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Ver.3
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P10

MODELLISTA
Ver.1

MODELLISTA
Ver.2

P12

P14

TRD
Ver.1

TRD
Ver.2

1年間2万km保証

3年間6万km保証

1年間2万km保証

https://toyota.jp/harrier/accessories/

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

https://www.trdparts.jp/harrier/

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
ただし、
その期間内でも走行距離が60,000kmまで
取り付けた日
（販売した日）から3年間となります。
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。

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。

本格スポーツモデルのカスタムが楽しめる。
標準グレードに装着可能なGRパーツもご用意しています。
詳しくは車両カタログの
「GR PARTS HARRIER DEALER OPTION」
をご覧ください。
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この街の記憶に、
真に刻まれる姿が、
ここにある。

002

003

004

AERO PARTS SET for TURBO
001

エアロパーツセット
（ターボ用）

002＋003＋004

のセット

設定 ターボ車、
除くGR

［除く寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

［お得なセット価格］ 162,800円（消費税込み）

［寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

147,400円（消費税抜き134,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 2.0H 〈BHLU〉
インテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 2.8H 〈BHNU〉

002 フロントスポイラー
（ターボ用）

0.6H 〈Q4A0〉

除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.9H 〈E035〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 1.3H 〈 E037 〉
［寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.9H 〈E036〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 1.3H 〈 E038 〉
色：全ボディカラー対応（一部ダークシルバーメタリック塗装）
材質：樹脂（ポリプロピレン）
設定 ターボ車、
除くGR

SPORT

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約29mmダウン
設定

除くGR SPORT

152,900円（消費税抜き139,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 2.2H 〈BHMU〉
インテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 3.0H 〈BHPU〉

66,000円（消費税抜き60,000円）

［除く寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］
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［お得なセット価格］ 168,300円（消費税込み）

003 サイドマッドガード

46,200円（消費税抜き42,000円）

地上高：オリジナルより約21mmダウン

SPORT

004 リヤバンパースポイラー
（ターボ用）
［除く寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

50,600円（消費税抜き46,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.5H 〈F021〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.9H 〈F023〉
［寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

56,100円（消費税抜き51,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.7H 〈F022〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 1.1H 〈 F024 〉
色：全ボディカラー対応（一部ダークシルバーメタリック塗装） 材質：樹脂（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約25mmダウン

設定 ターボ車、
除くGR

SPORT

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。

3年間6万km保証

STYLING PACKAGE Ver.1
Photo：PREMIUM
（ターボ2WD車）
。
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。
エアロパーツセット
（ターボ用）
、
ピラーガーニッシュ、
アクセントステッカー、
リヤスポイラーを装着しています。

005

006

005 ピラーガーニッシュ

007

006 アクセントステッカー

007 リヤスポイラー

11,000円（消費税抜き10,000円）0.4H 〈03L3〉

5,500円（消費税抜き5,000円）0.4H 〈S0KQ〉

39,600円（消費税抜き36,000円）0.7H 〈S5A0〉

材質：樹脂
（ポリ塩化ビニル）

材質：樹脂
（ポリ塩化ビニル）

色：全ボディカラー対応
（除くブラック）
、
樹脂
（ASA）
材質：樹脂
（ABS）
サイズ：L540×W1,530×H370mm

：架装部位
005

002

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）ʼ19 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。

003

006

004

005

002

003

006

007

004

■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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今 、都 市 が 求 める力強さを。美 意 識を宿 す 精 緻 な 輝きを。

STYLING PACKAGE Ver.2
Photo：PREMIUM
（ハイブリッド車）
。
ボディカラーはシルバーメタリック
〈1F7〉
。
エアロパーツセットを装着しています。
※写真は灯火類を点灯させた状態です。
写真の色や照度は実際とは異なります。

009

003

010

AERO PARTS SET
008

エアロパーツセット

009＋003＋010

のセット

設定

ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR SPORT

［除く寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

［お得なセット価格］ 158,400円（消費税込み）

［寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

143,000円（消費税抜き130,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 2.0H 〈P01U〉
インテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 2.8H 〈 P02U 〉

009 フロントスポイラー

66,000円（消費税抜き60,000円）

［除く寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

0.6H 〈Q4A0〉

除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.9H 〈E001〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 1.3H 〈 E002 〉
［寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.9H 〈E024〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 1.3H 〈 E025 〉
色：全ボディカラー対応 材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約21mmダウン
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SPORT

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約29mmダウン
設定

除くGR SPORT

148,500円（消費税抜き135,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 2.2H 〈P23U〉
インテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 3.0H 〈 P24U 〉

003 サイドマッドガード

44,000円（消費税抜き40,000円）

設定 ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR

［お得なセット価格］ 163,900円（消費税込み）

010 リヤバンパースポイラー
［除く寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

48,400円（消費税抜き44,000円）
除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.5H 〈F001〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.9H 〈 F002 〉
［寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車］

53,900円（消費税抜き49,000円）
除くインテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 0.7H 〈F016〉
インテリジェントクリアランスソナー（車両標準・メーカーオプション）付車 1.1H 〈 F017 〉
色：全ボディカラー対応 材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約21mmダウン
設定 ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR SPORT

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。

3年間6万km保証

STYLING PACKAGE Ver.3
Photo：PROGRESS
（ガソリン2WD車）
。
ボディカラーはブラック
〈202〉
。
フロントメッキガーニッシュ、
ロアグリル
（シルバー塗装）
、
ナンバーフレームイルミネーション、
メッキドアミラーカバーを装着しています。

011

012

013

014

015

点灯状態

011 フロントメッキガーニッシュ

44,000円（消費税抜き40,000円）0.4H 〈L1DB〉
材質：樹脂
（ABS）
＋メッキ

設定

除くGR SPORT

012 ロアグリル
（シルバー塗装）

24,200円（消費税抜き22,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 0.5H 〈L1AC〉
インテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 0.9H 〈L1AD〉
色：シルバー
〈1E7〉
＋ダークグレーメタリック
材質：樹脂
（ポリプロピレン）
設定

ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR SPORT

013 ナンバーフレームイルミネーション
フロント部のみ

014 メッキドアミラーカバー

22,000円（消費税抜き20,000円）

13,200円（消費税抜き12,000円）0.3H 〈K8A0〉

除くインテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 1.0H 〈G1L6〉
インテリジェントクリアランスソナー
（車両標準・メーカーオプション）
付車 1.4H 〈G1L7〉
昼間はスタイリッシュなメッキ調、
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します。
材 質：
【フレ ーム＋フィル ム 】樹 脂（ A B S ＋アクリル ）
【ベース・バックプレート】
樹脂
（PC）

