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002RECOMMENDED STYLING

Photo：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。ベーシック「いちおし」セット（タイ
プA）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。  



001 ベーシック「いちおし」セット
タイプA  

004 ＋ 005＋ 006  のセット 

54,010円（消費税抜き49,100円）0.4H〈ECJU〉

設定  除く字光式ナンバープレート、 
GRロールバー（販売店装着オプション）付車

002 ベーシック「いちおし」セット
タイプB  

003 ＋ 005＋ 006  のセット 

59,510円（消費税抜き54,100円）0.4H〈ECKU〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

ベーシック 「いちおし」 セット カーライフに欠かせない便利なアイテムを、
ひとつにまとめておトクなセットに。

共通アイテム

盗難防止機能付
ナンバーフレームセット
006 デラックス

共通アイテム

005  

サイドバイザー

003 GRフロアマット
（アドバンスド）

004 GRフロアマット
（ベーシック）

003RECOMMENDED SET ITEM

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）’21年7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P.031～033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。  



ヒールパッド部

003 GRフロアマット（アドバンスド）＊1

１台分
33,000円（消費税抜き30,000円）〈GR05〉

スポーツ性能と足元の高級感を両立させたフロアマット。ヒールパッド（運転席）は
大型で右足（アクセル・ブレーキ）、左足（クラッチ）の操作に合わせて表面パター
ンを変えるこだわりの専用設計。全体に高級感のある生地を使用しています。車種名
ロゴ刺繍ネーム付。
色：ブラック（オーバーロック：ブラック） 
材質：ポリプロピレン

■写真は運転席。車名ロゴ

004RECOMMENDED ITEM  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。  

＊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。
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）’21年7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P.031～033をご覧ください。



004 GRフロアマット（ベーシック）＊1

１台分
27,500円（消費税抜き25,000円）〈GR04〉

GRエンブレム付、ヒールパッド付（運転席）。
色：ブラック（オーバーロック：ブラック）
材質：ポリプロピレン

設定  除くGRロールバー（販売店装着オプション）付車

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。

フロアマットを固定する工夫が施されています。

■回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車両と
は異なります。 イメージ図

GR
エンブレム

■写真は
　運転席。

005RECOMMENDED ITEM  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。  

＊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。
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）’21年7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P.031～033をご覧ください。



ロゴアップ ロゴアップ

005 サイドバイザー

１台分

19,800円（消費税抜き18,000円）0.4H〈K0JC〉

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
クリル製サイドバイザーです。TOYOTA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。

盗難防止機能付ナンバーフレームセット 
006 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＊1。
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

盗難防止機能付ナンバーフレームセット 
007 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＊1。　
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

006

＊1. 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。
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）’21年7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P.031～033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。  RECOMMENDED ITEM



007GR PARTS  1年間
2万km保証

GRパ一ツ（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：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。GRエアロパーツセット、GRボディストライプ、GRカーボンナンバーフレーム、GRディス
チャージテープ（GRロゴ入りアルミテープ）、GRスポーツサイドバイザ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。



■架装部位　　■架装部位（GRエアロパーツセット）
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Photo：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカー
オプション。GRエアロパーツセット、GRボディストライプ、GRカーボンナンバーフレーム、GRディ
スチャージテープ（GRロゴ入りアルミテープ）、GRスポーツサイドバイザ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。

008 1年間
2万km保証

GRパ一ツ（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。GR PARTS



リヤスポイラーエクステンション

501 GRエアロパーツセット　 502 ＋ 503 ＋ 504 の合計金額

352,000円（消費税抜き320,000円）

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）付車 4.8H〈VADU〉

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）無車 4.4H〈VAEU〉

502 GRフロントスポイラー 504 GRリヤバンパースポイラー＆GRスポーツマフラー503 GRサイドスカート

009 1年間
2万km保証

GRパ一ツ（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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年7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：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P.031～033をご覧ください。

