコ運転を
サポートします。

見た目にもキレイな9色。

青 空色 青緑

緑 黄緑 黄

赤 橙 朱色

027 ドライブサポートイルミネーション 　
31,900円（消費税抜き29,000円）1.2H〈DGMU〉

車両情報に連動し、メーターフード上部のLEDでお知らせ。急な加減
速時やシフト操作時など、色と点滅でさまざまな情報をドライバーに
伝え、エコドライブや安全運転のきっかけづくりに貢献します。
材質： 【カバー】樹脂（PC、ABS複合材） 
　　  【ライトガイド】樹脂（アクリル＋フッ素樹脂の2層構造）
設定 ハイブリッド車、除くインテリアパネル メーターフード付車

028 フェンダーランプ（デザインタイプ） 
13,200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 1.0H〈K2J1〉

インテリジェントクリアランスソナー無車 0.6H〈K2J0〉

スモールランプに連動してポール先端がブルーに点灯。ドライバー
の見やすい高さに無段階で調整（手動）できます。
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。 

029 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。親水性は日光
が当たると回復し、効果が持続します。

030 リヤアンダーミラー
13,200円（消費税抜き12,000円）1.2H〈S6A0〉

リヤの死角を軽減します。
設定 除くリヤスポイラー（LED付、カラード）付車
※穴あけ加工が必要となります。※写真は当該車両とは異なります。 

装着時

伸長時 伸縮時

▶

027

029

無段階調整可能

028

非装着時

※写真はハイブリッドエコモード時のイメージです。

※写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯
をしています。実際の走行状態を示すものではありません。　※昼夜判定し、夜間は
減光します。　※写真の色や照度は実際とは異なります。　※穴あけ加工が必要
となります。

 ドアオープン時、乗車側から
　白色ドットLEDが点灯（空色）

ドアオープン時

走行中の急加速時に白色ドットLEDが
点灯（3カ所）してお知らせ

（写真はパワーモード時：  橙）

急加速時

 ハイブリッド
　エコモード（青緑）

 エコモード（黄緑）

走行時

点灯例

点灯例

点灯例

030

★
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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。  

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。

■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。



※「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/

　 031 後方確認セット  032＋033  のセット

　64,900円（消費税抜き59,000円）2.7H〈DHFU〉

032 電子インナーミラー ＊1       　  
60,500円（消費税抜き55,000円）2.4H〈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
 

033 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。
色：ブラック
材質：【本体】樹脂（ABS）　【ミラー】アクリル

033

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

伸長時 伸縮時

▶
無段階調整可能

028

非装着時

非装着時

032

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。

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

 注意

約40°約20°

カメラ部※写真はイメージです。

 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

他にも充実！
「運転サポート」
アイテム。

便利なアイテムで日々の運転を快適に。

・コーナーセンサー 
・フェンダーランプ については

 

 P18-19参照

・雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター 
・雨滴除去機能付きバックガイドモニター
・ブラインドコーナーモニター については

※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。   AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE参照
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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。

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。

035 バックドアストラップ
4,510円（消費税抜き4,100円）0.8H〈J1JE〉

ストラップを引っ張れば、小柄な方でも楽にバックドアが閉められます。　
材質：ポリエステル

048 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

034 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

036 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　材質：樹脂（TPE）　
設定 除くフロントグリル＆フロントスポイラー（LED付）、リヤバンパースポイラー付車

037 乗降中表示器
23,870円（消費税抜き21,700円）2.0H〈DHGU〉

助手席側のスライドドアが開くと、バックガラス室内部にLEDで
「乗降中」と表示することで、後続車に注意喚起を行います。

材質：【ハウジング、ベゼル】樹脂（AES） 　【レンズ】樹脂（アクリル）
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

035

036 037

 　
127 運転者サポートパッケージ 035 ＋ 048 のセット

  　［お得なセット価格］  10,670円（消費税込み）

  　 

  