材質：樹脂
（ABS）
＋メッキ

015

バックドアガーニッシュ

22,000円（消費税抜き20,000円）0.3H 〈P2A5〉
材質：樹脂
（ABS）
＋メッキ
：架装部位

除くGR SPORT、
コーナーセンサー（ボイス4センサー）、
ナンバーフレーム
（プレステージ/フロント、デラックス/フロント）、ブラインドコーナーモニター・
設定

コーナービューモニター・GRロックボルト
（ナンバープレート用）
（販売店装着オ
プション）、字光式ナンバープレート付車
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※写真の色や照度は実際とは異なります。

003

010

014

：011 フロントメッキガーニッシュ
：012 ロアグリル
（シルバー塗装）
011

：013 ナンバーフレームイルミネーション
009
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）ʼ19 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。

003

010

012

013

■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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洗 練と高 級 。この 車 でしか 語 れ ぬ 価 値 を 、さらに高く。

305

306

307

加飾部アップ
（非点灯状態）

加飾部アップ

308

MODELLISTA AERO KIT
301

（LED付） 305＋307＋308 のセット
MODELLISTAエアロキット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

218,900円（消費税抜き199,000円）6.0H〈WA01〉
195,800円（消費税抜き178,000円）6.0H 12.0H 〈WA02〉

設定

除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

303

MODELLISTAエアロキット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

設定

306＋307＋308

185,900円（消費税抜き169,000円）4.5H〈WA03〉
163,900円（消費税抜き149,000円）4.5H 12.0H 〈WA04〉

除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

＊1＊2＊3＊4
305 フロントスポイラー
（LED付）

306

塗装済

塗装済

96,800円（消費税抜き88,000円）

2.2H 〈WA09〉

素地

円
（消費税抜き83,000円）

2.2H 4.5H 〈WA10〉

61,600円（消費税抜き56,000円）

除くGR SPORT

56,100

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約38mmダウン
全長：オリジナルより約52mmプラス
設定 除くGR SPORT

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
08

070

ホワイトパール
クリスタルシャイン

202

ブラック

220

塗装済

226,600円（消費税抜き206,000円）6.5H〈WA05〉
203,500円（消費税抜き185,000円）6.5H 12.0H 〈WA06〉

設定

寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR SPORT

304

（寒冷地仕様車用） 306＋307＋309 のセット
MODELLISTAエアロキット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

193,600円（消費税抜き176,000円）5.0H〈WA07〉
170,500円（消費税抜き155,000円）5.0H 12.0H 〈WA08〉

寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR SPORT

307 サイドスカート＊2
塗装済

55,000円（消費税抜き50,000円）

1.9H 〈WA13〉
円
（消費税抜き51,000円）

0.7H 4.5H 〈WA12〉

材質：樹脂（ABS）地上高：オリジナルより約38mmダウン
全長：オリジナルより約52mmプラス
設定

フロントスポイラー＊1＊2＊5

MODELLISTAエアロキット（LED付/寒冷地仕様車用） 305＋307＋309 のセット
素地

設定

0.7H 〈WA11〉

91,300

素地

のセット

302

［お得なセット価格］

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン

素地

41,800円（消費税抜き38,000円）

1.9H 5.5H 〈WA14〉

材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約38mmダウン
設定

除くGR SPORT

308 リヤスタイリングキット
＊1＊2＊6
（リヤスカート＋マフラーカッター）
塗装済

83,600円（消費税抜き76,000円）

1.9H 〈WA15〉
素地

78,100円（消費税抜き71,000円）

1.9H 4.5H 〈WA16〉

材質：樹脂
（ABS）地上高：オリジナルより約33mmダウン
全長：オリジナルより約13mmプラス
設定 除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

モデリスタパーツ
（販売店取付）

（株）
トヨタカスタマイジング＆
ディベロップメントの取り扱い商品です。

1年間2万km保証

Ver.1
Photo：PROGRESS “Metal and Leather Package”
（ハイブリッド車）
。
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。
MODELLISTAエアロキット
（LED付）
、
クールシャインキット、
バックドアスポイラー、
LEDトップノットアンテナ、
［フロント］
20インチ アルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅨ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
＆ブリヂストン Playz PX-RV）
［
、リヤ］
19インチ アルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅣ
〈ブラック×ポリッシュ〉
＆ダンロップ LE MANS LM5）
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。

311

312

313

312
311

COOL SHINE KIT
310 クールシャインキット

311＋312＋313

のセット

［お得なセット価格］

82,500円（消費税抜き75,000円）1.7H〈WB31〉

設定

312 ミラーガーニッシュ

：架装部位

16,500円（消費税抜き15,000円）0.5H 〈WB34〉
材質：樹脂
（ABS）
+メッキ
設定

除くGR SPORT

除くGR SPORT

311 フロントグリルガーニッシュ＊7＊8＊9

308

313

326

305
321

バックドアガーニッシュ

41,800円（消費税抜き38,000円）0.9H 〈WB32〉

30,800円（消費税抜き28,000円）0.3H 〈WB35〉

材質：樹脂
（ABS）
〈202〉
+メッキ 色：メッキ＋ブラック

材質：樹脂
（ABS）
+メッキ

設定

設定

除くGR SPORT

307

319
313

除くGR SPORT

308

309 リヤスタイリングキット
（寒冷地仕様車用）

素地

0.0H

305

がブラック
〈202〉
の場合はツヤ消し黒。
それ以外の場合はブラック
〈202〉
と
なります。 ＊3. LED 部分は、
非点灯時にツヤあり黒となりますが、
LED

92,400円（消費税抜き84,000円）2.4H 〈WA17〉
85,800円（消費税抜き78,000円）2.4H 4.5H 〈WA18〉

材質：樹脂
（ABS） 地上高：オリジナルより約33mmダウン
全長：オリジナルより約18mmプラス
設定 寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR SPORT

307

＊1. 左右加飾部分はメッキとなります。 ＊2. ブラック部分はボディカラー

（リヤスカート＋リヤフォグランプベゼル＋マフラーカッター）＊1＊2＊6
塗装済

327

灯体部は完全な黒にはなりません。 ＊4. ON/OFFスイッチはございません
（LEDはクリアランスランプONで点灯）
。 ＊5. メッキ加飾内側部分はシボ
入り黒となります。 ＊6. ターボ車に装着の際、
標準マフラーの加工が必要

※寒冷地仕様車用にはリヤ
フォグランプベゼルが付属します。

：リヤフォグランプ
ベゼル部位

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）ʼ19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。

になります。 ＊7. ブラック部分はブラック
〈202〉
、
加飾はメッキとなります。
＊8. ターボ車のフードモール部分とはメッキ色が異なります。 ＊9. ベース
車のフロントグリルの両端部を外しての装着となります。

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※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。