GR PARTS



リヤスポイラーエクステンション

502 GRフロントスポイラー 503 GRサイドスカート 504 GRリヤバンパースポイラー＆GRスポーツ 
マフラー66,000円（消費税抜き60,000円）

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）

付車 1.8H〈VA1D〉

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）

無車 1.4H〈VA1E〉

フロントスポイラーとリヤスポイラーエクステンションのセット
色：ブラック〈212〉　材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約12mmダウン　全長：オリジナルより
約35mmプラス

58,300円（消費税抜き53,000円）1.4H〈VA2D〉

色：ブラック〈212〉　
材質：樹脂（PPE）　
地上高：オリジナルより約30mmダウン

227,700円（消費税抜き207,000円）

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）

付車 2.0H〈VAMU〉

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）

無車 1.6H〈VANU〉

色：ブラック〈212〉　材質：【GRリヤバンパースポイラー】樹脂
（PPE）  【GRスポーツマフラー】ステンレススチール　地上高：
オリジナルより約15mmダウン　サイズ：【テールエンド】約77φ

010 1年間
2万km保証

GRパ一ツ（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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年7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：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P.031～033をご覧ください。

GR PARTS



写真はフロント用

505 GRボディストライプ 506 GRディスチャージテープ 
　 （GRロゴ入りアルミテープ）

507 GRカーボンナンバーフレーム

1台分 

24,200円（消費税抜き22,000円）1.4H〈VAG2〉

1台分（大：4枚セット）標準取付時間あり 
11,000円（消費税抜き10,000円）0.8H〈VRA1〉
1台分（大：4枚セット）標準取付時間なし（車両搭載用） 
11,000円（消費税抜き10,000円）〈VRA3〉
1台分（小：4枚セット）標準取付時間あり 
5,500円（消費税抜き5,000円）0.8H〈VRA2〉
1台分（小：4枚セット）標準取付時間なし（車両搭載用） 
5,500円（消費税抜き5,000円）〈VRA4〉
ボディ4カ所に貼り付けることで、ボディへの帯電を取り除き、
車両本来の性能を引き出します。
材質：アルミニウム　サイズ：【大】W約100mm×H約55mm　
【小】W約50mm×H約25mm

フロント用 19,800円（消費税抜き18,000円）〈VAC6〉

リヤ用 19,800円（消費税抜き18,000円）〈VAM6〉

材質：炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
設定  除く字光式ナンバープレート付車

設定  除くドアエッジプロテクター（樹脂製）020 付車

大 小

※特殊な導電性粘着剤を採用していることから、高圧洗車等により端部
に浮きが発生する場合がありますが、性能に大きな影響はありません。

011 1年間
2万km保証

GRパ一ツ（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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年7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：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P.031～033をご覧ください。

GR PARTS



508 GRドアハンドルプロテクター

1台分 
3,300円（消費税抜き3,000円）0.1H〈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。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

510 GRスポーツサイドバイザー

1台分 
22,000円（消費税抜き20,000円）0.4H〈VAG8〉

バイザー前後にフィン形状を織り込むことで、操縦安定性を向上させます。
材質：樹脂（アクリル）

012 1年間
2万km保証

GRパ一ツ（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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年7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：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P.031～033をご覧ください。

GR PARTS



カーボン調アップ

509 GRインテリアパネルセット

29,700円（消費税抜き27,000円）0.5H〈VCK3〉

カーボン調デザインでインテリアをさらにスポーティに演出。
セット内容：インストルメントパネル1個、パワーウインドゥスイッチパネル2個
色：カーボン調

■GRインテリアパネルセット装着部位

013 1年間
2万km保証

GRパ一ツ（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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年7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：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P.031～033をご覧ください。

GR PARTS



010 GRストラットタワーバー

33,594円（消費税抜き30,540円）0.3H〈GRSU〉

左右のサスペンションタワーを連結し、ボディ剛性をアップ。
上部のたわみを抑制することで、サスペンションを適正に機能させます。
材質：アルミニウム

設定  除くRS

014エクステリア  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）’21年7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P.031～033をご覧ください。



