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ハイラックスとのカーライフをさらに快適にするお得なセットをご用意。

ロゴアップ ロックボルト

033 フロアマット（カーペット）
室内の汚れ防止と足元のオシャレに。

040 サイドバイザー（RVワイドタイプ）
雨の日も適度な換気で快適な室内空間を。

盗難防止機能付ナンバーフレームセット
041 デラックス
ナンバープレートとロックボルトのセット。盗難防止に威力を発揮。

 
049 ベーシック「いちおし」セット　 033＋040＋041 のセット

  ［お得なセット価格］  96,910円（消費税込み）　 

  

96,360 円（消費税抜き87,600円）0.4H〈EBUU〉　設定 除くZ“GR SPORT”、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 一覧 あわせて ▶︎ P.022、025、026 もご覧ください

002RECOMMENDED 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P.041～043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。  



キリッと、シマる。精悍をカスタマイズする。
Photo：Z。ボディカラーはスーパーホワイトⅡ〈040〉。ブラックパッケージを装着しています。

003トヨタ純正  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。  



002 003 050

004Photo：Z。ボディカラーはスーパーホワイトⅡ〈040〉。ブラックパッケージを装着しています。

004トヨタ純正  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。  



002 フェンダーガーニッシュ 003 フードガーニッシュ 004 ボディサイドモールディング 050 ヘッドランプガーニッシュ

BLACK PACKAGE
001 ブラックパッケージ

Z“GR SPORT”、Z用　 002 ＋ 003 ＋ 004 ＋ 050  のセット

X用　 002 ＋ 003 ＋ 004  のセット

103,400 円（消費税抜き94,000円）1.7H〈BVNU〉

90,200 円（消費税抜き82,000円）1.5H〈BRVU〉

005トヨタ純正

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P.041～043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。  



002 フェンダーガーニッシュ 003 フードガーニッシュ 004 ボディサイドモールディング 050 ヘッドランプガーニッシュ

18,700円（消費税抜き17,000円）
0.4H〈L1F4〉

18,700円（消費税抜き17,000円）
0.3H〈L1F5〉

52,800円（消費税抜き48,000円）
0.8H〈L1F6〉

13,200円（消費税抜き12,000円）
0.2H〈L1SM〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ 材質：樹脂（ABS） 材質：樹脂（ポリプロピレン）＋シルバー塗
装

材質：樹脂（ABS）
設定  除くX

006トヨタ純正

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P.041～043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。  



ホワイト発光時 消灯時 イエロー発光時

005 バイカラーLEDフォグランプ（切り替え式）  006 TOYOTAデカール  007 マフラーカッター  

49,500円（消費税抜き45,000円）
Z、X 1.3H〈KC21〉
Z“GR SPORT” 1.8H〈KC22〉

20,900円（消費税抜き19,000円）0.5H〈S0U0〉 11,000円（消費税抜き10,000円）0.3H〈T1A2〉

2パターンの発光色（ホワイト・イエロー）を採用したLEDフォ
グランプ。手元のフォグランプスイッチ操作で切り替えができま
す。様々なドライブシーンに対応。光でドライバーをサポートし
ます。

テールゲート部に装着する金属調デカール。
色：シルバー（表面処理：ドット印刷）
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
サイズ：L158.6×W896.4×H1mm

スポーティ感を加えるワンポイントアイテムです。
サイズ：L125×W71.1mm

※イグニッションオン後の初回点灯および一定時間経過後の再点
灯はホワイトで点灯します。詳しい操作や点灯条件は販売店にお
たずねください。　※保安基準第33条適合品　※写真は灯火類
を点灯させた状態です。

007トヨタ純正

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P.041～043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。  



グッと、セマる。迫力にオリジナリティを出す。
Photo：Z。ボディカラーはシルバーメタリック〈1D6〉。GRスタイリングキット、GRスポーツサイドバイザー、GRドレスアップマフラー、GRマッドフラップ（ブラック）を装着しています。