09

先 進と躍 動 。その 圧 倒 的 存 在 感 が 心 を 揺さぶる。

Ver.2
Photo：PREMIUM
（ターボ2WD車）
。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
はメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキット
（LED付）
、
クールシャインキット、
バックドアスポイラー、
LEDトップノットアンテナ、
20インチアルミホイール＆タイヤセット
（MODELLISTA WingDancerⅨ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
＆ブリヂストン Playz PX-RV）
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。

316

307

317

非点灯状態

MODELLISTA AERO KIT
314

（LED付） 316＋307＋317 のセット
MODELLISTAエアロキット

［お得なセット価格］

塗装済
素地

設定

214,500円（消費税抜き195,000円）6.0H〈WA21〉
192,500円（消費税抜き175,000円）6.0H 12.0H 〈WA22〉

（LED付）

＊1＊2＊3＊4

塗装済

2.2H 〈WA25〉

素地

91,300円（消費税抜き83,000円）

2.2H 4.5H 〈WA26〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約32mmダウン
全長：オリジナルより約30mmプラス
設定

55,000円（消費税抜き50,000円）

1.9H 〈WA13〉

96,800円（消費税抜き88,000円）

41,800円（消費税抜き38,000円）

1.9H 5.5H 〈WA14〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約38mmダウン
設定

塗装済
素地

222,200円（消費税抜き202,000円）6.5H〈WA23〉
199,100円（消費税抜き181,000円）6.5H 12.0H 〈WA24〉

設定 寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車、
除くGR

307 サイドスカート＊1
塗装済

MODELLISTAエアロキット（LED付/寒冷地仕様車用） 316＋307＋318 のセット

［お得なセット価格］

除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車

316 フロントスポイラー

素地

315

除くGR SPORT

除くGR SPORT

317 リヤスタイリングキット

318 リヤスタイリングキット
（寒冷地仕様車用）

（リヤスカート＋マフラーカッター）

＊1＊3＊5

塗装済

79,200円（消費税抜き72,000円）

1.9H 〈WA27〉
素地

SPORT

73,700円（消費税抜き67,000円）

1.9H 4.5H 〈WA28〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約32mmダウン
全長：オリジナルより約15mmプラス
設定 除くGR SPORT、
寒冷地仕様
（メーカー
オプション）
付車

（リヤスカート＋リヤフォグランプベゼル＋マフラーカッター）＊1＊3＊5
塗装済

88,000円（消費税抜き80,000円）

2.4H 〈WA29〉
素地

81,400円（消費税抜き74,000円）

2.4H 4.5H 〈WA30〉

材質：樹脂（ABS） 地上高：オリジナルより約32mmダウン
全長：オリジナルより約15mmプラス
設定 寒冷地仕様
（メーカーオプション）付車、除くGR SPORT

：リヤフォグランプ
ベゼル部位

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
10

070

ホワイトパール
クリスタルシャイン

202

ブラック

220

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン

※寒冷地仕様車用にはリヤフォグランプベゼルが付属します。

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。

319

320

1年間2万km保証

321

リヤスカート非装着状態
（写真はターボ車）

319

バックドアスポイラー＊1

塗装済
素地

42,900円（消費税抜き39,000円）1.5H 〈WB38〉
35,200円（消費税抜き32,000円）1.5H 3.5H 〈WB39〉

材質：樹脂
（ABS）
設定

320

マフラーカッター＊5

LEDトップノットアンテナ＊2＊6
塗装済 27,500円
（消費税抜き25,000円） 2.5H 〈WB78〉
（消費税抜き24,000円） 2.5H 1.0H 〈WB79〉
素地 26,400円
321

19,800円（消費税抜き18,000円）0.7H 〈WB11〉
110mm×90mmオーバルシングル
設定 除くGR SPORT

材質：樹脂
（ABS）

※写真の色や照度は実際とは異なります。

除くGR SPORT

：架装部位
311

321

312

319

＊1. ブラック部分はボディカラーがブラック
〈202〉
の場合はツヤ消し黒。
それ以外の場合はブラック
〈202〉
と

313

なります。 ＊2. ON/OFFスイッチはございません
（LEDはクリアランスランプONで点灯）
。 ＊3. 加飾部分
は金属調塗装
（ツヤ消し）
となります。 ＊4. LEDなしはございません。 ＊5. ターボ車に装着の際、
標準マフ
ラーの加工が必要になります。 ＊6. 塗装済設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
、
シルバーメタ
リック
〈1F7〉
、
ブラック
〈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〉
317

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）ʼ19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。

326

307

316

316

326

307

317

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

11

ダイナミクスを 知り尽くし、磨き上 げ たスタイル を 。

502

503

504

AERO PARTS SET Ver.1
501

エアロパーツセットVer.1

［お得なセット価格］塗装済

502＋503＋504

のセット

設定 除くGR SPORT、
フロントメッキガーニッシュ011 付車

217,800円（消費税抜き198,000円）6.5H〈VA01〉 素地 207,900円（消費税抜き189,000円）6.5H

との同時装着が必須です。

502 フロントスポイラーVer.1
（LED付）

503 サイドスカート

504 リヤバンパースポイラー

塗装済

塗装済

塗装済

素地

116,600
112,200円（消費税抜き102,000円）3.0H

円
（消費税抜き106,000円） 3.0H 〈VA11〉

4.0H 〈VB11〉

材質：樹脂
（ABS）
発光色：ホワイト
地上高：オリジナルより約35mmダウン
全長：オリジナルより約15mmプラス
設定

素地

52,800
48,400円（消費税抜き44,000円）2.0H

設定

除くGR SPORT

202

ブラック

素地

220

70,400円（消費税抜き64,000円）1.5H 〈VA31〉
66,000円（消費税抜き60,000円）1.5H 4.0H 〈VB31〉

材質：樹脂
（PPE）
地上高:オリジナルより約35mmダウン
全長:オリジナルより約15mmプラス
除くGR SPORT

※寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車はリヤフォグランプガーニッ
シュ 505 との同時装着が必須です。※ブラックアウト部分はボディカ
ラーがホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
の場合はブラック塗装、
それ以外の場合はシルバー塗装となります。

COLOR［ 塗装済設定色］その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装
ホワイトパール
クリスタルシャイン

4.0H 〈VB21〉

設定

除くGR SPORT、
フロントメッキガーニッシュ011 付車

070

円
（消費税抜き48,000円） 2.0H 〈VA21〉

材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約10mmダウン

※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）
。
※LED付のみの設定となります。

12

12.0H 〈VB1U〉

※寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車はリヤフォグランプガーニッシュ 505

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン

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。

1年間2万km保証

Ver.1
Photo：PREMIUM
（ターボ2WD車）
。
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。
エアロパーツセットVer.1、
フロントバンパーガーニッシュ
（ブラック）
、
ハイレスポンスマフラーVer.S、
クォーターパネルスポイラー、
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。
※写真は灯火類を点灯させた状態です。
写真の色や照度は実際とは異なります。