011 エアロスタビライジングフィン

16,500円（消費税抜き15,000円）0.4H〈P3Q0〉

気流に小さな渦を発生させることで車体を左右から押さえつけ、操縦安定性を確保します。
色：全ボディカラー対応
材質：合成ラバー（EPDM）

012 リヤフォグランプ

24,090円（消費税抜き21,900円）＊
予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）付車 0.9H〈DAHU〉
予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）無車 0.5H〈DAGU〉

※リヤバンパーセンターにリヤフォグランプ（1ヵ所）が付きます。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

＊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。価格にはスイッチキット7,590円（消費
税抜き6,900円）が含まれます。

015

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）’21年7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P.031～033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。  エクステリア



013 GRバルブキャップ

1台分（4個）
3,960円（消費税抜き3,600円）〈GRH0〉

GRロゴ入り。　
色：ブラック　
材質：樹脂（ABS）

014 GRロックボルト（ナンバープレート用）

1台分
5,500円（消費税抜き5,000円）〈GRN0〉

設定  除く字光式ナンバープレート付車

016 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）’21年7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P.031～033をご覧ください。

エクステリア



ドア開閉時（ブルー）

ライト点灯時（減光時）

009 インテリアイルミネーション（ブルー）

1台分
14,300円（消費税抜き13,000円）0.9H〈B9E7〉

ドアオープン時に間接照明でブルーの光が足元を照らし、ドアクローズ後
は一定の時間経過後に徐々に減光・消灯します。走行中は減光点灯し、ス
イッチのON/OFF操作で点灯・消灯が可能です。

設定  除くGRロールバー（販売店装着オプション）付車

※写真の色や照度は実際とは異なります。

017イルミネーション

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）’21年7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P.031～033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。  



GRモーターオイル Endurance 0W-20 GRモーターオイル Circuit 0W-16 GR エアロスタビライジングボディコート Ver.2・
ガラスコート 

GRエアロスタビライジングボディコートVer.2：〈GRZA〉

GRエアロスタビライジングガラスコート：〈GRZB〉

■ ノンポリマー処方、モリブデン系添加剤配合
■  スポーツ走行の連続周回に耐える強靭さ（粘度低下の少なさ）

と、通常走行での質感の高い回転フィールを提供
■ API規格：SP相当

対応車種  G16E-GTSエンジン搭載車

■  高性能ベースオイル＆高性能ポリマー、モリブデン系添加剤配
合

■  タイムアタックでの「一発の速さ」と、「スーパー・ハイレス
ポンス」な吹け上がりを実現

■  NAエンジンのパフォーマンスを引き出すためにNA専用開発
対応車種  M15A-FKSエンジン搭載車

塗るだけでボディやガラス表面の帯電を防止し、空気の流れを整
えることで操縦性の変化を楽しめる、新しいコンセプトのコート剤

※商品に掲載の説明事項をよくお読みいただいた上でご使用くだ
さい。

※販売店もしくは専門業者で光沢保証付き硬化型ボディコートを
施工された車両にご使用される場合は、他の市販簡易コート剤ご
使用時と同様、保証の取り扱いについて事前にご確認いただいた
上でお使いください。　※本商品を使用する事によりツヤが生じ
ます。ツヤ消し部分への塗布はお控えください。

GRモーターオイルの
詳細はこちらをご覧ください。

ボディコート＆ガラスコートの
詳細はこちらをご覧ください。

018ベーシック

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税
10%込み）’21年7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P.031～033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。  



