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エクステリア&インテリア ［モデリスタ］
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イルミネーション

インテリア＆コンフォート

コンフォート/ラゲージ

ドライビングサポート/

ウィンター&スノー/エマージェンシー

セキュリティ/ベーシック

フレンドリーサポート/ウェルキャブ

チャイルドシート/ドッグアイテム

PICK UP ITEM エクステリア   ＆インテリアに個性と快適を。エスティマ・エスティマハイブリッド専用の多彩なカスタムグッズ。

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。

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

 3年間6万km保証

STYLING PACKAGE P.04

TRD Sportivo P.10

1年間2万km保証
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エクステリア   ＆インテリアに個性と快適を。エスティマ・エスティマハイブリッド専用の多彩なカスタムグッズ。

MODELLISTA P.06

WALD P.08

INTERIOR & COMFORT P.15

Selected by MODELLISTA
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印象を一新させる。“洗練”という名のプレミアム・ドレスアップ。
STYLING PACKAGE

002 リヤスパッツ
61,560円（消費税抜き57,000円）0.8H〈L5E8〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより約10mmダウン

001 フロントスポイラー
66,960円（消費税抜き62,000円）1.2H〈L5A0〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより約8mmダウン

003 フロントグリルガーニッシュ 
32,400円（消費税抜き30,000円）0.4H〈L2EL〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

001

 ■架装部位
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004 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

007 ハイブリッドロゴステッカー
5,400円（消費税抜き5,000円）0.5H〈R6B0〉

設定 ハイブリッド車

005 アルミホイール（ドレスアップ・18インチ）
1台分151,200円（消費税抜き140,000円）2.2H〈U8K0〉
インセット：51mm　重量：13.3kg/1本
設定 18×7Jアルミホイール付車

006 アルミホイール（スタンダード・16/17/18インチ）
16インチ　1台分86,400円（消費税抜き80,000円）2.2H〈U8K6〉　インセット：39mm　重量：10.2kg/1本
設定 16×6 1/2JJスチールホイール付車

17インチ　1台分99,360円（消費税抜き92,000円）2.2H〈U8K7〉　インセット：50mm　重量：10.3kg/1本
設定 17×7Jアルミホイール付車、除くハイブリッド車

18インチ　1台分103,680円（消費税抜き96,000円）2.2H〈U8K8〉　インセット：51mm　重量：11.4kg/1本
設定 18×7Jアルミホイール付車

Photo：エスティマ AERAS（4WD・8人乗り）。ボディカラーはダークシェリーマイカメタリック（4W4）。寒冷地仕様とリヤオートエアコン（リヤクーラー＋リヤヒーター）はセットでメーカーオプション。
フロントスポイラー、リヤスパッツ、フロントグリルガーニッシュ、アルミホイール（スタンダード・18インチ）を装着しています。

004 005 007006
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■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。   
：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※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。

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）̓18年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。



303

ラグジュアリー感の中に光るスタイリッシュさ。都会派志向のファッショナブルスタイル。

303 リヤスカート
塗装済48,600円（消費税抜き45,000円）1.6H〈WA05〉

素　地39,960円（消費税抜き37,000円）1.6H 5.0H 〈WA06〉

スポーティなフォルムとブラックアウトされたこだわりの
ディテールがリヤビューを引き締めます。
材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約10mmダウン
※ブラックアウト部分は、ボディカラーがブラック〈202〉の場合は
　ブラック〈202〉、それ以外の場合はブラックマイカ〈209〉となります。

302 フロントスポイラー
塗装済63,720円（消費税抜き59,000円）0.7H〈WA03〉

素　地55,080円（消費税抜き51,000円）0.7H 5.0H 〈WA04〉

ロアグリルを大きく見せるデザインと左右に配置された
メッキ加飾がワイド＆ローなスタイルを創出します。
材質：樹脂（ABS）＋メッキ　
地上高：オリジナルより約26mmダウン
※ブラックアウト部分は、ブラックマイカ〈209〉となります。

MODELLISTA  AERO  KIT

301 モデリスタエアロキット  ［お得なセット価格］ 
塗装済103,680円（消費税抜き96,000円）2.3H〈WA01〉

素　地87,480円（消費税抜き81,000円）2.3H 8.0H 〈WA02〉302＋303  のセット

304

310
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302

■架装部位
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305

Photo：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。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。 クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
モデリスタエアロキット、フロントグリルカバー、ルーフガーニッシュ、19インチ アルミホイール&タイヤセット（ロックナット付）（MODELLISTA WingDancerⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉&トーヨータイヤ トランパスLuⅡ）、
ローダウンスプリングはモデリスタパーツ（販売店装着オプション）。

304 フロントグリルカバー
51,840円（消費税抜き48,000円）0.8H〈WB32〉

シャープな造形のメッキと艶やかなブラックパネルが、存在感あふれるプレミアムな表情
を作り出します。
色：メッキ＋ブラックマイカ〈209〉
材質：樹脂（ABS）＋メッキ

305 ルーフガーニッシュ
47,520円（消費税抜き44,000円）1.5H〈WB31〉

ルーフ部に配置されたメッキ調ガーニッシュによって、エスティマのワンモーション
フォルムを更に強調。伸びやかで先進的なサイドビューを作り出します。
材質：樹脂（ABS）＋メッキ調

304

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 ブラック スパークリングブラックパール
クリスタルシャイン220202ホワイトパール

クリスタルシャイン
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■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
■ 設定のない商品は、全車型に適用です。   ：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※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。

 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。  



309308

308 リヤスカート
塗装済62,640円（消費税抜き58,000円）0.6H〈WA45〉

素　地50,760円（消費税抜き47,000円）0.6H 4.0H 〈WA46〉

材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約10mmダウン

309 WALDマフラーカッター
29,160円（消費税抜き27,000円）0.4H〈WB11〉
※リヤスカート303・308との同時装着が必要となります。

307 フロントスポイラー
塗装済71,280円（消費税抜き66,000円）0.7H〈WA43〉

素　地66,960円（消費税抜き62,000円）0.7H 4.5H 〈WA44〉

センターに配置されたメッキ加飾と左右に張り出したスポー
ティな造形が特徴的なフロントフェイスを作り出します。
材質：樹脂（ABS）＋メッキ　
地上高：オリジナルより約25mmダウン

307

WALD  AERO  KIT

306 WALDエアロキット  ［お得なセット価格］ 
塗装済123,120円（消費税抜き114,000円）1.3H〈WA41〉

素　地108,000円（消費税抜き100,000円）1.3H 7.0H 〈WA42〉307＋308  のセット

Photo：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。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。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。
WALDエアロキット、WALDマフラーカッター、19インチ アルミホイール&
タイヤセット（ロックナット付）（MODELLISTA WingDancerⅣ〈ブラック×
ポリッシュ〉&トーヨータイヤ トランパスLuⅡ）、ローダウンスプリングは
モデリスタパーツ（販売店装着オプション）。

強気のエアロスタイル。横並びの個性にドラスティックな差をつける。

310

 ■架装部位

308 309

307

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 ブラック スパークリングブラックパール
クリスタルシャイン220202ホワイトパール