008GR 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。
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504Photo：Z。ボディカラーはシルバーメタリック〈1D6〉。GRスタイリングキット、GRスポーツサイド
バイザー、GRドレスアップマフラー、GRマッドフラップ（ブラック）を装着しています。

009GR 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。



502 GRフロントバンパーカバー  503 GRフロントアンダーカバー ＊1 504 GRサイドステップ 505 GRスポーツバー ＊2

STYLING KIT
501 GRスタイリングキット　 502 ＋ 503 ＋ 504 ＋ 505  のセット

305,800 円（消費税抜き278,000円）4.1H〈VADU〉

設定  除くZ“GR SPORT”、ユーティリティパッケージA 008  、ユーティリティパッケージB 009  、ゲートプロテクター（サイド） 010  、ソフトトノカバー 011  、ハードトノカバー 508  、電動格納ステップ 509  付車

010GR 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。

＊1. エンジンオイル交換時にはGRフロントアンダーカバーの脱着が必要となります。　＊2. ベッドライナー 012  、 013  同時装着時には、先にベッドライナーの加工が必要となります。
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：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.041～043をご覧ください。



502 GRフロントバンパーカバー  503 GRフロントアンダーカバー ＊1 504 GRサイドステップ 505 GRスポーツバー ＊2 

41,800円（消費税抜き38,000円）1.0H

〈VAC1〉
44,000円（消費税抜き40,000円）0.8H

〈VCD2〉
110,000円（消費税抜き100,000円）
1.5H〈VA2D〉

110,000円（消費税抜き100,000円）
0.8H〈VC57〉

フロントバンパーに装着することで、車両の
ワイド感を強調します。
色：ツヤ消しブラック×シルバーメタリック
（全ボディカラー対応）
材質：樹脂（ABS）

設定  除くZ“GR SPORT”

レッドカラーのアンダーカバーがオフロード
スタイルを際立たせます。
色：レッド　
材質：スチール
地上高：オリジナルより約35㎜ダウン

設定  除くZ“GR SPORT”

乗降性も考慮した、GRロゴ入りの金属製サイ
ドステップです。
色：ツヤ消しブラック（全ボディカラー対
応）
材質：アルミニウム、スチール
地上高：オリジナルより約5㎜ダウン

設定  除く電動格納ステップ 509  付車

オフロードスタイルをより強調するGRロゴ入
りのスポーツバーです。
色：ツヤ消しブラック　
材質：アルミニウム、スチール

設定  除くユーティリティパッケージA 008  、
ユーティリティパッケージB 009  、ゲートプ
ロテクター（サイド） 010  、ソフトトノカ
バー 011  、ハードトノカバー 508  付車

011GR 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。

＊1. エンジンオイル交換時にはGRフロントアンダーカバーの脱着が必要となります。　＊2. ベッドライナー 012  、 013  同時装着時には、先にベッドライナーの加工が必要となります。
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：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.041～043をご覧ください。



ブラック レッド

506 GRドレスアップマフラー 507 GRマッドフラップ 515 GRスポーツサイドバイザー

104,500円（消費税抜き95,000円）0.8H〈VC11〉 40,700円（消費税抜き37,000円）2.0H

ブラック〈VAF2〉、レッド〈VAF1〉
1台分 55,000円（消費税抜き50,000円）0.4H〈VAG8〉

大径2本出しのマフラーが、迫力のスタイリングを演出します。
サイズ：テールエンド径100mm
材質：ステンレススチール

標準装備のマッドガードと交換装着。
ブラックとレッドの2色からご選択いただけます。
材質：樹脂（EVA）

設定  除くZ“GR SPORT”、電動格納ステップ 509  付車

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）

012GR 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。

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：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.041～043をご覧ください。



※写真は運転席用。

★フロアマットを固定する工夫が施されています。
運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットをしっ
かり固定。
走行中のマットのずれを防止します。取り外しもスムーズにできま
す。