品目名 種類名 価格 取付
時間

追工
コード 設定 備考

022

合金鋼チェーンスペシャル＊1
ー

22,660円（消費税抜き20,600円）
ー 〈V1CA〉

全グレード、ただしRCは
18インチパッケージ
（メーカーパッケージオプション）付車

ー

19,030円（消費税抜き17,300円）
RC、除く18インチパッケージ
（メーカーパッケージオプション）付車 ー

023 カーカバー 防炎タイプ 18,700円（消費税抜き17,000円） ー 〈K7B2〉 〇 全車型に適用 材質：ポリエステル

024 キー付ホイールナット ー 1台分11,000円（消費税抜き10,000円） ー 〈U5A0〉 除くRZ“High performance” ー

025 キー付ホイールナット ブラック 1台分13,750円（消費税抜き12,500円） ー 〈U5C1〉 RZ“High performance” ー

026 ジャッキ＆レンチ＊2 ー 4,730円（消費税抜き4,300円） ー 〈77NQ〉 〇 全車型に適用 ー

027 三角表示板 ー 2,750円（消費税抜き2,500円） ー 〈77R0〉 〇 全車型に適用 ー

028 レスキューマンⅢ＊3 ハンマー＆
カッター 2,530円（消費税抜き2,300円） ー 〈77P2〉 〇 全車型に適用 ー

029 車載防災セット＊4 ー 13,200円（消費税抜き12,000円） ー 〈J1K0〉 〇 全車型に適用 ー

019ベーシック

＊1. 適応サイズは、新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤの種類（特に冬用タイヤ）・メーカーによって装着できない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。アル
ミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつく恐れがあります。　＊2. ジャッキはお客様のクルマ専用のため、他の車両には使用しないでください。他の車両のジャッキを、お客様のクルマには使用
しないでください。　＊3. 【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。　＊4. 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。
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）’21年7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P.031～033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。  



■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。　

019 リモートスタート

53,900円（消費税抜き49,000円）0.7H

〈DMUU〉

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。
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  RS

020 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

〈K6B4〉

色：ホワイト、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。 

非装着時 装着時

021 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、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効果が持続
します。

設定  除く予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）付車

020ドライビングサポート

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年7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P.031～033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。  



GRエンブレム GRエンブレム

015 GRラゲージマット（アドバンスド）

1台分 
16,500円（消費税抜き15,000円）〈GRC4〉

GRフロアマット（アドバンスド）と同じ高級感のある生地を採用。GRエンブレム付。
色：ブラック（オーバーロック：ブラック） 
材質：ポリプロピレン

016 GRラゲージマット（ベーシック）

1台分 
14,300円（消費税抜き13,000円）〈GRC3〉

GRエンブレム付。
色：ブラック（オーバーロック：ブラック） 
材質：ポリプロピレン

021ラゲージ  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）’21年7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P.031～033をご覧ください。



017 ラゲージソフトトレイ

9,900円（消費税抜き9,000円）〈J0A1〉

表面に滑り止め・撥水・防水加工を施したトレイです。外周縁付きで濡れたものの収納にも便利で
す。車名ロゴ入り。
色：ブラック　
材質：ポリエステル＋ポリウレタンフィルム＋発泡ポリウレタン＋ポリエステルの4層ラミネート

018 コンソールトレイ

4,400円（消費税抜き4,000円）〈F6D0〉

スマートフォンなどの小物を置くのに便利な本革のトレイ。取り付け・取り外しも簡単です。車名ロ
ゴ入り。
色：【本体】ブラック、【ステッチ】グレー　
材質【表面】：本革

設定  RS、除くカメラ別体型ドライブレコーダー（スマートフォン連携タイプ・フロントカメラタイ
プ）（販売店装着オプション）付車

※滑り止め機能はありません。

撥水イメージ

022ラゲージ

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）’21年7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P.031～033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。  



701 エアコンドリンクホルダー
（運転席用・助手席用）

各2,481円（消費税抜き2,255円） 
運転席用〈4207〉、助手席用〈4208〉

エアコンの送風口に取り付ける
GRヤリス専用設計のドリンクホルダー。
細缶、350ml缶、500ml/600mlペットボトルなどを収納可能。

設定  除くGRインテリアパネルセット付車
※写真は当該車両とは異なります。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まない（販売元）トヨタモビリティパーツ希望小売価格＜（消費税10%込み）’21年7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：＜T-SELECT＞P.033ご参照　■ 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P.031～033をご覧ください。

助手席用

運転席用

023
T-SELECT用品

トヨタモビリティパーツ（株）の取り扱い商品です。 1年間保証T-SELECT



詳しくは
こちらを
Check！

＊「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/

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。

サポトヨプラス  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



  エクスジェル部

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。

イメージ図
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2

1

033 ランバーサポートクッション
（汎用タイプ）＊1
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持つエクスジェル®を埋め込ん
だ、立体サポート構造を採用したエプロンタイプのクッションで
す。運転時のお尻・腰・背中への負担が気になるドライバーをサ
ポートします。
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