505

506

ブラック＊1

507

508

シルバー＊2

505 リヤフォグランプガーニッシュ＊3

507 クォーターパネルスポイラー

ブラック

塗装済

11,000円（消費税抜き10,000円）0.5H 〈VAN1〉
（消費税抜き10,000円） 0.5H 〈VAN2〉
シルバー 11,000円

設定 寒冷地仕様
（メーカーオプション）
・リヤバンパー
スポイラー 504 同時装着車

＊1. リヤバンパースポイラー 504（ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
）
にリヤフォグランプガーニッシュ
（ブラック）
を装着した状態です。
＊2. リヤバンパースポイラー 504（ブラック
〈 202 〉
）
にリヤフォグランプ
ガーニッシュ
（シルバー）
を装着した状態です。＊3. 商品にリヤフォグランプ
灯体は含まれません。

506 フロントバンパーガーニッシュ

35,200円（消費税抜き32,000円）1.0H 〈VAC1〉
（消費税抜き32,000円） 1.0H 〈VAC2〉
シルバー 35,200円

ブラック

材質：樹脂
（ABS）
全長:オリジナルより約5mmプラス
設定

素地

22,000円（消費税抜き20,000円）0.5H 〈VAK1〉
17,600円（消費税抜き16,000円）0.5H 4.0H 〈VBK1〉

車両側面後方に装着することで、
サイドを流れる空気を整え、
操縦安定性を向上させます。
（PPE）
材質:樹脂
設定

：架装部位
506
507

除くGR SPORT

504
503

508

ハイレスポンスマフラーVer.S

502

511

（消費税抜き68,000円） 0.5H 〈VC11〉
1台分 74,800円

材質:ステンレススチール
設定 除くGR SPORT、
004 、
リヤバンパースポイラー
（ターボ用）
リヤバンパースポイラー 010 付車

除くGR SPORT、
フロントメッキガーニッシュ011 付車

507
511
503

504

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）ʼ19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。

508

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

13

躍 動 感と軽 快さ。その 姿 は 、都 市 を 美しく駆 け 抜 ける。

510

503

504

AERO PARTS SET Ver.2
509

エアロパーツセットVer.2

［お得なセット価格］ 塗装済

510＋503＋504

のセット

設定 除くGR SPORT、
フロントメッキガーニッシュ 011 付車

173,800円（消費税抜き158,000円）4.5H〈VA02〉

素地

160,600円（消費税抜き146,000円）4.5H

※寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車はリヤフォグランプ
ガーニッシュ 505との同時装着が必須です。

12.0H 〈VB2U〉

510 フロントスポイラーVer.2

503 サイドスカート

504 リヤバンパースポイラー

塗装済

塗装済

塗装済

素地

69,300円（消費税抜き63,000円）1.0H 〈VA12〉
64,900円（消費税抜き59,000円）1.0H 4.0H 〈VB12〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約20mmダウン
全長：オリジナルより約30mmプラス

素地

52,800円（消費税抜き48,000円）2.0H 〈VA21〉
48,400円（消費税抜き44,000円）2.0H 4.0H 〈VB21〉

材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約10mmダウン
設定

除くGR SPORT

設定 除くGR SPORT、
フロントメッキガーニッシュ011 付車

素地

70,400円（消費税抜き64,000円）1.5H 〈VA31〉
66,000円（消費税抜き60,000円）1.5H 4.0H 〈VB31〉

材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約35mmダウン
全長：オリジナルより約15mmプラス
設定

除くGR SPORT

※寒冷地仕様
（メーカーオプション）
付車はリヤフォグランプガーニッシュ
505 との同時装着が必須です。 ※シルバー塗装部分はボディカラーが
ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
の場合はブラック塗装、
それ以外
の場合はシルバー塗装となります。

：メッキ加飾

：ブラック
〈202〉

：ボディ同色

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
14

070

ホワイトパール
クリスタルシャイン

202

ブラック

220

スパークリングブラック
パールクリスタルシャイン

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。

1年間2万km保証

Ver.2
Photo：PREMIUM “Metal and Leather Package”
（ハイブリッド車）
。
ボディカラーはブラック
〈202〉
。
エアロパーツセットVer.2、
［フロント］
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）
［
、リヤ］
18インチ アルミホイール
「TRD TF6」
＆ナットセット
（ダイヤモンドカットシルバー）
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。

511

512

ブラックマイカ

511

513

ダイヤモンドカットシルバー

「TRD TF6」
＆
18インチ アルミホイール
ナットセット

＊1＊2

ブラックマイカ

（消費税抜き156,500円） 2.2H 〈VR1U〉
1台分 172,150円

ダイヤモンドカットシルバー

（消費税抜き156,500円） 2.2H 〈VR2U〉
1台分 172,150円

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

514

※画像はイメージです。

®
MCB（モーションコントロールビーム）
49,500円（消費税抜き45,000円）1.0H 〈VC51〉

513

リヤバンパー内側に装着することで、
走行中に発生する
微振動や、
わずかな変形を吸収・減衰し、
ボディ剛性も
高めて応答性を向上させます。

：架装部位

設定 ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR SPORT
※MCB®はアイシン精機株式会社の登録商標です。

504

＊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。

503

＊2. タイヤは標準装備されているものを使用。

設定

18インチホイール装着車、除くキー付ホイールナット 048 付車
510

512 ラグナットセット

514 ドアスタビライザー

22,000円（消費税抜き20,000円）0.5H 〈VDB1〉

（4個）
1台分
33,000円（消費税抜き30,000円）0.8H 〈VC54〉

TRDロゴ入りのホイールナットです。米国マックガード社
独自のスプライン加工が施されており、
専用アダプターでの
脱着となるため、
簡易的なセキュリティ機能も備わります。

ドアのストライカー部分の隙にスペーサーを入れ、
隙間を
埋めることで、
ステアリング操作時の車両の応答遅れを
低減。
クイックなレスポンスに仕上げます。

設定

「TRD TF6」
18インチアルミホイール
&ナットセット511 付車

511

材質：スチール、
樹脂

設定

除くGR SPORT
504

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）ʼ19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。

511

503

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

15

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。

322

1年間2万km保証

322 インテリアパネルセット
（チタニウムグレイン×メッキ調）

42,900円（消費税抜き39,000円）0.5H 〈WB41〉

リアルな木目柄の凹凸と、
光りの当たり方によって煌めきが変化する
金属感を融合した表面素材に、
高級感を演出するメッキ調加飾を
コンビネーションさせたパネルセット。
先進的かつモダンな空間を
演出します。
材質：樹脂
（ ABS ）