クリスタルシャイン

Selected by MODELLISTA
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※写真は当該車両とは異なります（ラゲージLED、LEDルームランプ
セットを除く）。　※写真の色や輝度は実際とは異なります。

314

316 317

315

310 19インチ アルミホイール＆タイヤセット
（ロックナット付）

1台分318,600円（消費税抜き295,000円）0.5H〈WB01〉

MODELLISTA WingDancerⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉&トーヨー
タイヤ トランパスLuⅡ　サイズ：19×7.5J＆225/45R19
※専用のホイールナットが付属します。スタッドレスタイヤ等設定以外
のタイヤを装着した場合には、はみ出し、干渉等の可能性があります。

311 ローダウンスプリング
ガソリン車36,720円（消費税抜き34,000円）4.4H〈WB21〉

ハイブリッド車37,800円（消費税抜き35,000円）4.4H〈WB22〉

地上高：オリジナルより約25mmダウン

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

LEDのシャープな光がライセンスプレートを照らし、洗練
されたイメージを作り出します。

313 ラゲージLED
27,000円（消費税抜き25,000円）1.5H〈WB74〉

バックドアインナーに配された2つのLED照明が足元と
ラゲージルームを明るく照らし、夜間の作業性を格段に
向上させます。

314 LEDスマートフットライト
23,760円（消費税抜き22,000円）1.6H〈WB72〉

スライドドアの開閉に連動し、LEDライトが足元を照らします。
電球色：ホワイト
※左右セットとなります。

315 ステッパル
1台分190,080円（消費税抜き176,000円）4.5H〈WB91〉

スライドドアの開閉に連動し自動で展開収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。
※サイドリフトアップシートとの同時使用はできません。
※助手席側となります。

316 エアスリープマット
21,600円（消費税抜き20,000円）〈WB99〉

車中泊やキャンプなど、様々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
や地面の凸凹を吸収して快適な寝心地を実現します。
サイズ：W約61cm×L約195cm

317 充電式LEDソケットライト
4,968円（消費税抜き4,600円）〈WB98〉

普段はアクセサリーソケット部に挿入して充電。イグニッションオン
でイルミネーションが点灯、さまざまな色にゆっくりと変化する
ことで車内空間をワンポイントに演出します。取り外せば携帯
ライトとして使用可能。夜間時の車内外での作業に活躍します。

318 LEDルームランプセット（面発光タイプ）
48,600円（消費税抜き45,000円）0.7H〈WB71〉

LEDによるクリアな光がより洗練された空間を演出。消費
電力も低減させました。
交換部位：フロントマップランプ（2灯）、バニティランプ（2灯）、
リヤルームランプ（4灯）、ラゲージランプ（1灯）
※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。

フロントマップランプ/バニティランプ

通常光

ラゲージランプ

リヤルームランプ

発光範囲（図はフロントマップランプ）

318

312

310

313

311

収納時

ライト部

標準ハロゲン
バルブ

面発光タイプ
LED
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■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
■ 設定のない商品は、全車型に適用です。   ：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※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。

 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。  



505504

心を奪う、心が躍る。疾走するエレガントスポーツツアラー。

503 フロントスポイラー（LED付）
塗装済86,400円（消費税抜き80,000円）2.0H〈VT5C〉

素　地82,080円（消費税抜き76,000円）2.0H 4.0H 〈VT5D〉

リップ形状のスポイラーが走行安定性と乗り心地を向上
させ、LEDがフロントマスクを一変させます。
材質：樹脂（PPE）　発光色：ホワイト
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20mmプラス
※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）。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

504 フロントスポイラー（LEDなし）
塗装済48,600円（消費税抜き45,000円）1.0H〈VT16〉

素　地44,280円（消費税抜き41,000円）1.0H 4.0H 〈VT31〉

リップ形状のスポイラーが走行安定性と乗り心地を向上
させます。
材質：樹脂（PPE）　
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20mmプラス
※本製品にLEDを追加することはできません。

505 リヤバンパースポイラー
塗装済55,080円（消費税抜き51,000円）1.0H〈VTP6〉

素　地50,760円（消費税抜き47,000円）1.0H 4.0H 〈VTP7〉

ディフューザー形状のスポイラーが走行安定性と乗り心地
を向上させます。
材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約5mmダウン
全長：オリジナルより約10mmプラス
設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）（ 037）付車

503

AERO  PARTS  SET
501 エアロパーツセット（LED付）  
設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）（ 037）付車

502 エアロパーツセット（LEDなし）  
設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）（ 037）付車

［お得なセット価格］ 
塗装済135,000円（消費税抜き125,000円）3.0H〈VT7U〉

素　地126,360円（消費税抜き117,000円）3.0H 8.0H 〈VTCU〉
［お得なセット価格］ 

塗装済97,200円（消費税抜き90,000円）2.0H〈VTSU〉

素　地88,560円（消費税抜き82,000円）2.0H 8.0H 〈VTTU〉

 503＋505  のセット  504＋505  のセット

LED付 LEDなし
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505504

心を奪う、心が躍る。疾走するエレガントスポーツツアラー。

503 フロントスポイラー（LED付）
塗装済86,400円（消費税抜き80,000円）2.0H〈VT5C〉

素　地82,080円（消費税抜き76,000円）2.0H 4.0H 〈VT5D〉

リップ形状のスポイラーが走行安定性と乗り心地を向上
させ、LEDがフロントマスクを一変させます。
材質：樹脂（PPE）　発光色：ホワイト
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20mmプラス
※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）。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

504 フロントスポイラー（LEDなし）
塗装済48,600円（消費税抜き45,000円）1.0H〈VT16〉

素　地44,280円（消費税抜き41,000円）1.0H 4.0H 〈VT31〉

リップ形状のスポイラーが走行安定性と乗り心地を向上
させます。
材質：樹脂（PPE）　
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20mmプラス
※本製品にLEDを追加することはできません。

505 リヤバンパースポイラー
塗装済55,080円（消費税抜き51,000円）1.0H〈VTP6〉

素　地50,760円（消費税抜き47,000円）1.0H 4.0H 〈VTP7〉

ディフューザー形状のスポイラーが走行安定性と乗り心地
を向上させます。
材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約5mmダウン
全長：オリジナルより約10mmプラス
設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）（ 037）付車

503

AERO  PARTS  SET
501 エアロパーツセット（LED付）  
設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）（ 037）付車

502 エアロパーツセット（LEDなし）  
設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）（ 037）付車

［お得なセット価格］ 
塗装済135,000円（消費税抜き125,000円）3.0H〈VT7U〉

素　地126,360円（消費税抜き117,000円）3.0H 8.0H 〈VTCU〉
［お得なセット価格］ 

塗装済97,200円（消費税抜き90,000円）2.0H〈VTSU〉

素　地88,560円（消費税抜き82,000円）2.0H 8.0H 〈VTTU〉

 503＋505  のセット  504＋505  のセット

LED付 LEDなし
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507 508

Photo（左・中央）：エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G（E-Four・7人乗り）。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。 クリアランスソナー&バックソナーはメーカー
オプション。エアロパーツセット（LED付）、フロントバンパーガーニッシュ（ブラックマイカ）、ハイレスポンスマフラーVer.S、TRDスポルティーボサスペンションセット、ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）、18インチ
アルミホイール「TRD TF6」＆ナットセット（ブラックマイカ）を装着しています。
Photo（右）：エスティマ AERAS PREMIUM-G（2WD・7人乗り）。ボディカラーはブラック〈202〉。クリアランスソナー&バックソナーはメーカーオプション。エアロパーツセット（LED付）、フロントバンパーガーニッシュ