■回転ノブ取り付け部位

イメージ図

※写真は当該車両とは
異なります。

051 GRフロアマット（2列用）＊1★ 052 GRバルブキャップ 053 GRロックボルト
（ナンバープレート用）1台分 38,500円（消費税抜き35,000円）〈GR01〉 1台分（4個）3,960円

（消費税抜き3,600円）〈GRH0〉 1台分 5,500円（消費税抜き5,000円）
〈GRN0〉

色：ブラック　材質：ポリプロピレン
設定  Z“GR SPORT” GRロゴ入り。　

色：ブラック　
材質：樹脂（ABS）

設定  Z“GR SPORT”

設定  除く字光式ナンバープレート付車

GRエンブレム

＊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。

 1年間2万km保証  1年間2万km保証  1年間2万km保証

013トヨタ純正 パーツ

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10月現現在のもの＞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.041～043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。  



Photo：Z。ボディカラーはスーパーホワイトⅡ〈040〉。ユーティリティパッケージAを装着しています。

014トヨタ純正 パーツ  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。  



010

012

010

（テール部・カバー付）

（本体）

011

013

（テール部・カバー無）

（本体）

013
※テール部については、ベッドライナー 013 のテール部とは形状が異なります。

012

Photo：Z。ボディカラーはスーパーホワイトⅡ〈040〉。ユーティリティパッケージAを装着しています。

015トヨタ純正 パーツ  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。  



全閉状態
カバー付 カバー無

設定  除くソフトトノカバー、ベッドライナー（カバー無）付車

設定  除くゲートプロテクター（サイド） 、ベッドライナー（カバー付）付車

008 ユーティリティパッケージA　 010 ＋ 012  のセット

009 ユーティリティパッケージB　 011 ＋ 013  のセット

114,400円（消費税抜き104,000円）1.9H〈BRRU〉　

289,300円（消費税抜き263,000円）1.9H〈BRSU〉

010 ゲートプロテクター（サイド） 011 ソフトトノカバー  012 ベッドライナー  （カバー付） 013 ベッドライナー  （カバー無）

016トヨタ純正 パーツ

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P.041～043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。  



全閉状態

カバー付 カバー無

010 ゲートプロテクター（サイド） 011 ソフトトノカバー  012 ベッドライナー  （カバー付） 013 ベッドライナー  （カバー無）

8,800円（消費税抜き8,000円）0.6H

〈P5A2〉
187,000円（消費税抜き170,000円）
0.7H〈P9H1〉

105,600円（消費税抜き96,000円）1.3H

〈BRQU〉
102,300円（消費税抜き93,000円）1.2H

〈BRPU〉

荷台サイド上面の傷つきを防止します。
材質：樹脂（ABS）　
サイズ： L1,645×W136×H58mm　
重量： 0.3kg

設定  除くソフトトノカバー付車

荷台全体を隠し、直射日光などから荷物を守
ります。
色：ブラック　
材質：帆布、アルミニウム
サイズ： L1,597×W1,590×H38mm　
重量： 10.4kg

設定  除くゲートプロテクター（サイド）、
ベッドライナー （カバー付）付車

荷台の傷つき防止に。濡れたものを積んだ際
の汚れ防止にもおすすめです。テール部がカ
バー付のタイプです。
材質：樹脂（HDPE、ポリ塩化ビニル）
サイズ：【本体】L1,500×W1,600×H500mm
【テール部】 L550×W1,400×H500mm
重量：21.7kg（テール、取付ボルトなどを含
む）

設定  除くソフトトノカバー、ベッドライナー 
（カバー無） 付車

テール部がカバー無のタイプです。
材質：樹脂（HDPE、ポリ塩化ビニル）　
サイズ：【本体】L1,500×W1,600×H500mm
【テール部】 L550×W1,400×H500mm
重量：21.7kg（テール、取付ボルトなどを含
む）