設定

除くGR SPORT

：装着部位
素材アップ

323

323 ラゲージウッドデッキ
（木目調）

40,700円（消費税抜き37,000円）1.0H 〈WB51〉
ラゲージボードを木目調にすることで、
華やかさを創出。
また、
水や泥
汚れなどをサッと拭くことができる機能性も持ち合わせています。
材質：樹脂
（ABS）

324

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

フロント左右2個セット

センターピラーの前方に取り付ける小型 LEDライト。
運転席・助手
席それぞれのドア開閉に連動して点灯するホワイトビームが足元を
広角に照射し、
夜間の乗降をサポートします。
LED：ホワイト 材質：樹脂（ ABS）
※照射部の写真は当該車両とは異なります。

324

325

325 ラゲージLED
25,300円（消費税抜き23,000円）1.0H 〈WB74〉
照射部

照射部

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

326
1台分

20インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）＊1
434,500円（消費税抜き395,000円）0.5H 〈WB01〉

裾広がりに変化する5本のV字切削面がダイナミックでメカニカルな
印象をもたらし、
クロスオーバーテイストを強調しながらワイルドな存
在感を演出します。
MODELLISTA WingDancerⅨ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ブリヂストン Playz PX-RV
サイズ：20×8.5J＆245/40R20
装着イメージ

設定

除くGR SPORT

装着イメージ

326

327

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
（消費税抜き320,000円）0.5H 〈WB02〉
1台分 352,000円
327

大空へはばたく羽をイメージしたスポークデザインがダイナミックな表
情を創出。
センターキャップには斬新なイメージを演出するペンタゴン
オーナメントを採用しています。
MODELLISTA WingDancerⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉＆ダンロップ LE MANS LM5
サイズ：19×8.0J＆245/45R19

328

328

329

設定 除くGR SPORT

17インチ アルミホイールセット＊1＊2

（消費税抜き115,000円）2.2H 〈WB03〉
1台分126,500円

2本のスポークが一対になり渦を巻くスピン形状の切削面が、スポーティな印
象を演出します。
MODELLISTA SpinAirⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉
サイズ：17×7.0J
設定 ELEGANCE
（ハイブリッド車、
ガソリン車）
329 ホイールロックナット＊3＊4

＊1. 価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。 ＊2. タイヤは標準装備のものを使用。 ＊3. 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。 ＊4. 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。 ※写真の色や照度は実際とは異なります。

0.0H

16

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）ʼ19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。

〈WB94〉
10,450円（消費税抜き9,500円）

セット内容：ロックナット
（M12×P1.5）
専用キーパターンロック1個
4個、

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※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。

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。

515

1年間2万km保証

515 タイヤ空気圧・温度デジタルゲージ

〈VRD1〉
30,800円（消費税抜き28,000円）

スマートキータイプの受信機をタイヤのエアバルブに近づけることで、
簡単に空気圧・温 度を
測 定できます。測 定 器 1 個と T P M S バ ルブ 4 本 のセット。

18インチアルミホイール「TRD TF6」&ナットセット511 付車

設定

※取付時間は同時装着が必要な18インチアルミホイール
「TRD TF6」
&ナットセット511 の 2.2H に含まれます。

516

517

516 ウィンカーバルブセット
（ドレスアップ）
フロント用

3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H 〈VC61〉

設定

ガソリン車）
、
（ガソリン車）
ELEGANCE（ハイブリッド車、
GR SPORT

リヤ用

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。
※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。

装着後

装着前

518

517 フューエルキャップガーニッシュ

519

1,100円（消費税抜き1,000円）0.2H 〈VC26〉
518 プッシュスタートスイッチ

15,400円（消費税抜き14,000円）0.4H 〈VCJ1〉
スポーツドライビングへの期待感を高めます。
TRDロゴ入り。

519
ハイブリッド車用

ターボ車・ガソリン車用

520

本革シフトノブ
（左右非対称）

10,780円（消費税抜き9,800円）0.1H 〈VC71〉
520 スマートキーケース

521

〈VCJ2〉
2,750円（消費税抜き2,500円）

スマートキー専用のカーボン調キーケースです。
TRDロゴ入り。

521 ショルダーパッドセット

9,900円（消費税抜き9,000円） ブラックステッチ〈VC81〉、レッドステッチ〈VC82〉
9,900円（消費税抜き9,000円） ブラックステッチ〈VC83〉、レッドステッチ〈VC84〉

フロント席用
（2個）
ブラックステッチ

522

523

レッドステッチ

リヤ席用

（2個）

※リヤ中央席の設定はございません。 ※写真は当該車両とは異なります。

522 ドアハンドルプロテクター

（4枚）
1台分
6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H 〈VAG1〉

ドアハンドル開閉時のひっかき傷を防止するだけでなく、
カーボン調とすることでドアハン
ドル周りをスポーティにドレスアップします。

523 ナンバープレートボルト

4,400円（消費税抜き4,000円）0.1H 〈VAP1〉
簡易セキュリティ機能付のロゴ入りボルトです。
フロント用2本、
リヤ用1本入り。

524

「weds RIZLEY ZM」
17インチアルミホイール
&ナットセット＊1＊2
（消費税抜き70,000円）2.2H 〈VR7A〉
1台分77,000円
524

サイズ：17×7.0J
設定

SELECTION

0.0H

（ハイブリッド車、
ガソリン車）
、
除くキー付ホイールナット 048 付車
ELEGANCE

＊1. 1台分ご注文時、
専用ホイールナット1台分が付属します。
＊2. タイヤは標準装備されているものを使用。

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）ʼ19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。

■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
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※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。

17

INTERIOR
016

017

016 ウッド調ステアリング

35,200円（消費税抜き32,000円）1.1H 〈B5V0〉
木目調と本革を組み合わせた上質感あふれるステアリングです。
（本革）
色：黒木目×幾何学柄+ブラック
設定 ターボ車、
ガソリン車）
、
除くGR SPORT
ELEGANCE（ハイブリッド車、

：商品部位
※商品はステアリング部のみです。
ホーンパッドや
ステアリングスイッチは含みません。

018

017 ウッド調シフトノブ

〈B7F0〉
8,800円（消費税抜き8,000円）

室内に高級感をプラスする木目調のシフトノブです。
（本革）
色：黒木目×幾何学柄+ブラック
設定

018

除くGR SPORT

革調シートカバー＊1

SRS SIDE AIRBAG対応＊2

（消費税抜き76,000円）1.4H 〈A8A1〉
1台分 83,600円

スエード調素材をシート前面に用い、
細やかな造り込みがもたらす高
級感と肌触りの良さを追求。
さらに、
体に密着する部分にパンチング加
工を施した素材を採用。
通気性を確保しています。
色：ブラック、
アイボリー
材質：ポリ塩化ビニル
設定 ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR

プレミアムナッパ本革
SPORT、

シート
（車両標準）
付車
ブラック

アイボリー

019

＊1. トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。
シートへのフィッティングに
配慮した専用設計となっております。
＊2. SRSサイドエアバッグが全車標準装備のため、
SRSサイドエアバッグ対応純正
シートカバー以外は使用しないでください。
車種専用の純正用品以外を使用すると
SRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害を受ける恐れがあります。

019 LEDバルブセット
15,400円（消費税抜き14,000円）0.2H 〈B9DA〉

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。
、
ドアカーテシランプ
（2灯）
交換部位：バニティランプ
（2灯）

000
バニティランプ
（運転席側）

ドアカーテシランプ
（運転席側）

●：装着位置
装着後

装着前

※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。

020

センターコンソールイルミネーション

13,200円（消費税抜き12,000円）1.1H 〈B4BT〉

エンジンスイッチ
（パワースイッチ）
のON/OFFに連動して小物入れ周辺
と小物入れの中を照射。
消灯の際はゆるやかに減光し、
ラグジュアリーな
スイッチ
光の演出でおもてなしします。スモールライト点灯時には、
操作による任意でのON/OFFも可能です。

020

021 スカッフイルミネーション
（フロントのみ）
運転席・助手席

29,700円（消費税抜き27,000円）0.6H 〈G1H0〉

ドアを開けると足元のロゴがゆっくりと浮かび上がり、
上品なおもてなし
を演出します。
【意匠面】
ステンレススチール
材質：
【発光面】
樹脂
（アクリル）
【ベース樹脂】
樹脂
（ポリプロピレン）
小物入れ フタオープン時

小物入れ フタクローズ時

021

ロゴアップ

※写真の色や照度は実際とは異なります。

18

設定

ELEGANCE、
GR SPORT

トヨタ純正用品
（販売店取付）

FLOOR MAT

トヨタ自動車
（株）
の取り扱い商品です。

3年間6万km保証

022

＊
022 フロアマット
（ターボ用）

023

（消費税抜き39,000円）
〈A0E8〉
1台分 42,900円

ロゴアップ

ロゴアップ

独自のデザインを施し、
専用のメタルネームもあしらったターボ車
専用仕様です。
消臭・防汚加工を施しています。
色：ブラック 材質：ナイロン
設定 ターボ車、
除くGR SPORT

023 フロアマット
（エクセレントタイプ）＊

（消費税抜き37,000円）
〈A0B0〉
1台分40,700円

ハリアーのエンブレムをメタルプレートに配した高級フロアマット。
消臭・防汚加工を施しています。
色：ブラック 材質：ナイロン
設定 ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR

SPORT

＊
024 フロアマット
（ロイヤルタイプ）

024

025

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。

ロゴアップ

■回転ノブ取り付け部位

（消費税抜き27,000円）
〈A0E0〉
1台分 29,700円

合皮にエンブレムを配したシンプルなデザインのフロアマット。
色：ブラック 材質：ポリプロピレン
設定 ハイブリッド車、
ガソリン車、
除くGR

SPORT

＊
025 スノー・レジャー用フロアマット
（縁高タイプ）

〈A2J6〉
11,550円（消費税抜き10,500円）

フロント
（運転席・助手席）

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）
助手席用

運転席用

イメージ図

※写真は当該車両とは異なります。

＊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。

DRIVING SUPPORT
026

027

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。

026

スマートキー一体タイプ

68,200円（消費税抜き62,000円）0.5H 〈DFVU〉
スマートキーと一体化し、
携帯性が大幅に向上します。
サイズ：
【リモコン】
L91×W44×H20mm（メカニカルキー装着時。除く突起部分）
【リモコンアンテナ部】
（伸長時）
149mm
設定 除くITS Connect対応ユニット
（販売店装着オプション）付車

027
■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。

ベーシックタイプ

48,400円（消費税抜き44,000円）0.5H 〈DFUU〉
サイズ：
【リモコン】
L62×W36×H18mm（除く突起部分）
【リモコンアンテナ部】
156mm（伸長時）
設定 除くITS Connect対応ユニット
（販売店装着オプション）付車

028

約20～50cmで

約20～50cm

ピッピッピッ
（断続音）
「左後ろです」

約20cm

約20cmで
ピー（連続音）

フロントセンサー部

インジケーター部（インパネ上）

※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。
※図はイメージです。

ホワイト

シルバー

028 コーナーセンサー
（ボイス4センサー）
51,700円（消費税抜き47,000円）2.2H 〈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PROGRESS “Metal and Leather Package”、
PROGRESS、
GR SPORT、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）、ナ

ンバーフレームイルミネーション、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

ブラック

029

029

030

リバース連動ミラー

16,500円（消費税抜き15,000円）1.2H 〈K8J0〉
シフトレバーを
「R」
にすると助手席側のドアミラー鏡面が連動して下方
に動き、
リヤタイヤ付近を映します。
さらに車両のミラースイッチでお好みの
を解除すれば元に戻ります。
位置にミラーを調整することが可能。
「R」

030

レインクリアリングブルーミラー

13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H 〈K8GC〉
ミラー表 面に親 水 処 理を行い、雨 天時の視 認 性を向上 。太陽 光
により親 水 性の回復 及び自己回復 機能が 持続します。
作動時

0.0H

通常時

装着時

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）ʼ19 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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LUGGAGE
031

031 トノカバー

〈O4A0〉
25,300円（消費税抜き23,000円）

荷室を隠せるカバーです。
色：ブラック

032 ラゲージパーテーションケース

〈J0K0〉
24,200円（消費税抜き22,000円）

デッキボード下の収納スペースをより使いやすくする収納ケース。
取り外し可能で、
水洗いができ、
濡れた荷物を気にせず収納できます。
色：ブラック
設定 除くスペアタイヤ
（標準装備・メーカーオプション）
付車

033 ラゲージソフトトレイ

〈J0A1〉
13,200円（消費税抜き12,000円）

濡れた荷物を気にせずに収納できる撥水、防水機能＋外周縁付
のトレイ型マットです。
色：ブラック 材質：ポリエステル

032

034 トランクマット
（カーペットタイプ）

〈A2A0〉
13,200円（消費税抜き12,000円）

汚れや傷付きからラゲージを守るカーペットタイプです。
材質：樹脂
（ポリプロピレン）
設定

除くGR SPORT

035 ロングラゲージマット

〈A2E0〉
20,900円（消費税抜き19,000円）

傷や汚れから荷室を守り、
荷室をワイドに使えるマット。
防水性が
ファスナー付。
あり、
濡れた荷物の収納にも便利です。
6：4分割対応、
色：シルバー
材質：
【表面】
ポリエステル 【裏面】
ポリ塩化ビニル
使用イメージ