（グレーメタリック）、TRDスポルティーボサスペンションセット、ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）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。

506 フロントバンパーガーニッシュ
37,800円（消費税抜き35,000円）1.0H
ブラックマイカ〈VT4P〉、グレーメタリック〈VT4Q〉

グリル上側に取り付けるガーニッシュがフロントマスクを
一変させます。
材質：樹脂（PPE）
全長：オリジナルより約15mmプラス

507 ハイレスポンスマフラーVer.S
2WD車93,960円（消費税抜き87,000円）0.5H〈VT03〉

4WD車66,960円（消費税抜き62,000円）0.5H〈VTD2〉

バッフル部TRDロゴ入り。
材質：ステンレススチール

508 18インチアルミホイール「TRD TF6」＆ナットセット
169,020円（消費税抜き156,500円）2.2H
ブラックマイカ〈VT2U〉、ダイヤモンドカットシルバー〈VT4U〉

色：ブラックマイカ、ダイヤモンドカットシルバー
サイズ：18×7.5J
※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。
※16インチ、17インチホイール装着車は、別途タイヤ（推奨：225/50R18）
が必要となります。
※18インチホイール装着車は、標準装着のタイヤ（225/50R18）が使用
可能です。

506

風を操り、パフォーマンスをさらに高次元へ。
トップカテゴリーのモータースポーツで培った、
高いノウハウを応用しています。

詳しくは http://trdparts.jp/estima/
※上記のサイトはTRDのホームページです。

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 ブラック スパークリングブラックパール
クリスタルシャイン220202ホワイトパール

クリスタルシャイン

 ■架装部位

508 508

506 506

503 505 507 503

512

512
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TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティー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。   ：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※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。

1年間2万km保証



装着前

装着前

装着後

装着後

ハイブリッド車用ガソリン車用

510 511

509

512

514 515

518

513

516 517

519 520

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

510 メンバーブレースセット
64,800円（消費税抜き60,000円）1.0H〈VTC9〉

ボディ剛性を向上させることで、ワンランク
上の走りを実現します。
材質：スチール
部品構成：ブレース4点とスペーサーのセット
地上高：オリジナルより約5mmダウン

512 ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）
3,240円（消費税抜き3,000円）0.2H
フロント〈VT50〉、リヤ〈VT51〉

点滅色はそのままに、非点灯時はバルブを
限りなくシルバーに見せ、クールな印象に
ドレスアップします。
※天候や屋外の照明、その他環境条件により、オレ
ンジ色が若干見える場合があります。

514 本革シフトノブ（左右非対称）
10,584円（消費税抜き9,800円）0.1H〈VTU2〉

TRDオーナメント付。
材質：本革

516 オイルフィラーキャップ
7,020円（消費税抜き6,500円）0.1H〈VT04〉

材質：樹脂（POM）

509 TRDスポルティーボサスペンションセット
118,800円（消費税抜き110,000円）4.4H〈VRUU〉

高い運動性能を発揮するスポーツサスペンションです。
車高：【ガソリン車（2WD）】約25mmダウン
【ハイブリッド車】約30mmダウン

設定 除くサイドリフトアップシート装着車、ガソリン車（4WD）

511 パフォーマンスダンパー
54,000円（消費税抜き50,000円）1.0H〈VT52〉

走行中に感じる不快な振動や騒音を解消し、
上質な走りを実現します。
設定 AERAS PREMIUM-G、AERAS PREMIUM、
フロントパフォーマンスダンパー（メーカーオプ
ション）装着車、除く4WD車（含ハイブリッド車）
※TRDスポルティーボサスペンションセット、メンバー
ブレースセットとの同時装着を推奨します。

513 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
ガソリン車用〈VT7K〉、ハイブリッド車用〈VT21〉

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。

519 TOMʼSスマートキーポケット
5,400円（消費税抜き5,000円）0.1H〈VT3T〉

材質：ウレタン

518 19インチアルミホイール「TOM'S TM-05」＆タイヤセット
1台分285,120円（消費税抜き264,000円）0.5H〈VT4R〉

「TOM'S TM-05」&グッドイヤータイヤ“EAGLE RV-F”
色：メタリックシルバー
サイズ：19×8.0J&225/45R19
※商品にホイールナットは付属しておりません。
※純正アルミホイール装着車は標準装着のナットが使用可能です。
※スチールホイール&樹脂フルキャップ（メーカーオプション）装着車は、別途純正アルミホイール用のナットが
必要となります。

520 TOMʼSオイルフィラーキャップ
9,720円（消費税抜き9,000円）0.1H

ブラック〈VT3P〉、レッド〈VT3Q〉、
ブルー〈VT3R〉、シルバー〈VT3S〉

材質：樹脂（ナイロン）

SELECTION

1年間2万km保証

515 本革シフトノブ（球型）
10,800円（消費税抜き10,000円）0.1H〈VTU1〉

アルミ部TRDロゴ入り。
イタリアmomo社製
材質：本革

517 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〈VTS0〉

給油口のキャップに貼付けることで、簡単に
ドレスアップが可能です。
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装着前

装着前

装着後

装着後

ハイブリッド車用ガソリン車用

510 511

509

512

514 515

518

513

516 517

519 520

TRDパーツ（販売店取付）
（株）タクティーの取り扱い商品です。  

510 メンバーブレースセット
64,800円（消費税抜き60,000円）1.0H〈VTC9〉

ボディ剛性を向上させることで、ワンランク
上の走りを実現します。
材質：スチール
部品構成：ブレース4点とスペーサーのセット
地上高：オリジナルより約5mmダウン

512 ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）
3,240円（消費税抜き3,000円）0.2H
フロント〈VT50〉、リヤ〈VT51〉

点滅色はそのままに、非点灯時はバルブを
限りなくシルバーに見せ、クールな印象に
ドレスアップします。
※天候や屋外の照明、その他環境条件により、オレ
ンジ色が若干見える場合があります。

514 本革シフトノブ（左右非対称）
10,584円（消費税抜き9,800円）0.1H〈VTU2〉

TRDオーナメント付。
材質：本革

516 オイルフィラーキャップ
7,020円（消費税抜き6,500円）0.1H〈VT04〉

材質：樹脂（POM）

509 TRDスポルティーボサスペンションセット
118,800円（消費税抜き110,000円）4.4H〈VRUU〉

高い運動性能を発揮するスポーツサスペンションです。
車高：【ガソリン車（2WD）】約25mmダウン
【ハイブリッド車】約30mmダウン

設定 除くサイドリフトアップシート装着車、ガソリン車（4WD）

511 パフォーマンスダンパー
54,000円（消費税抜き50,000円）1.0H〈VT52〉

走行中に感じる不快な振動や騒音を解消し、
上質な走りを実現します。
設定 AERAS PREMIUM-G、AERAS PREMIUM、
フロントパフォーマンスダンパー（メーカーオプ
ション）装着車、除く4WD車（含ハイブリッド車）
※TRDスポルティーボサスペンションセット、メンバー
ブレースセットとの同時装着を推奨します。