034 シートベルトパッド（タイプ2）＊2

6,160円（消費税抜き5,600円）〈B0E6〉
シートベルトにシートベルトパッドを装着して使用。パッドに付
いているハンドルを引っ張るだけでシートベルトを楽に装着でき
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
取付位置：運転席、助手席

035 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

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）’21年7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P.031～033をご覧ください。

＊1. 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。

＊2. 写真は当該車両とは異なります。

＊3. ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。 

【セット内容】
❶ ワンタッチ便器（1個）＊3 　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

025サポトヨプラス  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。  



030 NEO G-Child baby 031 NEO G-Child ISO leg＊1 032 ジュニアシート

サイズ：L485×W485×H655mm サイズ：L620×W415×H655mm（コネクタ最短時・サポート
レッグ含まず）

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

カジュアル カジュアルナチュラル ナチュラルモダン モダン 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

026チャイルドシート等

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。
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）’21年7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P.031～033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。  

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〉

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〉

38,500円（消費税抜き35,000円） カジュアル〈77G4〉、

ナチュラル〈77G3〉



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

取付位置

取付方法

シートベルト

シートベルト

ISO FIX

ISO FIX

シートベルト

後席（左右）

○

○

○

○

○

取付向き

後向き

前向き

後向き

前向き

前向き

助手席

×

▲

×

×

▲

＊2

＊2＊3＊2＊3

030 NEO G-Child baby

031 NEO G-Child ISO leg＊1

032 ジュニアシート

品名

027チャイルドシート等

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。　＊3. プレミアムスポーツシートの場合、装着で
きません。
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）’21年7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P.031～033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。  



008 TOYOTA GAZOO Racing Recorder

93,500円（消費税抜き85,000円）1.2H〈UPMX〉

アクセル、ブレーキ、ステアリング、シフトポジションなどのドライバー
の操作情報、車速、エンジン回転数、加速度などの各種センサーの値、
および車両の位置と方位情報をSDカードへ記録＊1するデータロガーで
す。SDカードへ記録した情報は専用アプリケーションのTOYOTA GAZOO 
Racing Viewer＊2で表示することができます。最大2つの動画を表示で
き、推奨するカメラ＊3（別売り）の動画であれば、記録した情報と自動
で時間同期し再生します。また、Microsoft Bing Maps上に走行軌跡を表
示・再生することも可能です。
材質：樹脂（ABS）
サイズ：本体／L88.5×W131.4×H31.8mm、

スイッチ／L26.2×W79×H16mm

＊1. Vehicle Data Visualizerフォーマットで記録、対応アプリで参照可能。
＊2. Windows10用のアプリケーション「TOYOTA GAZOO Racing Viewer」
についてはTOYOTA GAZOO Racingのホームページをご覧ください。
（https://toyotagazooracing.com/jp/gr/grparts/recorder/）
＊3. https://vehicle-data-visualizer-works.com/APPS/GRViewer/ 
“オートシンクロ機能が使用可能なカメラ” を参照ください。

左：スイッチ　右：本体

TOYOTA GAZOO Racing Viewer 表示イメージ

メーターエリア

変速段数、車速、エンジン回転数、
アクセル開度、ブレーキ減速度、
ステアリング角度を表示。

ビデオエリア

走行映像を2画面表示可能。
ソニーアクションカム映像で
あれば、測定データと自動で
時間同期。

グラフエリア

走行距離ごとの車速、
アクセル、ブレーキ減速度、
シフト段数を表示。

マップエリア

Microsoft Bing Maps上に
GPSポジション、車両進行方向、
走行軌跡を表示。

028ドライブレコーダー  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）’21年7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P.031～033をご覧ください。