6,600円（消費税抜き6,000円）0.8H〈CGNU〉

048

034

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

＊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。　※ツインムーンルーフ付車の場合は、画面への映り込み軽減のため、シェードを閉めてご使用ください。　※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。
＊2. SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動し
なくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。　

エクスジェル部 イメージ図

※エクスジェル®は
株式会社加地の
登録商標です。

詳しくは
こちらを
Check！

運転サポート

リヤフロント
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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。  

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。

■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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❼

❺
❷

❻

❶

❹
❸

049 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
＊ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

049 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

039

040

039 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：全席ヘッドレスト部

040 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、セカンドシート左右席
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

［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Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

少しの“プラス”で、驚くほどラクになる。

038 安心ドライブパッケージ 　039＋040  のセット

042 ヘッドサポートクッション
11,000円（消費税抜き10,000円）0.3H〈B0EE〉

助手席側スライドドアの開口部上部に装着し、乗降時にうっかり頭を
ぶつけても優しく頭部を保護します。
材質：【表皮材】ポリエステル　【中クッション材】ウレタン
取付位置：助手席側スライドドア上部
設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ

（メーカーオプション）、室内カーテン（遮光機能付、プリーツタイプ）付車

043 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

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

▶
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128 同乗者サポートパッケージ 041 ＋ 046 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〉

041 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

※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。
※助手席シートバックテーブル付車の場合、本製品の使用時に助手席シート
バックテーブルの機能を阻害する可能性があります。

046 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：セカンドシート左右席（アシストグリップ）

 　
129 同乗者サポートプラスステップパッケージ

 　 041 ＋ 046 ＋ 047 のセット

  　［お得なセット価格］  54,890円（消費税込み）

  　 

  

42,900円（消費税抜き39,000円）〈CGPU〉

　  設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

047 ステップ（170mmタイプ）
33,550円（消費税抜き30,500円）〈F7QB〉

ステップ面が広く、車両への乗り降りをラクに行うための折りたたみ式
の置き型ステップです（ラゲージに収納可能）。
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

044 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、セカンドシート左右席
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

045 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：セカンドシート左右席

046

045

047

044

公益財団法人日本デザイン振興会

※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

イメージ図

  サポートパッド部

041

同乗者サポート

詳しくは
こちらを
Check！
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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。  

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。

■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。



053 フロアマット（ラグジュアリータイプ）＊1★

1台分 63,800円（消費税抜き58,000円）0.3H〈A0F3〉

毛足が長くやわらかな踏み心地を実現した上質なマット。加えて、
消臭・抗菌、吸遮音機能も兼ね備え、快適な室内空間を演出します。
色：ブラック
材質：ポリプロピレン

　　　

　054 インテリアパネルセット＊2

    055＋056＋057  のセット

　39,820円（消費税抜き36,200円）0.9H

　ダークメタル〈CALU〉、ウッド調〈CEEU〉、黒木目調〈CEFU〉

　 設定 除くドライブサポートイルミネーション付車

055 センタークラスター＊2

16,500円（消費税抜き15,000円）0.3H

ダークメタル〈B4RJ〉、ウッド調〈B4TP〉、黒木目調〈B4TS〉

056 メーターフード＊2

13,860円（消費税抜き12,600円）0.3H

ダークメタル〈B4RK〉、ウッド調〈B4TR〉、黒木目調〈B4U1〉

設定 除くドライブサポートイルミネーション付車

057 スイッチベース＊2

9,460円（消費税抜き8,600円）0.3H

ダークメタル〈B4RL〉、ウッド調〈B4TQ〉、黒木目調〈B4TT〉

054

ダークメタル

053

ロゴアップ

消臭・抗菌・吸遮音

Photo：Xi（8人乗り・2WD）。内装色はブラック。スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステムはメーカーオプション。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。
フロアマット（ラグジュアリータイプ）、インテリアパネルセット（ダークメタル）、革調シートカバー、シフトノブ ウッド調（黒木目）、ウッド調ステアリング（黒木目）を装着しています。
※写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