513 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
ガソリン車用〈VT7K〉、ハイブリッド車用〈VT21〉

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。

519 TOMʼSスマートキーポケット
5,400円（消費税抜き5,000円）0.1H〈VT3T〉

材質：ウレタン

518 19インチアルミホイール「TOM'S TM-05」＆タイヤセット
1台分285,120円（消費税抜き264,000円）0.5H〈VT4R〉

「TOM'S TM-05」&グッドイヤータイヤ“EAGLE RV-F”
色：メタリックシルバー
サイズ：19×8.0J&225/45R19
※商品にホイールナットは付属しておりません。
※純正アルミホイール装着車は標準装着のナットが使用可能です。
※スチールホイール&樹脂フルキャップ（メーカーオプション）装着車は、別途純正アルミホイール用のナットが
必要となります。

520 TOMʼSオイルフィラーキャップ
9,720円（消費税抜き9,000円）0.1H

ブラック〈VT3P〉、レッド〈VT3Q〉、
ブルー〈VT3R〉、シルバー〈VT3S〉

材質：樹脂（ナイロン）

SELECTION

1年間2万km保証

515 本革シフトノブ（球型）
10,800円（消費税抜き10,000円）0.1H〈VTU1〉

アルミ部TRDロゴ入り。
イタリアmomo社製
材質：本革

517 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〈VTS0〉

給油口のキャップに貼付けることで、簡単に
ドレスアップが可能です。
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008 インテリアイルミネーション（2モードタイプ）
24,300円（消費税抜き22,500円）2.0H〈B9B2〉

フロントシート、セカンドシート、サードシートの足元を照らし、ムード
ある室内空間を演出するイルミネーション。ドアオープンに連動して
点灯し、ドアクローズ後も数秒間点灯し続けます。
夜間はスモールライトに連動し足元を照らします。

009 スカッフイルミネーション
30,240円（消費税抜き28,000円）0.4H〈G1H0〉

ドアオープン時に、運転席・助手席の足元で車名ロゴが浮かび上がる
ように光り、上品におもてなしをします。

010 ウェルカムライト（運転席側）
17,280円（消費税抜き16,000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。
※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。

011 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）0.9H〈G1L6〉

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

008

009

011

010

上品な灯りが、車内へのエスコートを演出。ILLUMINATION

※イルミネーションの色や照度は実際とは異なります。
点灯状態

ドア開閉時

非点灯状態

ライト点灯時

フロアマット（ラグジュアリータイプ）、インテリアイルミネーション（2モードタイプ）、スカッフイルミネーションを装着しています。

ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車）
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■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）̓18年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。



012 フロアマット（ラグジュアリータイプ）＊1★

エントランスマット付　1台分82,080円（消費税抜き76,000円）0.6H〈CCVU〉

エントランスマット無　1台分72,360円（消費税抜き67,000円）0.3H〈A0Z1〉

エントランスマットとのセットで一体感を実現する上級フロアマット。
消臭・抗菌・防汚機能付き。　色：ブラック　材質：ポリプロピレン

013 オットマン
1個17,820円（消費税抜き16,500円）〈D4K1〉

乗車姿勢やお好みに合わせて4パターンの使い方ができるオットマン。
ドライブ中の休憩などにゆっくり足を伸ばしてくつろげます。
色:アイボリー（シート色：ホワイト/ベージュ）、
　 ブラック（シート色：ブラック/バーガンディ/ブラック＆ゴールド）
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
※セカンドシート一体型オットマンのシートには装着できません。

014 室内カーテン（遮光機能付/ドレープタイプ）★
54,000円（消費税抜き50,000円）2.0H〈F4R7〉

遮光率1級の遮光カーテンです。カーテンに特殊な加工が施してあるため、
広げても折りたたんでも美しいドレープをキープできます。　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ＳＲＳサイドエアバッグ＆ＳＲＳニーエアバッグ＆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

015 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は
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

016 アロマブライト（スターターキット）
各3,024円（消費税抜き2,800円）
フレッシュローズマリー〈EA07〉、ミントリフレッシュ〈EA08〉、ラベンダースマート〈EA09〉、
シトラスキュート〈EA10〉、ハーバルグリーン〈EA11〉、フローラルフィールド〈EA12〉
ディフューザーにエッセンシャルオイル（5ml）とオイルパッドが付いた便利な3点セット。　
※写真は当該車両とは異なります。

017 アロマブライト
（交換用パッド/5枚セット）

324円（消費税抜き300円）〈EC02〉

018 エッセンシャルオイル
各1,512円（消費税抜き1,400円）
フレッシュローズマリー〈EB07〉、ミントリフレッシュ〈EB08〉、ラベンダースマート〈EB09〉、
シトラスキュート〈EB10〉、ハーバルグリーン〈EB11〉、フローラルフィールド〈EB12〉

014

012

装着部位

015

エントランスマット

ロゴアップ（ガソリン車）

ロゴアップ（ハイブリッド車）

013

※写真は6：4分割セカンドシートに2個装着の場合です。

室内空間に、くつろぎと実用性を叶える。INTERIOR & COMFORT

★フロアマットを固定する工夫、カーテンの取付位置については  P21参照

＊1.トヨタ純正フロアマットは難燃性、耐久性など車両同等の品質基準を
クリアしています。 他のフロアマットと重ねて使用しないでください。

フロアマット（ラグジュアリータイプ）、室内カーテン（遮光機能付/ドレープタイプ）、革調シートカバーを装着しています。

消臭・抗菌・防汚

遮光

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

●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

■使用パターン ※イラストはイメージです。
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019

020 021

019 セカンドシートアンダーマット
12,960円（消費税抜き12,000円）〈A2K1〉

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
サイズ：L400×Ｗ1,260mm
設定 除くサイドリフトアップシート装着車

020 セカンドシートカバー（撥水タイプ）
15,120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、飲みこぼし等の汚れが簡単に
拭き取り可能。
設定 除くサイドリフトアップシート装着車
※サイドサポートパッド（シートエプロンタイプ）と同時装着する場合は一席分取り
外す必要があります。

021 リヤアシストグリップ（LH用）
8,640円（消費税抜き8,000円）0.7H〈F7M3〉

後部座席への乗り降りをサポートする大型のグリップ。
色：ブラック
設定 除くサイドリフトアップシート装着車、ＳＲＳサイドエアバッグ＆ＳＲＳ
ニーエアバッグ＆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

収納例

フロアマット（ラグジュアリータイプ）、セカンドシートアンダーマット、セカンドシートカバー（撥水タイプ）、リヤアシストグリップ（LH用）を装着しています。
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■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。  

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）̓18年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。