設定  除くベッドライナー （カバー付）付車 

※本製品は雨などによる水濡れを完全に防ぐ
ものではございません。

017トヨタ純正 パーツ

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P.041～043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。  



その優しさが、強さになる。
Photo：Z。ボディカラーはスーパーホワイトⅡ〈040〉。ハードトノカバー、GRスポーツサイドバイザーを装着しています。

018GR 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。



格納時 使用時

508 ハードトノカバー 509 電動格納ステップ
176,000円（消費税抜き160,000円）ベッドライナー（カバー無） 013 付車 1.5H〈VAJ2〉
 ベッドライナー（カバー無） 013 無車 1.0H〈VAJ1〉

231,000円（消費税抜き210,000円）6.0H〈VCG3〉

デッキ部分に装着する鍵つきのハードトノカバーです。トノカバー内側には電池式のLED灯が付属。
トノカバーの開き状態をダンパーで保持できます。 Aeroklas社製。
色：ブラック　材質：樹脂（ABS）

設定  除くユーティリティパッケージA 008  、ユーティリティパッケージB 009  、ゲートプロテクター
（サイド）010  、ソフトトノカバー 011  、ベッドライナー（カバー付） 012  、GRスタイリングキット 
501  、GRスポーツバー 505  付車

ドアの開閉に連動してステップが自動で展開・格納します。お子様や女性をスマートにエスコートし
ます。 
ステップの高さ（展開時）：約70㎜ダウン

設定  除くZ“GR SPORT”、GRサイドステップ 504  、GRマッドフラップ 507  付車　

※LED灯のスイッチON/OFFは手動での切替となります。トノカバーの開閉とは連動しておりません。　
※本製品はデッキ内部の雨などによる水濡れを完全に防ぐものではございません。　※降雪時はこま
めに雪を取り除くか、取り外してください。破損の原因となります。　※ベッドライナー（カバー
無）013  同時装着時には、先にベッドライナーの加工が必要となります。

※装着は助手席側のみとなります。

019GR 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。

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：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.041～043をご覧ください。

MOVIE

https://www.youtube.com/watch?v=mvGRkIx-FrM


フロント装着イメージ リヤ装着イメージ

510 GR「パフォーマンスダンパー®」セット ＊1

フロント・リヤ 110,000円（消費税抜き100,000円）1.5H〈VC5A〉

ボディ前後に取りつける専用設計のダンパー。走行中に感じる不快な振動や騒音を解消し、乗車時の快適性をアップ。さらに操縦安定性など、ドライバビリティを高め上質な
走りを実現します。

設定  除くZ“GR SPORT”

020GR 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。

＊1. 「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。　
0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まない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：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.041～043をご覧ください。



 商品部位

フロントドア
ガラス用

リヤドア・リヤ
ガラス用

■■IR（赤外線）カットフィルム貼付位置

定格入力：55W
最大入力：165W
音圧レベル：92db/W・m
インピーダンス：3Ω

511 GRドアハンドルプロテクター 512 IR（赤外線）カットフィルム 513 スピーカーセット（標準スピー
カー交換タイプ・JBL®＊1）

514 GRサンシェード

1台分 6,600円（消費税抜き6,000円）
0.2H〈VAG1〉

フロントドアガラス用［クリア］ 17,600円
（消費税抜き16,000円）2.0H〈VCH4〉
リヤドア・リヤガラス用 22,000円（消費
税抜き20,000円）2.0H

スモーク〈VCH6〉、ダークスモーク
〈VCH5〉

1台分 46,200円（消費税抜き42,000円）
2.0H〈VCAU〉

1台分 13,200円（消費税抜き12,000円）
〈VCH1〉

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）

可視光透過率：クリア約89％、スモーク約
21％、ダークスモーク約8％

16cmスピーカー・車両取付ブラケット・ワイ
ヤーハーネス×各4セット
標準スピーカーからの置き換えで、迫力のサ
ウンドにグレードアップできます。

ハイラックスのウインドシールドガラス用に
専用設計。使用しない時はコンパクトに収納
可能です。

021GR 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。

＊1. 大音量を出されると、お使いのオーディオシステムに負担をかけ故障の原因になることがあります。適度な音量でお楽しみください。JBL®はHERMAN International Industries,INCの登録商標です。
0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格は取付費を含まない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：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.041～043をご覧ください。