INTERIOR 自分の好きやこだわりで、空間を満たすよろこびを。

★フロアマットを固定する工夫については  P30参照

ウッド調 黒木目調 ■インテリアパネル装着部位

056

055

057

057

24



063

065

058 革調シートカバー＊4

1台分 94,600円（消費税抜き86,000円）2.0H〈A8A1〉

質感の高い革調シートとシートにフィットした形状で、室内の高級感
をさらに高めます。
色:ブラック
材質:ポリ塩化ビニル
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”

059 シフトノブ ウッド調（黒木目）＊2

8,800円（消費税抜き8,000円）〈B7E1〉

設定 Gi“Premium Package”、Xi、Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”

060 ウッド調ステアリング＊2

35,200円（消費税抜き32,000円）1.2H

ウッド調〈B5V0〉

設定 除く“Premium Package”

黒木目〈B5V2〉

設定 HYBRID Xi、Xi、Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”

※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まれません。

061 ドアリフレクションデカール　
フロント・リヤ左右 23,100円（消費税抜き21,000円）0.5H〈G1CD〉

夜間のライト反射時に、ドアオープン状態を後方に知らせる反射
フィルム。 
材質：樹脂（アクリル）
※写真の色や見え方は実際とは異なります。また、自発光はしません。

059

■商品部位

058

SRS SIDE AIRBAG 対応 ＊3

＊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。　＊2. 写真の色
や質感は実際とは異なる場合があります。また、木目の色は実際とは異なります。
＊3.SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、SRS
サイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用
の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大
な傷害を受ける恐れがあります。　＊4.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。昼間の状態（フロントドア）　 昼間の状態（スライドドア）　夜間の反射時（フロントドア） 夜間の反射時（スライドドア）

061

064

GARNISH ゆらめく陽炎がもたらす、圧倒的な個性。

ステッチ部

生地アップ

　 062 ガーニッシュセット（陽炎）
　063＋064＋065  のセット

　36,300円（消費税抜き33,000円）1.1H〈BEFU〉

063 ドアミラーカバー（陽炎）
9,900円（消費税抜き9,000円）0.3H〈K8DA〉

064 ピラーガーニッシュ（陽炎）
19,800円（消費税抜き18,000円）0.5H〈03L9〉

065 バックドアガーニッシュ（陽炎）
6,600円（消費税抜き6,000円）0.3H〈P2AT〉

060

ウッド調 黒木目
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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。  

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。

■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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066

ドアオープン時 減光時

069

071

装着前装着後

フロントパーソナルランプ/バニティランプ/ルームランプ（センター・リヤ） バニティランプ

072

ステップライト使用イメージ

070

066 インテリアイルミネーション（2モードタイプ・5灯）＊1＊2

18,700円（消費税抜き17,000円）1.8H〈B9B2〉＋〈B904〉＊2

ブルーの灯りが足元と、インパネ小物入れを照射。ドア開時に点灯、ドア閉時
にゆっくりと減光。夜間はスモールライトに連動し、淡く照らします。

067 ピラーライト＊1＊2

19,800円（消費税抜き18,000円）1.7H〈B4A1〉＋〈B904〉＊2

天井に向けてソフトなブルーの光を放つ間接照明。ドア開時に点灯、ドア閉時
にゆっくりと減光。夜間はスモールライトに連動し、淡く照らします。
設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ（メーカーオプション）、
室内カーテン（遮光機能付、プリーツタイプ）付車

066＋067  同時装着時
36,300円（消費税抜き33,000円）3.4H〈B9B2〉＋〈B4A1〉＋〈B904〉＊2

設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ（メーカーオプション）、
室内カーテン（遮光機能付、プリーツタイプ）付車

068 エントリーライト＊1

13,200円（消費税抜き12,000円）1.5H〈B9J0〉

運転席、助手席のドアトリム下に高輝度白色LEDを配置。ドアを開ける
と足元を明るく照らし、乗る人をやさしくもてなします。

069 LEDバルブセット＊1

6灯 23,100円（消費税抜き21,000円）0.3H〈B9DA〉
交換部位：ルームランプ（2灯）、フロントパーソナルランプ（2灯）、バニティランプ（2灯）
設定 除く“Premium Package”、プラズマクラスター搭載LEDルームランプ付車