※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。



装着前

装着後

カーテシランプフロントマップランプ/リヤルームランプ/バニティランプ

ラゲージランプ

022 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド＆バックガラス）
23,760円（消費税抜き22,000円）2.2H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

色：クリア、スモーク

023 LEDバルブセット
11灯41,580円（消費税抜き38,500円）0.4H〈B9DA〉 設定 除くAERAS
  9灯34,020円（消費税抜き31,500円）0.3H〈B9DB〉 設定 AERAS
標準装備のバルブを高輝度LEDに交換することで、室内をより明るく照射し
ます。バニティランプには肌映りを考慮して暖色系のLEDを採用しています。
交換部位：フロントマップランプ（2灯）、バニティランプ（2灯）、リヤルーム
ランプ（4灯）、ラゲージランプ（1灯）、カーテシランプ（2灯：AERASを除く）
※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。

024 リヤバンパーステップガード
16,200円（消費税抜き15,000円）0.2H〈Q1A3〉

荷物の積み降ろし時に、バンパーの傷つきを防止しながら、リヤビューを
上質にドレスアップします。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

025 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）0.6H〈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。
透明フィルムに車名ロゴ入り。　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。

026 クリーンボックス（後席用）
11,880円（消費税抜き11,000円）〈D3B0〉

シートバックポケットに装着して使用できるクリーンボックス。開口部が
マグネットのため開閉は片手で行えます。防水、抗菌・消臭機能付き。
TOYOTAロゴ入り。

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

TOYOTAロゴ型押し入り。　色：ブラック（内側グレー）、ブラウン　
材質：牛革　サイズ：L112×W67×H22mm
※スマートキーは付属しません。 ※天然皮革のため、色・シボ感は物によって異なります。

023

022

024

026

025

027

すべての乗員に心地よさと使いやすさを。COMFORT

※写真のフィルムはクリア。

■IR（赤外線）カットフィルム貼付位置

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

女性に、家族にうれしい。 IR（赤外線）カットフィルム
ココがうれしい！

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、
エアコンの効きをよくします

ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車） ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車）

取付位置
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装着前

装着後

カーテシランプフロントマップランプ/リヤルームランプ/バニティランプ

ラゲージランプ

022 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド＆バックガラス）
23,760円（消費税抜き22,000円）2.2H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

色：クリア、スモーク

023 LEDバルブセット
11灯41,580円（消費税抜き38,500円）0.4H〈B9DA〉 設定 除くAERAS
  9灯34,020円（消費税抜き31,500円）0.3H〈B9DB〉 設定 AERAS
標準装備のバルブを高輝度LEDに交換することで、室内をより明るく照射し
ます。バニティランプには肌映りを考慮して暖色系のLEDを採用しています。
交換部位：フロントマップランプ（2灯）、バニティランプ（2灯）、リヤルーム
ランプ（4灯）、ラゲージランプ（1灯）、カーテシランプ（2灯：AERASを除く）
※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。

024 リヤバンパーステップガード
16,200円（消費税抜き15,000円）0.2H〈Q1A3〉

荷物の積み降ろし時に、バンパーの傷つきを防止しながら、リヤビューを
上質にドレスアップします。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

025 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）0.6H〈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。
透明フィルムに車名ロゴ入り。　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。

026 クリーンボックス（後席用）
11,880円（消費税抜き11,000円）〈D3B0〉

シートバックポケットに装着して使用できるクリーンボックス。開口部が
マグネットのため開閉は片手で行えます。防水、抗菌・消臭機能付き。
TOYOTAロゴ入り。

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

TOYOTAロゴ型押し入り。　色：ブラック（内側グレー）、ブラウン　
材質：牛革　サイズ：L112×W67×H22mm
※スマートキーは付属しません。 ※天然皮革のため、色・シボ感は物によって異なります。

023

022

024

026

025

027

すべての乗員に心地よさと使いやすさを。COMFORT

※写真のフィルムはクリア。

■IR（赤外線）カットフィルム貼付位置

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

女性に、家族にうれしい。 IR（赤外線）カットフィルム
ココがうれしい！

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、
エアコンの効きをよくします

ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車） ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車）

取付位置
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028 デッキボード
20,520円（消費税抜き19,000円）

サードシート電動床下格納機能付車 0.2H〈P6CU〉、サードシート手動床下格納機能付車〈P6C3〉
サードシート格納部を隠せるボードです。　色：ダークグレー
※デッキボードは一部のグレードに標準装備されています。
※電動床下格納機能付車の場合、取付費が必要となります。

029 ラゲージトレイ
17,280円（消費税抜き16,000円）〈i8B0〉

完全防水のトレイタイプ。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。
色：ブラック　材質：樹脂（軟質オレフィン）

※サードシート使用時には、デッキボード（標準装備・販売店装着オプション）が必要となります。

030 ラゲージソフトトレイ
15,120円（消費税抜き14,000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。
色：ブラック　材質：ポリエステル

※サードシート使用時には、デッキボード（標準装備・販売店装着オプション）が必要となります。

031 ロングラゲージマット
21,600円（消費税抜き20,000円）〈A2E0〉

2列目・3列目シートの分割に対応したファスナー付。荷室のキズ、汚れ
を防止します。防水機能付。
色:アイボリー（シート色：ホワイト）、
　 グレー（シート色：ブラック/バーガンディ/ベージュ/ブラック＆ゴールド）
材質：ポリエステル
設定 除くサイドリフトアップシート装着車

※サードシート使用時には、デッキボード（標準装備・販売店装着オプション）が必要となります。

032 ラゲージネット
5,940円（消費税抜き5,500円）0.8H〈J1C0〉

悪路走行時や急カーブでの荷崩れや、バックドアを開けた際の荷崩れ
を軽減します。
※パワーバックドア（メーカーオプション）付車は、取付方法が写真とは異なります。

033 ラゲージパーテーションケース
14,040円（消費税抜き13,000円）〈J0K0〉

サードシート格納スペースを有効活用した収納ボックス。
●かさ2本分の収納ホルダー付（内外付け替え可能）　●ケース内仕切板付
※かさの形状等により収納できない場合があります。
色：ブラック　材質：樹脂（ポリプロピレン）
設定 除くスペアタイヤ付車

034 ルーフネット
10,800円（消費税抜き10,000円）〈G3C3〉

ルーフスペースに荷物を収納できます。3列目シートのヘッドレストステー
とラゲージ部の金具に取付ければラゲージネットとしても使えます。
耐荷重：1kg

035 ジョイントクッション
29,160円（消費税抜き27,000円）〈J0L1〉

ドライブの途中やアウトドアでの仮眠用簡易マット。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　表皮材質：合皮　中身材質：低反発ウレタン
サイズ：1枚L615×W615×H40mm
設定 8人乗り

031

029

028

033

034

032

030

035

収納スペースをもっと機能的に、ずっと清潔に。LUGGAGE

サードシート手動床下格納機能付車
デッキボード非装着車

ラゲージ使用時ルーフネット使用時

ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車）

ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車）

ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車）

サードシート手動床下格納機能付車
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■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。  

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）̓18年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。

※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。



036 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）0.8H〈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するスマートな
デザインの固定式フェンダーランプ。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。狭い路地走行や幅寄せ時の車幅確認に便利
なアイテムです。
ポール長さ：約320～410mm