★�フロアマットを固定する工夫が施さ
れています。

運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフ
ロアマットをしっかり固定。走行中のマットの
ずれを防止します。取り外しもスムーズにでき
ます。

■回転ノブ取り付け部位

イメージ図
※写真は当該車両
とは異なります。

意匠権登録済

助手席側 運転席側 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

033 フロアマット（カーペット）＊1★ 034 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊1★

1台分 36,300円（消費税抜き33,000円）〈A0K1〉 フロント（運転席・助手席） 11,550円（消費税抜き10,500円）〈A2J6〉

タイヤ柄をイメージした地厚で毛足の長いマットが、足元に高級感をプラスします。
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

設定  除くZ“GR SPORT”

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）

ベーシック「いちおし」セット あわせて ▶︎ P.002もご覧ください

※写真は助手席用

022インテリア

＊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P.041～043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。  



装着前装着後

パーソナルランプ/ルームランプ

036 LEDバルブセット＊1

11,550円（消費税抜き10,500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。
交換部位：パーソナルランプ（2灯）、ルームランプ（1灯）

※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。

023インテリア

＊1. 写真の色や照度は実際とは異なります。
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メーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21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P.041～043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。  



037 リモートスタート（ベーシックタイプ）

48,400円（消費税抜き44,000円）
Z“GR SPORT”、Z：0.6H〈DLMU〉、X：0.9H〈DLNU〉

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）

038 シートエプロン

1席分（フロント席）
11,000円（消費税抜き10,000円）〈B0A0〉

色：グレー

■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。

024コンフォート

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P.041～043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。  



 商品部位＊1

ベーシック「いちおし」セット あわせて ▶︎ P.002もご覧ください

039 ドアエッジプロテクター（樹脂製）＊1

2本入
2,750円（消費税抜き2,500円）0.2H〈K6B3〉

色：ホワイト、スーパーシルバー、ブラック、ダークブルー

040 サイドバイザー（RVワイドタイプ）

1台分 
53,350円（消費税抜き48,500円）0.4H〈K0E1〉

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。

※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。

025コンフォート

＊1. 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。
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P.041～043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。  



ロゴアップ

ロックボルト

盗難防止機能付ナンバーフレームセット＊1＊2 041 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

042 キー付ホイールナット

11,000円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

設定  除くX

ベーシック「いちおし」セット あわせて ▶︎ P.002もご覧ください

026セキュリティ

＊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。　＊2. 装着時には、フロントバンパーブラケットの取り外しが必要になります。
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メーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21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P.041～043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。  



❸
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045 車載防災セット 047 三角表示板 048 合金鋼チェーン

13,200円（消費税抜き12,000円）  
〈J1K0〉 2,530円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉 26,400円（消費税抜き24,000円）  
〈V1C0〉

※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。

【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。

セット内容
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　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）

046 レスキューマンⅢ（ハンマー＆
カッター）

■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。

027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P.041～043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 ワイヤレスチャージャートレイ＊

7,678円（消費税抜き6,980円）〈3080〉

ワイヤレス充電器の規格「Qi」認証品。セン
ターコンソールの車両カップホルダーに設置
することでQi対応のスマートフォンを置くだ
けで充電できます。

トレイの向きは横向きとなります。
※充電にはUSB-A端子のDC5V/1.8A以上の電源
が必要です（商品には含まれません）。
※使用可能なスマートフォンの最新情報は、
P.043のカーメイトホームページからご確認願
います。 ※商品にUSBケーブルは含まれません。　