2灯 7,700円（消費税抜き7,000円）0.2H〈B9DB〉 
交換部位：バニティランプ（2灯）
設定 “Premium Package”

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。

070 スカッフイルミネーション＊1

1台分・フロント左右 42,900円（消費税抜き39,000円）0.6H〈G1H0〉

運転席と助手席のドアオープン時に、「Esquire」ロゴが点灯。 
材質：【スカッフベース】樹脂（ポリプロピレン） 【プレート】ステンレススチール

071 ステップライト＊1

17,600円（消費税抜き16,000円）1.5H〈G1J2〉

運転席側、助手席側のスライドドア開時にホワイトのほのかな光が足元を明るく
照射。スライドドア閉時に自動消灯。夜間もスムーズな乗降ができます。

072 ウェルカムライト（運転席・助手席側）＊1＊3

35,200円（消費税抜き32,000円）1.8H〈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、ドアミラーからバルブ特有の温かみのある光がさし「おもてなし」を演出。
夜間の乗車時に便利です。なお、イグニッションをONにすると消灯します。
色：電球色（バルブ）

073 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ＊1

19,140円（消費税抜き17,400円）0.5H〈104N〉

プラズマクラスターで車内を快適空間に。LED照明付。　色：グレー
設定 除くLEDバルブセット（6灯）付車

068067

＊1. 写真の色や照度は実際とは異なります。　＊2. 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2,200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・5灯）、ピラーライト同時装着時はスイッチを共有化しています。　
＊3. 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。

ILLUMINATION 灯りが演出する、思いやりとおもてなし。

073

※本製品はシャープ株式会社のプラズマクラスター
技術を搭載しています。プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式
会社の登録商標です。　※写真は当該車両とは異な
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。
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 COMFORT & UTILITY 快適や便利を、ほしいだけ。

流用：NV

077 オットマン
2列目席 2席用（2個セット） 33,000円（消費税抜き30,000円）〈D4K2〉

1個でもご購入いただけます。 18,150円（消費税抜き16,500円）〈D4K1〉

乗車姿勢やお好みに合わせた使い方ができるオットマン。
色:ブラック　 材質：【本体】樹脂（ポリプロピレン） 【クッション部】ウレタン＋合皮レザー

078 サードシート格納時パッド
2個 8,800円（消費税抜き8,000円）〈J1L0〉

跳ね上げられたサードシート2席に装着し、セカンドシートのロングスライド時にはピローとして
頭を支えます。また、取り外して2つ折りにしてクッションとしても使えます。 　材質：ポリエステル
設定 7人乗り、除くXi“ウェルジョイン”、フルシートカバー（撥水）付車

079 ジョイントクッション
29,700円（消費税抜き27,000円）〈J0L1〉

低反発ウレタンがシートの凸凹感を分散させ、心地よく休めます。腰までのサポート
クッションとして、1枚での使用も可能。　色：ブラック
設定 8人乗り、Xi“ウェルジョイン”

080 ハンガーパイプ
17,600円（消費税抜き16,000円）〈G3B0〉

サードシート用アシストグリップに引っ掛けて使用します。
耐荷重：10kg　材質：【パイプ】ステンレススチール  【ブラケット】樹脂（ガラスファイバー入りナイロン）
設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ

（メーカーオプション）付車

081 コンソールボックス
28,600円（消費税抜き26,000円）0.5H〈E7A0〉

小物入れ・収納ボックス・ゴミ箱の3スペースを兼ね備えた大容量収納アイテムです。
色：ブラック　設定 Xi、Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”

082 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

083 本革キーケース
11,000円（消費税抜き10,000円）ブラック〈B1J0〉、ブラウン〈B1J1〉

車名ロゴ入り。　色：ブラック、ブラウン　材質：牛革
設定 スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステム（標準装備・メーカーオプション）付車　
※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。