037 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）1.9H〈K2AU〉

バンパー角に取り付けられた4個の超音波センサーで、障害物との距離
を検知。音声と表示ランプ、アラーム音でドライバーに知らせます。専用
インジケーターを設置。
設定 除くクリアランス＆バックソナー
（メーカーオプション）、ブラインドコーナー
モニター・コーナービューモニター・プレ
ミアムダブルツィーターシステム・ダブル
ツィーターシステム（販売店装着オプション）
付車

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）

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

設定 除くクリアランス＆バックソナー（メーカーオプション）、ブラインド
コーナーモニター・コーナービューモニター（販売店装着オプション）付車

039 リヤ左右
30,240円（消費税抜き28,000円）1.2H〈K2CU〉

設定 除くクリアランス＆バックソナー（メーカーオプション）付車

037 038 039

036

無段階調節可能

伸長時 伸縮時

ドライバーの不安を軽減、利便性をUP。DRIVING SUPPORT

フロントセンサー部ホワイト

※図はイメージです。※図はイメージです。

シルバー ブラック

インジケーター部

   20～
50cm 

2 0 cm  
   20～50c

m
 

2 0cm
 

   25～
50cm 

2 5 cm  
   25～60c

m
 

2 5cm
 

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」

約25cmで ピー（連続音）

約25～60cmで ピッピッピッ（断続音）
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036 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）0.8H〈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するスマートな
デザインの固定式フェンダーランプ。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。狭い路地走行や幅寄せ時の車幅確認に便利
なアイテムです。
ポール長さ：約320～410mm

037 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）1.9H〈K2AU〉

バンパー角に取り付けられた4個の超音波センサーで、障害物との距離
を検知。音声と表示ランプ、アラーム音でドライバーに知らせます。専用
インジケーターを設置。
設定 除くクリアランス＆バックソナー
（メーカーオプション）、ブラインドコーナー
モニター・コーナービューモニター・プレ
ミアムダブルツィーターシステム・ダブル
ツィーターシステム（販売店装着オプション）
付車

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）

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

設定 除くクリアランス＆バックソナー（メーカーオプション）、ブラインド
コーナーモニター・コーナービューモニター（販売店装着オプション）付車

039 リヤ左右
30,240円（消費税抜き28,000円）1.2H〈K2CU〉

設定 除くクリアランス＆バックソナー（メーカーオプション）付車

037 038 039

036

無段階調節可能

伸長時 伸縮時

ドライバーの不安を軽減、利便性をUP。DRIVING SUPPORT

フロントセンサー部ホワイト

※図はイメージです。※図はイメージです。

シルバー ブラック

インジケーター部

   20～
50cm 

2 0 cm  
   20～50c

m
 

2 0cm
 

   25～
50cm 

2 5 cm  
   25～60c

m
 

2 5cm
 

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」

約25cmで ピー（連続音）

約25～60cmで ピッピッピッ（断続音）
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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。
●使用時には周囲の安全を十分に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止めください。●一部地域（兵庫県・埼玉県・京都府等）では、
車両の停止中にエンジンをみだりに稼動させた場合、条例等に触れ罰則を受けることが
ありますので十分ご注意ください。 
※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。

040 液晶画面タイプ（多重イモビ）
84,240円（消費税抜き78,000円）
除くイモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車 1.3H〈DLFU〉
イモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車 1.0H〈DLGU〉

見やすい液晶画面（リモコン）で「室内温度」、「エンジン始動・停止」等
の確認が可能。
サイズ：【リモコン本体】 L79×W35×H19mm　【リモコンアンテナ部】 211mm（伸長時）
設定 除くプレミアムダブルツィーターシステム・ダブルツィーターシステム
（販売店装着オプション）付車

041 LEDアンサーバックタイプ
64,800円（消費税抜き60,000円）
除くイモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車 1.3H〈DEJU〉
イモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車 0.8H〈DEKU〉

アンサーバックを音とLEDの光でお知らせ。
サイズ：【リモコン本体】L74×W35×H18mm　【リモコンアンテナ部】211mm（伸長時）
設定 除くプレミアムダブルツィーターシステム・ダブルツィーターシステム
（販売店装着オプション）付車

042 リヤアンダーミラー
9,720円（消費税抜き9,000円）1.1H〈S6A0〉

リヤの死角を軽減します。

043 リヤフォグランプ
15,120円（消費税抜き14,000円）1.2H〈A43U〉

霧・降雪時に後方からの視認性をアップ。　設定 寒冷地仕様車

040

042 043

041

046 車載防災セット
12,960円（消費税抜き12,000円）〈J1K0〉

万一の自然災害に備えて、持ち運びしやすいリュックタイプの搭載ケース
に全12アイテム（搭載ケース含む）を収納。ラゲージにフィットする形状と、
急ブレーキや急加速時でも搭載ケースがズレにくいマジックテープに
よりラゲージ内にしっかりと固定ができます。
※保証期間はご購入日から1年間です。
※非常食・飲料水等は、必要に応じてご準備することをおすすめします。

046
セット内容

❸

❼

❾

❺

❶

❷

❻

❽

❹

⓫❿ ⓬

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

災害など万が一の備えを、車内にも。EMERGENCY

044 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊1

フロント・リヤ２列目セット17,280円（消費税抜き16,000円）〈A2KU〉

設定 除くサイドリフトアップシート装着車

フロントセット11,340円（消費税抜き10,500円）〈A2J8〉

約40mmの縁高形状、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）
＊1.トヨタ純正フロアマットは難燃性、耐久性など車両同等の品質基準をクリアしています。
他のフロアマットと重ねて使用しないでください。サードシートの設定はございません。

045 合金鋼チェーンスペシャル
ハイブリッド車22,356円（消費税抜き20,700円）〈V1CA〉

ガソリン車 215/60Ｒ1622,248円（消費税抜き20,600円）〈V1CA〉

　　　　   215/55Ｒ17、215/60Ｒ1722,356円（消費税抜き20,700円）〈V1CA〉

※適用サイズは、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。
※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。

044 045

★フロアマットを固定する工夫については      　P21参照

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

雪や雨、悪天候時の強い味方。アウトドアにも。WINTER & SNOW

2列目

※写真のフロアマットはガソリン車用。

助手席側 運転席側

19

■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。  

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税8%込み）̓18年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。

※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。



047 オートアラームセット（セルフパワーサイレン付）
48,600円（消費税抜き45,000円）1.5H〈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。
設定 除くイモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車

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

設定 除くイモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車

049 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）0.6H〈M6K4〉

設定 オートアラーム（ベースキット）付車、除くイモビライザー＋オート
アラーム（メーカーオプション）付車

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

050 プレステージ  
［お得なセット価格］

9,288円（消費税込み）  8,748円（消費税抜き8,100円）〈BHFU〉

ナンバーフレーム（プレステージ/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバー
プレート用）のセット＊。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ＋ゴールド塗装
設定 除くナンバーフレームイルミネーション（フロント）、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。

051 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＊。
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
＊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。