※保証期間はご購入日から6カ月です。

※後部座席で使用してください。後部座席に
搭乗される場合は、取り外してください。 ※運転席・助手席にてご使用いただく場合、

当該車両のドアポケット形状により、ゴミ箱
が若干斜めになります。

702 DC-5.4A-リバーシブルUSB2
ポートQC3自動判定＊

703 ハンギングベルトブラック＊ 704 ゴミ箱 ボトル型カーボン調ブ
ラックメッキ

1,727円（消費税抜き1,570円）〈3162〉

車のアクセサリーソケットを2ポートのUSB電
源に変換。USBの表裏を気にせずに挿せるリ
バーシブルポート。上部のポートはクアルコ
ム社クイックチャージ3.0ポート搭載で、最大
9V/2Aまたは最大12V/1.5Aにて充電します。
（クイックチャージ3.0規格対応端末のみ。ク
イックチャージ対応端末以外は最大5V/2.4Aで
の充電となります。）

1,298円（消費税抜き1,180円）〈3857〉

後部座席スペースの有効活用に。 使用用途に
合わせてさまざまな物を掛けることができる8
個のフリーループと2個のカラビナ用ハトメ穴
付き。約5kgまで対応可能です。

2,200円（消費税抜き2,000円）〈3972〉

ドアポケット等に挿し込んで使用するタイ
プ。フタはワンプッシュで開き、ゴミが溜
まった際はフタを取り外して捨てることがで
きます。

T-SELECT 028
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

（一部商品を除く）

＊ 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：＜T-SELECT＞P.043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.041～043をご覧ください。



詳しくは
こちらを
Check！

クルマを利用する際の悩みごとを見つめて生まれた、
カー用品「サポトヨプラス」。
様々なアイテムが、快適なお出かけをサポートします。

＊「サポトヨ」とは
“サポートトヨタ”の
略称です。

技術と人で、安全安心をサポート 詳しくはこちらをご覧ください。

▲

httpｓ://toyota.jp/sapotoyo/

029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。  



SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

015 バンパープロテクター

1台分（2個入）
4,950円（消費税抜き4,500円）0.5H〈BKEU〉

こすりやすいリヤのコーナー部を保護します。
色：ブラック　
材質：樹脂（TPE）

016 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・背中への負担をやわらげます。
色：ブラック
材質：【エプロン部】ポリ塩化ビニル　【エクスジェル®】合成ゴム
取付位置：運転席 ※エクスジェル®は

株式会社加地の登録商標です。

※写真はイメージです。

030サポトヨプラス

＊1. 写真は当該車両とは異なります。　＊2. ハイラックスはSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシール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。　
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P.041～043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。  



017 安心ドライブパッケージ　 018 ＋ 019 のセット

［お得なセット価格］

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

018 アシストグリップ（シンプルタイプ）＊1 019 回転クッション＊1

031サポトヨプラス

＊1. 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メーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21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P.041～043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。  



018 アシストグリップ（シンプルタイプ）＊1

6,270円（消費税抜き5,700円）〈F7PF〉

柔らかい感触のグリップで長時間の乗車でも使いやすく、乗車中の不安定な姿勢をサポートします。
材質：【表皮】ポリエステル　
取付位置：前席ヘッドレスト部

019 回転クッション＊1

16,500円（消費税抜き15,000円）〈B0EC〉

座面が回転することで身体の向きを簡単に変えられ、乗り降りをサポートする座布団型のクッション
です。
材質：【表皮材】ポリエステル　【クッション材】ウレタン、樹脂（PET）
取付位置：助手席、後席（左右）

032サポトヨプラス

＊1. 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メーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21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P.041～043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。  



021 同乗者サポートパッケージ　 022 ＋ 023 のセット

［お得なセット価格］

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

022 アシストグリップ（つり革タイプ）＊1 023 アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）＊1

033サポトヨプラス

＊1. 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メーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21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P.041～043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。  