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。　

084 スマートキー一体タイプ
68,200円（消費税抜き62,000円）1.0H

ハイブリッド車〈DFRU〉
ガソリン車、スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステム（標準装備・メーカー
オプション）付車〈DFQU〉
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ITS Connect対応ユニット（販売店装着オプション）付車

085 ベーシックタイプ  　　
48,400円（消費税抜き44,000円）

ハイブリッド車 1.0H〈DLKU〉 

ガソリン車、スマートエントリーシステム＋プッシュスタートシステム（標準装備・
メーカーオプション）付車 1.0H〈DLJU〉

Xi、Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”、除くスマート
エントリーシステム＋プッシュスタートシステム（メーカーオプション）付車

1.4H〈DLLU〉
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ITS Connect対応ユニット（販売店装着オプション）付車

086 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&リモートスタートと同時装着の場合に必要となります。 

079078

カバー

二つ折り状態

クッション

▲

077

■踏み台として使用など、指定以外での使用はしないでください（転倒等の危険
があります）。　■助手席では使用しないでください。　■リクライニングモード
は前席とのスペースが必要となります。（2列目席での使用をおすすめします）　
■リクライニングモード使用時は、走行状態によっては、足元のバランスを崩す
恐れがありますのでご注意ください。　■フロア設置面には滑り止め加工を施し
ています。　■クッション開閉時に指を挟まないようにご注意ください。

 注意

リクライニング
モード

フットレスト
モード

通常モード 収納＆フットレスト
モード

■モードのパターン

取り付け部分アップ

080

 注意
本製品はサードシートを跳ね上げた状態で取り付けてください。また、セカンドシート
のアシストグリップには絶対に取り付けないでください。SRSカーテンシールドエア
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

1

小物入れ
2

2

ティッシュボックス
3

3

CD（最大10枚）
4

4

ゴミ箱（小物入れ）

081

ゴミ箱取り外し時

車両後方

オープン時 ゴミ箱オープン時

車両前方

ロゴアップ ブラック ブラウン

083

084 085 ■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。　

 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。  

082

※写真は当該車両とは異なります。 開(インナーケース付)

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。

■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。



28

WINTER & SNOW 雪や悪天候の備えに。アウトドアのお供にも。

★フロアマットを固定する工夫については  P30参照

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

2 列目

助手席側 運転席側

093

095094

091 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）★

フロント・リヤ２列目セット＊1＊2 17,600円（消費税抜き16,000円）〈A2KU〉
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

フロント（運転席・助手席）＊1＊3  11,550円（消費税抜き10,500円）〈A2J8〉

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）
※写真は当該車両とは異なります。

092 合金鋼チェーン＊4

13,750円（消費税抜き12,500円）〈V1C0〉

093 バイアスロンチェーン＊4

33,000円（消費税抜き30,000円）〈V1B1〉

094 ワンタッチ合金鋼チェーン（ラダータイプ）＊4

17,930円（消費税抜き16,300円）〈V1D0〉

095 リヤフォグランプ
24,090円（消費税抜き21,900円）

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.8H〈DAUU〉
インテリジェントクリアランスソナー無車 1.4H〈DAHU〉

設定 寒冷地仕様車、除くリヤバンパースポイラー付車

＊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。 ＊2.リヤ3列目の設定はございません。 ＊3.運転席・助手席のみの設定となります。 ＊4.■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とは異なります。

091

092

LUGGAGE 大きな収納を、もっとかしこく使うために。
088 087 ラゲージソフトボックス

18,700円（消費税抜き17,000円）〈J0N0〉

仕切り板により最大で3つのスペースに区分けできる収納ボックス。
ファスナーを開けることでマットとしても使用できます。撥水機能付。　
色：ブラック　材質：ポリエステル
サイズ：【ボックス時】L320×W980×H300mm 【マット時】L1,248×W1,565mm
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、マルチボード