033

036 ラゲージトレイ

034

〈i8B0〉
15,400円（消費税抜き14,000円）

濡れた荷物などの収納に便利なトレイ。
ラゲージ内を汚さずに使用で
きます。
材質：樹脂
（TPO）

037 ラゲージネット

〈J1C0〉
5,500円（消費税抜き5,000円）

ラゲージフロアに置いた荷物を覆うように固定できる便利なネットです。
材質：ポリエステル

035

036

038 リヤバンパーステップガード

14,300円（消費税抜き13,000円）0.3H 〈Q1A0〉
リヤビューのドレスアップとともに、
荷物積み降ろし時のバンパー
の傷付きを防止します。
車名ロゴ付。

037

：商品部位

038

ロゴアップ
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COMFORT&UTILITY
060

紫外線

99％カット

約

赤外線

透過率

74％カット（クリア）
（スモーク）
約53％カット

約87％（クリア）

約

060 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）2.3H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

約35％（スモーク）

真夏の直射日光による肌への
「ジリジリ感」
を緩和するウインドゥフィルム。
色：クリア、
スモーク

061
IR（赤外線）カットフィルム
貼付位置

プロテクションフィルム
（ドアハンドル）

6,600円（消費税抜き6,000円）0.7H 〈S1AR〉

ドアハンドルのくぼみ部分に貼る透明フィルム。
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。

061

062 ドアエッジプロテクター
（樹脂製）

（消費税抜き2,500円）0.2H 〈K6B3〉
2本入 2,750円

ドアの開閉時にエッジをガードします。
色：ホワイト、
スーパーシルバー、
ブラック、
レッドマイカメタリック、
ブルー
※汎用色設定のため、
車両色とは若干異なります。
※1台分はフロント・リヤそれぞれ1セットずつ必要です。

：商品部位

063 ドアエッジプロテクター
（メッキ調）

（消費税抜き8,000円）0.4H 〈K6B1〉
1台分 8,800円

063

062

：商品部位

064 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ
19,140円（消費税抜き17,400円）0.4H 〈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

除くマイコン制御チルト＆スライド電動ムーンルーフ
（メーカーオプション）
付車

※標準装備のLEDドームランプと交換となります。
※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。

065

センターコンソールセパレーター

〈D1A1〉
7,700円（消費税抜き7,000円）

コンソール内の底面に装着する仕切りのある便利な薄型トレイ。
手元に置きたい携帯
電話やカード、
コインなどの収納に便利です。
（ポリプロピレン）
色：ブラック 材質：樹脂

065

064

設定

除くドライブレコーダー
（販売店装着オプション）
付車

※カメラ一体型ドライブレコーダー
（販売店装着オプション）
付車には装着可能です。

066

クリーンボックス

7,700円（消費税抜き7,000円）0.3H 〈D3A3〉
ゴミを捨てやすいインナーケース付。
色：ブラック
※写真は当該車両とは異なります。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

067 リヤシートベルトフック

〈T9B0〉
693円（消費税抜き630円）

068

066

お子様が後席中央に乗車される際、
シートベルトが
頭や首に掛からないように、
フックで適切な位置に
固定します。
※写真は当該車両とは異なります。

068
ブラウン
開
（インナーケース付）

こだわりの本革素材を使用した、
本物志向の大人のキーケース。
スマートキーと自宅の
鍵に加え、
ETCカードなどを収めるポケットが付いています。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：L104×W67×H22mm

ブラック

※写真は当該車両とは異なります。

069

本革キーケース

11,000円（消費税抜き10,000円） ブラック〈B1J5〉、ブラウン〈B1J6〉

※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。

070

069 灰皿
（高級タイプLED付）
〈C2E8〉
7,700円（消費税抜き7,000円）
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
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
約10～15秒間光り続けます。
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。

閉

開

070
閉

開

灰皿
（ベーシックタイプ）

〈C2E7〉
1,870円（消費税抜き1,700円）

カップホルダーに置いて使用。
取り外しも簡単で、
吸い殻を捨てるにも便利です。
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）ʼ19 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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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。 h ttp s: //toy ota . jp /sa p otoy o/
▲

＊
「サポトヨ」
とは
“サポートトヨタ”の
略称です。

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。

039

SRS SIDE AIRBAG対応＊1

エクスジェル部

ランバーサポートクッション
（汎用タイプ）＊2

039

運転席用

イメージ図

〈B0EA〉
32,450円（消費税抜き29,500円）

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
＊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
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 ® は株式会社加地の
登録商標です。

040

サポートパッド部

サイドサポートパッド
（汎用タイプ）＊2

040

〈B0EB〉
20,900円（消費税抜き19,000円）

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：
【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：後席

コンフォートクッション＊2

077

〈B0ED〉
11,000円（消費税抜き10,000円）
イメージ図

077

身体の動きや体型の違いにも柔軟にフィットする樹脂弾性体
「ファ
インレボ」
を採用。
ほどよい柔軟性で座り心地を高め、
圧力を分散して疲
れにくくします。
材質：
【表面生地】
ポリエステル 【クッション材】
ウレタン
【ファインレボ】
スチレン系エラストマー
取付位置：運転席、
助手席、
リヤシート左右席

078
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。

041

042

同乗者サポートパッケージ

041 ＋ 042 のセット

［お得なセット価格］ 21,340円（消費税込み）
〈CGMU〉
17,600円（消費税抜き16,000円）

＊2
041 アシストグリップ
（ヘッドレスト取付タイプ）

〈F7PM〉
16,500円（消費税抜き15,000円）

助手席のヘッドレストに取り付けるアシストグリップ。
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。
また、
後席
（リヤシート）
への乗り降りもサポートします。
（TPE）
、
樹脂
（ABS）
色：グレー 材質：樹脂
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。
＊2
042 アシストグリップ
（つり革タイプ）

〈F7PC〉
4,840円（消費税抜き4,400円）

車両の回転式アシストグリップに取り付けるつり革型グリップ。
乗車中、
腕を高く上げなくてもラクに握ることができます。
取付位置：リヤシート
＊2. 写真は当該車両とは異なります。

22

トヨタ純正用品
（販売店取付）

詳しくは
こちらを
Check！

044

043

079

トヨタ自動車
（株）
の取り扱い商品です。

3年間6万km保証

運転者サポートパッケージ

043 ＋ 044 のセット

［お得なセット価格］ 10,670 円（消費税込み）

設定

043

〈CGNU〉
6,600円（消費税抜き6,000円）

ELEGANCE、
GR SPORT

バックドアストラップ＊2

044 シートベルトパッド＊2

〈B0E5〉
4,510円（消費税抜き4,100円）0.7H 〈J1JE〉 6,160円（消費税抜き5,600円）

背伸びをしなくてもストラップを引っ張れ シートベルトにシートベルトパッドを装着
ば、
小柄な方でもラクラクバックドアが 閉 して使用。
パッドに付いているハンドルを引っ
められます。 材質：ポリエステル
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
設定 ELEGANCE、
GR SPORT
【クッション材】
ウレタン
取付位置：運転席、
助手席