022 アシストグリップ（つり革タイプ）＊1

4,840円（消費税抜き4,400円）〈F7PC〉

車両の回転式アシストグリップに取り付けるつり革型グリップ。
乗車中、腕を高く上げなくても楽に握ることができます。
取付位置：後席

023 アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）＊1

16,500円（消費税抜き15,000円）〈F7PM〉

シートへの乗り降りをサポートし、乗車中、カーブなどで上体が不安定になりそうな時、両手で身体
を支えることができ安心です。
色：グレー　材質：樹脂（TPE）、樹脂（ABS）　
取付位置：助手席ヘッドレスト部

※助手席に取り付けてご使用ください。アシストグリップを付けた状態でシートポジションを変更す
る際には、十分注意して操作してください。ポジションによってはシートと干渉したり、シートが起
き上がらない場合があります。その場合はアシストグリップを取り外してからシート操作を行ってく
ださい。

034サポトヨプラス

＊1. 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メーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21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P.041～043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。  



020 杖ホルダー＊1

5,610円（消費税抜き5,100円）〈F7A3〉

広い開口部とマジックテープ留めにより、簡単に杖を収納でき、降車時に杖をサッと取り出せる杖ホ
ルダー。取り付け・取り外しも簡単です。
材質：【表皮】ポリエステル　
取付位置：助手席ヘッドレスト部　収納：1本

024 サイドサポートパッド（汎用タイプ）＊1

20,900円（消費税抜き19,000円） 〈B0EB〉

パッドが身体を両サイドから支えて、乗車中の横ゆれを軽減します。パッドはお好みの位置に上下ス
ライドできます。
色：ブラック　
材質：【カバー背部】ポリ塩化ビニル
【サポートパッドカバー部】ポリエステル
【サポートパッド部】高反発ウレタン
取付位置：後席（左右）

035サポトヨプラス

＊1. 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メーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’21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P.041～043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。  



❼

❺ ❷

❶

❹❸

❻

025 シートベルトパッド＊1

6,160円（消費税抜き5,600円）〈B0E5〉

シートベルトにシートベルトパッドを装着して使用。パッドに付いているハンドルを引っ張るだけで
シートベルトを楽に装着でき、腰まわりを圧迫しません。　
材質：【表面】ポリ塩化ビニル　【裏面】ナイロン　【クッション材】ウレタン
取付位置：運転席、助手席

026 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。

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

※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。 

セット内容
❶ワンタッチ便器（1個）＊2＊2  ❷エチケット用ポンチョ（1枚）
❸ケアバッグ（2個）  ❹消臭凝固剤（2個）  ❺廃棄用袋（2枚）
❻吸収シート（2枚）  ❼搭載ケース

036サポトヨプラス

＊1. 写真は当該車両とは異なります。　＊2. ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。
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P.041～043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。  



（最大時） （最小時）

027 BABY SAFE PLUS（チャイルドシート） 028 DUO ＋★1（チャイルドシート） 029 KIDFIX XP SICT★1（ジュニアシート）

36,300円（消費税抜き33,000円）〈77FQ〉

サイズ：L670×W440×H570mm　
重量：4.7kg

73,150円（消費税抜き66,500円）〈77FR〉 72,600円（消費税抜き66,000円）〈77G7〉

サイズ：L460×W450×H640mm　
重量：9kg

サイズ：L390×W540×H670～850mm 
重量：7.2kg

037チャイルドシート等

027  ～ 032  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P.041～043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。  