周辺環境録画カメラ取付例

フロントカメラ取付例

本体は、フロントコンソールボックス内に装着となります。

05 カメラ別体型ドライブレコーダー
（スマートフォン連携タイプ） DRD-H68

63,250円（消費税抜き57,500円）2.2H〈UD0X〉

前方・インカー映像を2つのカメラで同時録画。専用ビューアーを使って自身のド
ライビングをパソコンで再生して視聴できるほか、スマートフォンの画面でも確認
できます。

設定  RS、除くコンソールトレイ付車

■検査標章などの装着物の位置によっては、ドライブレコーダーが装着できない場合があります。詳しくは
販売店におたずねください。
※写真は当該車両とは異なります。　※周辺環境録画カメラの取付位置は車種により異なります。

録画一覧

マップエリア

ビデオに
合わせた
位置を表示。

ビデオエリア

データエリア

車速と車両G
を表示。

走行時の動画（PCビューアー画面）　※写真はイメージです。

029 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）’21年7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P.031～033をご覧ください。

ドライブレコーダー



※GRロールバーの写真は
　開発段階のものであり、実際の
　仕様とは一部異なります。

詳しくはこちら
https://toyotagazooracing.com/jp/
gr/yaris/customize/competition

GRヤリス競技用パーツは
【GR Garage限定】

取り扱い商品です。

GRヤリスの楽しさを普段の道だけでなく、エキサイティングなモータースポーツの道へと本格的に広げていくた
めに。GR Garageでは、専用のコースや競技会において、いかに速く走るかを競う性能に特化したカスタマイズ
パーツをご用意しています。開発の段階から、最高峰のWRCや全日本ラリー選手権に参戦するドライバーをテス
トに加え、実際にステアリングを握って体感したフィーリングを細かく採り入れながら、グラベル（未舗装路）、
ターマック（舗装路）それぞれに合わせた最適なセッティングを追求。たとえば、ボディ剛性のアップと安全性
を考慮したロールバー、トラクション性能を高めるLSD、荒れたコースを安心して走りきるためのガード類など、
WRCから生まれたGRヤリスをさらに戦闘力の高いマシンに変える、こだわりのラインアップを実現しています。

■写真はGRロールバー装着イメージです。　■写真は開発段階のものであり、実際の仕様とは異なる場合があります。

モータースポーツへの道を拓き、勝利を楽しむための競技用パーツ。

競技用パーツ 030



【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。
●GRパーツ（トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント取り扱い商品）につきましては、「トヨタ純正用品」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（ 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やすくなります。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（ 501 〜 504 ）は樹脂（PPE）製です。樹脂（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。

スポーツマフラー　●スポーツマフラー（ 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や突起物などと干渉しやすくなります。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（ 504 ）は、素材の性質上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。

注意事項

000 GR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

000 T-SELECT用品

トヨタモビリティパーツ（株）の取り扱い商品

000 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

031

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’22年1月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。　※本カタログに使用した撮影小物
は商品に含まれません。
商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。



トヨタ純正用品は、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。

https://toyota.jp/gryaris/option/

 3年間6万km保証

GRパーツ［（株）トヨタカスタマイジング＆
ディベロップメント取り扱い商品］は、
1年間2万km保証です。
GR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、P.033のお問い合わせ先にてご確認ください。

https://www.trdparts.jp/gryaris/

保証について

 1年間保証

T-SELECTは、1年間保証です。
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　　　　このカタログに関するお問い合わせは、お近くのGRヤリス取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（ 001～ 035、05 ）に関するお問い合わせ先

トヨタ自動車株式会社　取り扱い商品

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

ホームページ ホームページ

オープン時間 オープン時間

TEL TEL

所在地 所在地

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　取り扱い商品

（販売元）トヨタモビリティパーツ株式会社

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

GRパーツの商品（ 501～ 510）に関するお問い合わせ先

T-SELECTの商品（ 701）に関するお問い合わせ先

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　KDX調布ビル6階
https://www.trdparts.jp

TRDコールセンター 槌屋ヤック株式会社（製造元）　お客様相談室

お問い合わせ先

0800-700-7700 0564-66-0773
365日　9:00〜16:00

〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

https://toyota.jp

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
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