081

082

080

安心ドライブパッケージ

081 ＋ 082 のセット

［お得なセット価格］ 22,770 円（消費税込み）

081

回転クッション＊2

〈CDVU〉
20,570円（消費税抜き18,700円）

082

アシストグリップ

＊2
〈B0EC〉 （シンプルタイプ）
16,500円（消費税抜き15,000円）
座面が回転することで身体の向きを簡単 6,270円（消費税抜き5,700円）
〈F7PF〉

に変えられ、
乗り降りをサポートする座布
団型のクッションです。
材質：
【表皮材】
ポリエステル
【クッション材】
ウレタン、
樹脂
（PET）
取付位置：助手席、
リヤシート左右席

083

083

045

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部 収納：1本

045

携帯トイレ
（簡易セット）

〈J1K1〉
8,250円（消費税抜き7,500円）

❻

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。

❺
❸

杖ホルダー＊2

〈F7A3〉
5,610円（消費税抜き5,100円）

❶

❼

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：ヘッドレスト部

［ワンタッチ便器サイズ
（組立時）
］天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm
❷

❹

セット内容
＊3
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）
（2枚） ❼ 搭載ケース
❹ 消臭凝固剤（2個） ❺ 廃棄用袋（2枚） ❻ 吸収シート
＊3. ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

＊2. 写真は当該車両とは異なります。

FOR CHILDREN
057

058

059

057 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

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〉
058

カジュアル
ナチュラル

カジュアル

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

ナチュラル

モダン

カジュアル
（最大時）

モダン
チャイルドシートとして使用

チャイルドシート
装着方法一覧表

品名

0.0H

取付方法

取付位置
取付向き
後席（左右） 後席（中央）
○
×
後向き

シートベルト

助手席
×

シートベルト

△★2

○★3

×

前向き

058

ISO FIX
ISO FIX

×

○

×

後向き

×

○

×

前向き

059

シートベルト

△★2

○★3

×

前向き

057
：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

ナチュラル
（最小時）

チャイルドシートとして使用

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）ʼ19 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。

059

ジュニアシート

38,500円（消費税抜き35,000円） ナチュラル〈77G3〉、カジュアル〈77G4〉
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

★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. ヘッドレストを取り外してください。

■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。

23

BASIC ITEM
046

▶ 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

047

046

プレステージ

［お得なセット価格］9,460円（消費税込み）

〈BHFU〉
8,910円（消費税抜き8,100円）

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、
字光式ナンバープレート付車

047

デラックス

［お得なセット価格］7,260円（消費税込み）

〈BHGU〉
6,710円（消費税抜き6,100円）

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、
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。

049

048

キー付ホイールナット

048

〈U5A0〉
11,000円（消費税抜き10,000円）

050

ホイールの盗難に対し高いセキュリティを
発揮。
ナットの溝に専用キーパターン形状
を採用。
専用工具以外の取り外しは外側
のカラー部だけが空転する構造。

③

051

②

①
ロゴアップ

④
⑧
［セット内容］

1台分 24,200円（消費税抜き22,000円） 0.3H 〈K0J0〉

⑥

⑤

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

⑦
⑫

⑨ ⑩ ⑪

※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。

①レインコート ②レジャーシート（L1.8×W1.8m ）
③搭載ケース（リュックタイプ/容量15L相当）ズレ防止
マジックテープ付 サイズ：L420×W300×H140mm
④非常用ホイッスル ⑤アルミブランケット ⑥携帯
トイレ（3個）吸水シート付 ⑦手回し充電ラジオライト
（USBジャック付） ⑧マスク ⑨軍手 ⑩防災ウェット
タオル ⑪タオル ⑫給水袋（容量3L）
※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。

053

052

サイドバイザー（ワイドタイプ）

050

049 字光式ナンバープレート用ブラケット
（リヤ）
PREMIUM

3,850円（消費税抜き3,500円） 0.2H 〈K5Z1〉

ELEGANCE、
GR SPORT

19,250円（消費税抜き17,500円） 0.4H 〈BHRU〉
除くT-Connect SD
設定 字光式ナンバープレート付車、
ナビゲーションシステム
（車両標準・メーカーオプション）
、
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・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
（販売店装着オプション）
付車
※ELEGANCE、GR SPORTの価格につきましては、
当該
商品の装着に必要となるバックドアダンパーの価格が含
まれております。

車載防災セット

051

〈J1K0〉
13,200円（消費税抜き12,000円）

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。

カーカバー
（防炎タイプ）

052

〈K7B2〉
23,100円（消費税抜き21,000円）

054

（財）
日本防炎協会認定生地を使用しています。 材質：ポリエステル100％

053 レスキューマンⅢ
（ハンマー＆カッター）

2,530

054

円
（消費税抜き2,300円）
〈77P2〉

055

【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。

056

■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。

合金鋼チェーンスペシャル

055

056

三角表示板

2,750円

（消費税抜き2,500円）
〈77R0〉

バイアスロンチェーン

〈V1CA〉
〈V1B1〉
22,770 円（消費税抜き20,700円）
36,300円（消費税抜き33,000円）
設定

除くGR SPORT

設定

除くGR SPORT

【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 〜 309 、314 〜 318 、501 〜 504 、509 、510 ）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 〜 309 、314 〜 319 、501 〜 504 、509 、510 ）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
（ 326 、327 ）、アルミホイールセット
（ 328 ）、アルミホイール＆ナットセット
（ 511 、524 ）を装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップ

が低下する場合があります。
また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。
タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。 ●アルミ
ホイール＆タイヤセット
（ 326 、327 ）、アルミホイールセット
（ 328 ）、アルミホイール＆ナットセット
（ 511 、524 ）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/ハイレスポンスマフラーVer.S

●リヤスタイリングキット（リヤスカート＋マフラーカッター）
（ 308 、317 ）、リヤスタイリングキット（寒冷地仕様車用）
（リヤスカート＋リヤフォグランプベゼル＋マフラー

カッター）
（ 309 、318 ）、マフラーカッター（ 320 ）、ハイレスポンスマフラーVer.S（ 508 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面や突起物などと干渉し易くなります。また、音質、
性能が変化する場合があります。素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハリアー取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.02～07、P.18～24）に関するお問い合わせ先

TRDの商品（P.02〜03、P.12〜15、P.17）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
TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

0800-700-7700

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

モデリスタの商品（P.02〜03、P.08〜11、P.16）に関するお問い合わせ先

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コールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

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

モデリスタコールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

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

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、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。
ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、
オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。 ※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。
商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。