（テーブル機能付）付車
※写真は当該車両とは異なります。

088 ラゲージパーテーションケース
13,750円（消費税抜き12,500円）〈J0K0〉

大容量で取り外し簡単、水洗いできます。仕切り板（パーテーション）1枚付。
設定 除くスペアタイヤ（メーカーオプション）付車

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

濡れたものや汚れたものも気にせず積み込めます。車名ロゴ入り。 
設定 除くマルチボード（テーブル機能付）付車

090 リヤバンパーステップガード
11,000円（消費税抜き10,000円）0.2H〈Q1A0〉

リヤビューをドレスアップ。荷物の積み降ろし時にバンパーの傷つきを
防止します。車名ロゴ入り。　 材質：ステンレススチール

ガソリン車用ハイブリッド車用

090

ロゴアップ

089

ボックスオープン時 マット状態

087
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■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 通知 サイレン セキュリティ

ホーン

096 オートアラーム（プレミアム） ○ ○
（ガラス割れ） ○ ○ ○ × ○ ×

マイカーSecurity＊1＋
096  オートアラーム（プレミアム） ○ ○

（ガラス割れ） ○ ○ ○
○

（メールおよび
電話へ）

○ ×

097  オートアラーム
（ベーシック） ○ × × ○ ○ × × ○

マイカーSecurity＊1＋
097  オートアラーム

（ベーシック）
○ × × ○ ○

○
（メールおよび

電話へ）
× ○

●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。
＊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13,200円/年（税込み）となります。

LEDインジケーター（運転席インパネ）
※写真は当該車両とは異なります。

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。

＋さらに安心

097  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

096  オートアラーム（プレミアム） 警報②
＋侵入センサー（ガラス割れ）、バッテリー外し検知機能
・車両ホーン配線が切られた時はサイレンが作動
・さらに車両バッテリーが外されても内蔵バッテリーでサイレンが作動

103

100

❸

❼

❾

❺

❶
❷

❻

❽

❹

⓫❿
⓬

セット内容
❻ 携帯トイレ（3個）
     吸水シート付　
❼ 手回し充電ラジオライト
　 （USBジャック付）
❽ マスク　
❾ 軍手
❿ 防災ウェットタオル
⓫ タオル
⓬ 給水袋（容量3L）

❶ レインコート
❷ レジャーシート
    （L1.8×W1.8m） 　
❸ 搭載ケース
    （リュックタイプ/容量15L相当）
　 ズレ防止マジックテープ付
　 サイズ：L420×W300×H140mm
❹ 非常用ホイッスル
❺ アルミブランケット

101

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します（ベーシック機能）。車両
バッテリーが外された際には、内蔵バッテリーでサイレンが警報します

（プレミアム機能）。

096 プレミアム
55,000円（消費税抜き50,000円）1.5H

ハイブリッド車〈M6KH〉、ガソリン車〈M6KF〉
設定 除くXi“ウェルジョイン”、ITS Connect対応ユニット（販売店装着
オプション）付車

097 ベーシック
38,500円（消費税抜き35,000円）1.0H〈M6KG〉

設定 除くITS Connect対応ユニット（販売店装着オプション）付車

086 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&リモートスタートと同時装着の場合に必要となります。

　 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

　 098 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＊2。
　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
　＊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。

　 099 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＊2。
　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
　＊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。

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

101 三角表示板
2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

102 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〉

【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。

103 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、必要に応じてご準備することをおすすめします。

102

SECURITY & EMERGENCY 万が一にも、あると安心。  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。  

098 099

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。

■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。



105

053

消臭

111

106 SRS SIDE AIRBAG 対応＊5

＊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。 ＊2.リヤ3列目の設定はございません。　＊3.運転席・助手席のみの設定となります。　＊4.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。　＊5.SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ
付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用すると
SRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