055 キー付ホイールナット
10,800円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

設定 アルミホイール付車

056 レスキューマンⅢ（ハンマー＆カッター）
2,484円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

【ご注意】
●緊急脱出のための専用品です。他の用途には使用しないでください。
●フロントウィンドゥガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることができません。
また、一部車両のドアガラスおよびリヤウィンドゥガラスには合わせガラスが使用され
ているため割ることができません。
●ドアガラスを割り、穴を広げるとき、ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。
●お子様のいたずらでケガをする場合がありますので十分ご注意ください。 

057 三角表示板
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

050 051

047 048 049

056055

愛車を盗難から守る。もしもに備える。SECURITY

＋さらに安心

抑止機能 LEDインジケーター、警告ステッカー

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

異常検知機能
⇒警報 1

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。

●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。

オートアラームセット（セルフパワーサイレン付）047

オートアラーム（ベースキット）048

オートアラーム（セルフパワーサイレン）049

LEDインジケーター（インパネ上）

※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。

警告ステッカー

057
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047 オートアラームセット（セルフパワーサイレン付）
48,600円（消費税抜き45,000円）1.5H〈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。
設定 除くイモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車

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

設定 除くイモビライザー＋オートアラーム（メーカーオプション）付車

049 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）0.6H〈M6K4〉

設定 オートアラーム（ベースキット）付車、除くイモビライザー＋オート
アラーム（メーカーオプション）付車

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

050 プレステージ  
［お得なセット価格］

9,288円（消費税込み）  8,748円（消費税抜き8,100円）〈BHFU〉

ナンバーフレーム（プレステージ/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバー
プレート用）のセット＊。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ＋ゴールド塗装
設定 除くナンバーフレームイルミネーション（フロント）、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。

051 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＊。
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
＊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。

055 キー付ホイールナット
10,800円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

設定 アルミホイール付車

056 レスキューマンⅢ（ハンマー＆カッター）
2,484円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

【ご注意】
●緊急脱出のための専用品です。他の用途には使用しないでください。
●フロントウィンドゥガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることができません。
また、一部車両のドアガラスおよびリヤウィンドゥガラスには合わせガラスが使用され
ているため割ることができません。
●ドアガラスを割り、穴を広げるとき、ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。
●お子様のいたずらでケガをする場合がありますので十分ご注意ください。 

057 三角表示板
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

050 051

047 048 049

056055

愛車を盗難から守る。もしもに備える。SECURITY

＋さらに安心

抑止機能 LEDインジケーター、警告ステッカー

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

異常検知機能
⇒警報 1

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。

●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。

オートアラームセット（セルフパワーサイレン付）047

オートアラーム（ベースキット）048

オートアラーム（セルフパワーサイレン）049

LEDインジケーター（インパネ上）

※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。

警告ステッカー

057
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059 060

061

063

062

064 065

066 068067

■回転ノブ
取り付け部位

※写真は当該車両
とは異なります。

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。

＊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.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.SRSサイド
エアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用す
るとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

SRS SIDE AIRBAG 対応＊3 SRS SIDE AIRBAG 対応＊3

開（インナーケース付）

開閉 開閉

ひとつ上の快適を叶える定番アイテム。BASIC

ブラックダークグレー

※写真は助手席用です。
058 フロアマット（デラックスタイプ）＊1

エントランスマット付　1台分60,480円（消費税抜き56,000円）0.6H
ダークグレー〈CDAU〉、ブラック〈CDBU〉
エントランスマット無　1台分54,000円（消費税抜き50,000円）0.3H
ダークグレー〈A0Z3〉、ブラック〈A0Z6〉
色：ダークグレー、ブラック　材質：ポリプロピレン
設定 除くハイブリッド車

059 革調シートカバー＊2

1台分97,200円（消費税抜き90,000円）2.0H〈A8A1〉

シートアレンジなどの動きにもズレ防止を図ったジャストフィット仕様の
革調シートカバー。蒸れにくく、通気性の優れた素材を採用しています。
車名ロゴ刺しゅう入り。　色：ブラック　材質：ウレタン
設定 除くAERAS SMART

060 フルシートカバー（ラグジュアリータイプ）＊2

1台分48,600円（消費税抜き45,000円）0.6H〈A6D0〉

飲みこぼしや汚れも簡単に拭き取れる撥水加工に加え、起毛させた
サンディング加工で柔らかさと高級感を演出します。
色：ブラック　材質：ポリエステル
設定 除くAERAS SMART

061 室内カーテン（一重・フォーマルプリーツ）
39,420円（消費税抜き36,500円）2.0H〈F4XA〉

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：ダークグレー　
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ＳＲＳサイドエアバッグ＆ＳＲＳニーエアバッグ＆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

062ドアエッジプロテクター（樹脂製）
フロント2本入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
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

063 サイドバイザー（RVワイドタイプ）
21,600円（消費税抜き20,000円）0.5H〈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。

064 クリーンボックス
7,560円（消費税抜き7,000円）0.3H〈D3A3〉　色：ブラック
ゴミを捨てやすいインナーケース付。

065 カーカバー（防炎タイプ）
24,840円（消費税抜き23,000円）〈K7B2〉

066 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。

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

068 スペアタイヤセット スペアタイヤ＆スペアタイヤカバー
31,320円（消費税抜き29,000円）〈9A1U〉

設定 除くラゲージパーテーションケース、サードシート電動床下格納機能
（標準装備・メーカーオプション）付車

※サードシートの床下格納用スペースにスペアタイヤセットを収納する場合、サード
シートの床下格納機能は使用できません。

069 ナンバーフレーム（字光式用ブラケット・リヤ）
3,780円（消費税抜き3,500円）0.2H〈K5X1〉

設定 除くバックガイドモニター・ブラインドコーナーモニター・マルチビュー
バックガイドモニター・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

ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車） ロゴアップ（ハイブリッド車）ロゴアップ（ガソリン車）

ロゴアップ（ガソリン車） ロゴアップ（ハイブリッド車）

058

ロゴアップ

室内カーテン
各生地（1台分）

★カーテン取付位置消臭
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■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。  

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税 8%込み）̓18年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。

※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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❷

❻

❶

❹

❸

070 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：セカンドシート

071 サイドサポートパッド（シートエプロンタイプ）
21,384円（消費税抜き19,800円）〈B0E4〉

リヤ席専用。身体を両サイドから支えて、乗車中の横ゆれを軽減しま
す。走行中、安定した姿勢を保持できるので快適です。　色：ブラック　
材質：【シートエプロン背部】ポリ塩化ビニル  
【シートエプロン座面・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
※装着する席のセカンドシートカバー（撥水タイプ）は外す必要があります。

072 バックドアストラップ
4,428円（消費税抜き4,100円）0.7H〈J1JA〉

背伸びをしなくてもストラップを引っ張れば、小柄な方でもラクラク
バックドアが閉められます。　材質：ポリエステル

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

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

074 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

075 ステップ（170mmタイプ）
32,940円（消費税抜き30,500円）〈F7QB〉

車両への昇り降りをラクに行うための置き型ステップ。折りたたんで収納で
きます。（搭載ケース及び固定用ベルト付）

076 専用車いす 自操式（22インチ）
163,000円（消費税非課税）〈T8DU〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