品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右） 後席（中央）

027 BABY SAFE PLUS シートベルト × ○ × 後向き

028 DUO ＋★1
シートベルト      △★2 ○ × 前向き

ISO FIX × ○ × 前向き

029 KIDFIX XP SICT★1
シートベルト      △★2 ○ × 前向き

ISO FIX      △★2 ○ × 前向き

■■：ベビーシートとして使用　■■：チャイルドシートとして使用　■■：ジュニアシートとして使用

■ チャイルドシート装着方法一覧表

038チャイルドシート等

027  ～ 032  は、国土交通省の定める基準をクリアしています。　★1. ISO FIX対応のチャイルドシートは、ISO FIX対応固定専用アンカーに固定した状態で道路運送車両の保安基準に適合させているため、指定さ
れたものをご使用ください。詳細はトヨタ販売店におたずねください。　★2. やむを得ず助手席に装着する場合は、万一の事故の際エアバッグからの衝撃を防ぐため、シート座面を最後部にスライドさせて取
り付けてください。
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P.041～043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。  



カジュアル ナチュラル モダン

【チャイルドシートとして使用】

カジュアル モダンナチュラル

【チャイルドシートとして使用】

ナチュラル（最小時）カジュアル（最大時）

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

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

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〉

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

039チャイルドシート等

027  ～ 032  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P.041～043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。  



品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右） 後席（中央）

030 NEO G-Child baby
シートベルト × ○ × 後向き

シートベルト      △★2 ○ × 前向き

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

ISO FIX × ○ × 前向き

032 ジュニアシート シートベルト      △★2 ○ × 前向き

■■：ベビーシートとして使用　■■：チャイルドシートとして使用　■■：ジュニアシートとして使用

■ チャイルドシート装着方法一覧表　

040チャイルドシート等

027  ～ 032  は、国土交通省の定める基準をクリアしています。　★1. ISO FIX対応のチャイルドシートは、ISO FIX対応固定専用アンカーに固定した状態で道路運送車両の保安基準に適合させているため、指定さ
れたものをご使用ください。詳細はトヨタ販売店におたずねください。　★2. やむを得ず助手席に装着する場合は、万一の事故の際エアバッグからの衝撃を防ぐため、シート座面を最後部にスライドさせて取
り付けてください。
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P.041～043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。  



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

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’21年10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等の加工が必要となる場合があります。

【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「トヨタ純正用品」に
つい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。

GRドレスアップマフラー
●GRドレスアップマフラー（ 506 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面や突起物等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。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。

041注意事項



GRGR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、
11年間22万kmkm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.043
のお問い合わせ先にてご確認ください。
https://www.trdparts.jp/hilux/

 1年間2万km保証

T-SELECTは、
1年間保証です。
（一部商品を除く）

 1年間保証

トヨタ純正用品は、
33年間66万kmkm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/hilux/option/

 3年間6万km保証

042保証について



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイラックス取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（ 001〜 053＊）に関するお問い合わせ先

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

0800-700-7700
365日　9:00〜16:00
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
https://toyota.jp

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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

GRパーツの商品（ 501 〜 515 ）に関するお問い合わせ先
TRDコールセンター

T-SELECTの商品（ 702）に関するお問い合わせ先

オープン時間

所在地

ホームページ

TEL 03-5613-1332
月〜金10:00〜12:00/13:00〜17:00

（除く指定定休日）
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
http://www.kashimura.com

（販売元）トヨタモビリティパーツ株式会社
（製造元）株式会社カシムラ　専用ダイヤル

T-SELECTの商品（ 703）に関するお問い合わせ先

オープン時間

所在地

ホームページ

TEL 0564-66-0773
9：30〜12：00/13:00〜17：30

（除く指定定休日）
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
https://www.yacjp.co.jp

（製造元）槌屋ヤック株式会社　お客様相談室

T-SELECTの商品（ 701、704）に関するお問い合わせ先

オープン時間

所在地

ホームページ

TEL 03-5926-1212
月〜金10:00〜18:30 土日祝10:00〜12:00/
13:00〜18:30（除く指定定休日）
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
https://www.carmate.co.jp

（製造元）株式会社カーメイト　サービスセンター

トヨタ自動車株式会社　取り扱い商品 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

＊途中番号が抜けているところもございます。

043お問い合わせ先
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