108 109

開 開閉 閉

112 113

053 フロアマット（ラグジュアリータイプ）＊1★

1台分 63,800円（消費税抜き58,000円）0.3H〈A0F3〉

毛足が長くやわらかな踏み心地を実現した上質なマット。加えて、
消臭・抗菌、吸遮音機能も兼ね備え、快適な室内空間を演出します。
色：ブラック  材質：ポリプロピレン

104 フロアマット（デラックスタイプ）＊1★  
1台分 51,700円（消費税抜き47,000円）0.3H〈A0GC〉

色：ブラック　材質：ポリプロピレン

091 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）★

フロント・リヤ２列目セット＊1＊2 17,600円（消費税抜き16,000円）〈A2KU〉
設定 除くXi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

フロント（運転席・助手席）＊1＊3  11,550円（消費税抜き10,500円）〈A2J8〉

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）
※写真は当該車両とは異なります。

105 室内カーテン（プリーツタイプ）
41,800円（消費税抜き38,000円） 2.0H 〈F4R1〉

室内を落ち着いた雰囲気にドレスアップ
するプリーツカーテン。消臭機能付。
色：ブラック
材質：ポリエステル

設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ
（メーカーオプション）、ヘッドサポートクッション、ピラーライト付車

106 フルシートカバー（撥水）＊4

除くXi“ウェルジョイン”  1台分57,200円（消費税抜き52,000円）1.0H〈A6M0〉

　   Xi“ウェルジョイン”  1台分48,950円（消費税抜き44,500円）0.9H〈A6M7〉

撥水加工を施した素材。飲みこぼしなどの汚れも簡単に拭き取れます。
色：ブラック

設定 除くサードシート格納時パッド付車

107 シガレットライター
4,400円（消費税抜き4,000円）0.3H〈C2E1〉

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

108 灰皿（高級タイプLED付）
7,700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。

109 灰皿（ベーシックタイプ）
1,870円（消費税抜き1,700円）〈C2E7〉

110 プレミアムホーン
5,500円（消費税抜き5,000円）0.3H〈M5C2〉

高級感あふれるホーンで高音質のハーモニーを実現した保安基準適合品。

111 サイドバイザー（RVワイドタイプ）
1台分 24,200円（消費税抜き22,000円）0.3H〈K0H0〉

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。
※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。

112 カーカバー（防炎タイプ）
26,400円（消費税抜き24,000円）〈K7B2〉

材質：ポリエステル
（財）日本防炎協会認定生地を使用しています。

113 シートエプロン
フロント・2列目（キャプテンシート）

1席分 11,000円（消費税抜き10,000円）〈B0A2〉 

色：グレー

107

110

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。

■回転ノブ
取り付け部位

※写真は当該車両
とは異なります。

ロゴアップ

BASIC 揃えておきたい定番アイテム。

104

※写真は助手席用。

091

消臭・抗菌・吸遮音

■カーテン取付図

室内カーテン
各生地（1台分）
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2 列目

助手席側 運転席側



 商品部位 商品部位

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。

★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。

117 118 119

114
114 ドアエッジプロテクター（メッキ調）

フロント2本入 5,500円（消費税抜き5,000円）0.2H〈K6B1〉

115 ドアエッジプロテクター（樹脂製）＊1

フロント2本入 2,750円（消費税抜き2,500円）0.2H〈K6B3〉

色：ホワイト、スーパーシルバー、シルバーメタリック、ブラック、ダークブルー

116 字光式ナンバープレート用ブラケット（リヤ）＊2

19,250円（消費税抜き17,500円）0.4H

HYBRID Xi、Xi、Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”、Xi“ウェルジョイン”〈BJQU〉

設定 字光式ナンバープレート付車、除くインテリジェントクリアランスソナー
（メーカーオプション）付車、雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター・