077 シートカバー（吸水タイプ）
サイドリフトアップシート1席分9,720円（消費税抜き9,000円）〈T8A0〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

078 胸部固定ベルト
5,400円（消費税抜き5,000円）〈T8B0〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

079 車いすステッカー
3,240円（消費税抜き3,000円）〈T8C0〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

070

072 073

071

076 077

078 079

074 075

乗降時や移動時の動作をアシスト。FRIENDLY SUPPORT

車いすでのドライブ時間を優しくサポート。WELCAB

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
＊ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

※写真は当該車両とは異なります〈サイドサポートパッド（シートエプロンタイプ）を除く〉。
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❼

❺

❷

❻

❶

❹

❸

070 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：セカンドシート

071 サイドサポートパッド（シートエプロンタイプ）
21,384円（消費税抜き19,800円）〈B0E4〉

リヤ席専用。身体を両サイドから支えて、乗車中の横ゆれを軽減しま
す。走行中、安定した姿勢を保持できるので快適です。　色：ブラック　
材質：【シートエプロン背部】ポリ塩化ビニル  
【シートエプロン座面・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
※装着する席のセカンドシートカバー（撥水タイプ）は外す必要があります。

072 バックドアストラップ
4,428円（消費税抜き4,100円）0.7H〈J1JA〉

背伸びをしなくてもストラップを引っ張れば、小柄な方でもラクラク
バックドアが閉められます。　材質：ポリエステル

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

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

074 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

075 ステップ（170mmタイプ）
32,940円（消費税抜き30,500円）〈F7QB〉

車両への昇り降りをラクに行うための置き型ステップ。折りたたんで収納で
きます。（搭載ケース及び固定用ベルト付）

076 専用車いす 自操式（22インチ）
163,000円（消費税非課税）〈T8DU〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

077 シートカバー（吸水タイプ）
サイドリフトアップシート1席分9,720円（消費税抜き9,000円）〈T8A0〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

078 胸部固定ベルト
5,400円（消費税抜き5,000円）〈T8B0〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

079 車いすステッカー
3,240円（消費税抜き3,000円）〈T8C0〉

設定 サイドリフトアップシート装着車

070

072 073

071

076 077

078 079

074 075

乗降時や移動時の動作をアシスト。FRIENDLY SUPPORT

車いすでのドライブ時間を優しくサポート。WELCAB

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
＊ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

※写真は当該車両とは異なります〈サイドサポートパッド（シートエプロンタイプ）を除く〉。
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080 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

081 NEO G-Child ISO tether＊1

本体59,400円（消費税抜き55,000円）〈77EF〉

NEO ISOベース37,800円（消費税抜き35,000円）〈77DD〉
サイズ：L475×W435×H630mm（本体のみ）

082 NEO G-Child ISO baby＊1

本体37,800円（消費税抜き35,000円）〈77D4〉

NEO ISOベース37,800円（消費税抜き35,000円）〈77DD〉
サイズ：L650×W435×H440mm（本体のみ）

083 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

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。

084 ペットフロアマット（2列目用）＊1

10,800円（消費税抜き10,000円）〈F7K0〉
抜け毛が舞いにくく、掃除が容易。裏面にゴム加工を施してあり、汚れ
たら丸ごと水洗いが可能です。消臭・抗菌機能付。
色：ブラウン　材質：ポリプロピレン　 設定 除くサイドリフトアップシート装着車

085 ペットシートカバー（2列目用）＊2

19,440円（消費税抜き18,000円）〈F7K1〉
ヘッドレスト等で固定して、後部座席を覆い、シート・トリムへの汚れや傷、
抜け毛の付着を防止。内側に滑りにくい加工を施し、丸ごと水洗いも
可能。ジッパーで分割でき、愛犬と同乗者のスペースに分けられます。　
色：ブラック　材質：【表地】ポリエステル　 設定 8人乗り

086 車内用ペットキャリー＊3

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
設定 8人乗り

087 リードフック（車両タイヤ装着タイプ）＊4

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。

088 ヘッドレスト係留リードコード＊5

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

089 カーステッカー＊6

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

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

○：適合あり　×：適合なし
083 ジュニアシート

取付方法 取付位置

シートベルト ISOFIX品　名
取付向きセカンドシート

（左右）
サードシート
（左右）

サードシート
（中央）助手席

082

080 ○
○
○
○
×
○
×
○

×
×
×
×
○
×
○
×

○
○
○
○
○
○
○
○

×
　　▲＊2
×

　　▲＊2
×
×
×

　　▲＊2

セカンドシート
（中央）

○
○
○
○
×
○
×
○

○
○
○
○
×
○
×
○

後向き
前向き
後向き
前向き
前向き
後向き
後向き
前向き

NEO G-Child baby

NEO G-Child ISO baby＊1

081 NEO G-Child ISO tether＊1

×
×
×
×
×
×
×
×

080

082

081

084

086

089

087 088

085

http://dog.toyota.jp

※使用時の写真はすべて当該車両とは異なります。
＊1.洗濯機使用での洗浄は部品破損につながる恐れがございますのでお止めください。消臭
機能は犬の臭い全てに効果があるものとは限りません。 ＊2.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。 ＊3.2列目シートでのご使用になります。走行時は全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。 ＊4.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。 ＊5.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。 ＊6.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。

＊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。

ブラック ベージュ

カジュアル（最大時） ナチュラル（最小時）

カジュアル

チャイルドシートとして使用 チャイルドシートとして使用

ナチュラル モダン

お子様を守るための必需品。FOR CHILDREN

愛犬にも愛車にも優しいアイテム。DOG ITEM

083

※写真のリードコードは
含まれません。
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■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。  

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税 8%込み）̓18年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。

※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。



045-540-2121
10:00〜18:00（除く指定定休日）
〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町800
http://www.trdparts.jp

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

03-6361-1000TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

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’19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。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、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。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのエスティマ・エスティマハイブリッド取扱店または、下記へ

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

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

【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 〜 303 、306 〜 308 、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 、306 〜 308 、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（ 310 、518 ）、アルミホイールセット（ 508 ）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（ 310 、518 ）、アルミ
ホイールセット（ 508 ）の装着に際し、本カタログ記載の適合を必ず守ってください。　●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉などの可能性があります。　●パンクの際、商品に付属される
ホイールナットアダプター、専用パターンキーが必要となりますので必ず車載ください。
マフラーカッター/スポーツマフラー
●マフラーカッター（ 309 ）、ハイレスポンスマフラーVer.S（ 507 ）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等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。スポーツマフラー、マフラーカッターは素材の特性上、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（ 311 ）、TRDスポルティーボサスペンションセット（ 509 ）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（ 311 ）、TRDスポルティーボサスペンションセット（ 509 ）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
●ステッパル（ 315 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石等の段差、スロープなどで、路面と干渉しやすくなります。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。

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

TRDの商品（P.10〜12）に関するお問い合わせ先 モデリスタの商品（Ｐ.06〜09）に関するお問い合わせ先ベース車両および純正用品（P.02〜05、P.13〜23）に関するお問い合わせ先