雨滴除去機能付きバックガイドモニター・マルチビューバックガイドモニター・
バックガイドモニター・ブラインドコーナーモニター（販売店装着オプション）付車

117 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

118 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）

119 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

115

FOR CHILDREN 大切なお子様に、確かな安心を。

品名

取付方法 取付位置
取付向き

シートベルト ISO FIX 助手席
セカンドシート（外側） セカンドシート（中央） サードシート

（外側）
サードシート
（中央）8 人乗り 7 人乗り 8 人乗り 7 人乗り

117  NEO G-Child baby
○ × × ○ ○ ○ × ○ × 後向き

○ × 　    ▲ ★2 ○ ○ ○ × ○ × 前向き

118  NEO G-Child  ISO leg
× ○ × ○ ○ × × × × 後向き

× ○ × ○ ○ × × × × 前向き

119  ジュニアシート ○ × 　    ▲ ★2 ○ ○ ○ × ○ × 前向き

チャイルドシート装着方法一覧表　　　　 ■：ベビーシートとして使用 ■：チャイルドシートとして使用 ■：ジュニアシートとして使用

カジュアル ナチュラル モダン カジュアル モダンナチュラル カジュアル（最大時） 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】

＊１.汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。　＊2. 価格には、本製品の装着に必要となるバックドアダンパーの価格が含まれています。

050 シートエプロン（吸水タイプ）
10,450円（消費税抜き9,500円）〈T8A0〉

設定 Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

051 胸部固定ベルト
5,500円（消費税抜き5,000円）〈T8B0〉

設定 Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

052 車いすステッカー
3,300円（消費税抜き3,000円）〈T8C0〉

設定 Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

126 専用車いす自操式セット
163,000円（消費税非課税）〈ZAAU〉

設定 Xi“サイドリフトアップチルトシート装着車”

331 車いす収納クレーン
217,800円（消費税抜き198,000円）4.0H 〈WB83〉

車いすなどの出し入れを電動でサポートする装置（吊上能力30ｋｇ）。
設定 除く車いす仕様車、スペアタイヤ（メーカーオプション）、ラゲージ
ボックスLED（ 316 ）、サイクルホルダー（ 326 ）付車

050 051 052

126 331
※助手席側サードシート
のリクライニングの角度
は少なくなります。
※手動車いす用固定装
置、ガードマットは含まれ
ません。手動車いす用固
定装置を同時装着した場
合は、消費税非課税にな
ります。

WELCAB 車いすでのドライブをやさしくサポート。

 1年間2万km保証

31

 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。  

■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。

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、塗装費を含まないメーカー希望小売価格もしくは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。



本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。　
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は’19年10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。特にスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉は黒、紫など、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。エアロパーツについては、セルフリストアリングコートは採用しておりません。
※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。　※本カタログでは、メーカー完成特装車（TECS：ウェルキャブ）についての設定は、記載しておりません。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのエスクァイア取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.02〜07、P.16〜31）に関するお問い合わせ先

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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

オープン時間

TEL

所在地

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の商品（P.02〜03、P.10〜11、P.15）に関するお問い合わせ先

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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

モデリスタの商品（P.02〜03、P.08〜09、P.12〜14、P.23）に関するお問い合わせ先

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター
TRDコールセンター 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

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

エアロパーツ
●エアロパーツ（ 301 ～ 304 、501 ～ 506 ）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 ～ 305 、501 ～ 506 ）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（ 318 、319 、513 ）およびアルミホイール&ナットセット（ 517 ～ 519 ）、アルミホイールセット（ 320 、321 ）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（ 318 、319 、513 ）およびアルミホイール&ナットセット（ 517 ～ 519 ）、アルミホイールセット（ 320 、321 ）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。　●ホイールロックナット（ 322 ）を装着の際は、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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
マフラーカッター/スポーツマフラー
●マフラーカッター（ 325 ）、スポーツマフラー（ 324 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面や突起物などと干渉し易くなります。また、音質、性能が変
化する場合があります。マフラーカッター、スポーツマフラーは素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。

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（ 323 ）、またはTRDスポルティーボサスペンションセット（ 512 ）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（ 323 ）、TRDスポルティーボサスペンションセット（ 512 ）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。

ステッパルS
●ステッパルS（ 330 ）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、凍結（着氷）状態で使用した場合、ステッパルが故障する恐れ
があります。


