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9型
VGA

01  DSZT-YB4Y
迫力の映像と圧倒的な使いやすさを実現した9型ディスプレイにつながるサービス
「T-Connect」を搭載。通信を使った多彩なT-Connectサービスに、水素ステーション情報を
はじめとする専用サービスを加え、毎日のドライブを車内外からしっかりサポートします。

313,200円（消費税抜き290,000円）2.1H〈UEAX〉

MIRAI専用T-Connectナビ
9 インチモデル DCMパッケージ

＊1＊2

02  カメラ一体型ドライブレコーダー DRT-H68A
21,060円（消費税抜き19,500円）1.5H〈UD2X〉

＊1.DCM、ナビゲーションロックを含む価格です。（ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。）　＊2.TVフロントアンテナ、DCMアンテナは車両標準装備となります。　＊3.詳しくはP.03をご覧ください。　＊4.T-Connectの契約が必要
です。DCMによる通信更新が可能です。　＊5.パソコンのOS、動作環境は限られます。　＊6.パソコンでマップオンデマンドダウンロードサイトより地図データをダウンロードし、メディアにコピーしてナビで更新します。　＊7.パソコンに専用アプリ
をインストール。専用アプリを使って地図データをダウンロードし、ナビから抜いた地図SDをパソコンに入れて（microSDの場合は同梱のアダプターに装着）更新します。　＊8.録音、録画状態によっては再生できない場合があります。また、再生可
能なデータ形式、規格は限られます。　＊9.SDXCには対応していません。　＊10.別途SDカードが必要となります。SD/SDHC規格に対応（スピードクラス4以上推奨）。録音可能曲数はメディアの空き容量により異なります。【一例】空き容量4GB
の目安：約800曲（1曲/5MB換算）。録音された音楽データを他のナビゲーションや音楽機器へムーブ・コピーすることはできません。　＊11.ご利用にはBluetooth®対応機器（スマートフォン、ケータイなど）が必要です。　＊12.オーディオ対応は、
Bluetooth®対応機器（スマートフォン、ケータイなど）に保存された音楽データを、ワイヤレスで再生することができます。　＊13.iPadには対応していません。iPod/iPhone、Androidスマートフォンの接続および動作確認済み機種は、販売店に
おたずねいただくか、販売店装着オプションナビサイト（https://toyota.jp/dop/navi/）にてご確認ください。　＊14.別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。　●画面は全てハメ込み合成です。また、画面はイメージ
で実際とは異なる場合があります。　●安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送、DVD再生、SD動画、その他外部入力映像は、安全のため走行中は前席ディスプレイの画面が消え、音声だけになります。　●ディス
クやメディアの、録音、録画状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。　●対応する携帯電話は限られます。動作確認済み機種は、販売店におたずねいただくか、T-Connectサイト（https://toyota.jp/
tconnectservice/）にてご確認ください。　●販売店装着オプションナビのオプション商品に関しましては、ナビゲーションと同時装着される際の取付時間を表記しております。　●各オプション用品の取付位置については販売店におたずねください。

■本機は、全ての状況において映像を録画することを保証したものではありません。　■本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。　■本機で録画した映像は、その使用目的や使用方法によって
は、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。　■本機は映像を録画する装置ですが、必ずしも信号が確認でき
ることを保証した装置ではありません。環境によって信号が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。信号が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。　■LED式信号機は目に見えない速さで点滅
しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。　■映像が録画されなかった場合や録画され
た映像ファイルが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。　■夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。ま
た、外部環境により映像画質が変化します。　■ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。 
■機種により録画時間は異なります。録画時間につきましては販売店装着オプションナビサイト（https://toyota.jp/dop/navi/）をご覧ください。

取付、ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。
ナビ、ナビオプションで利用できるディスク、メディア、接続機器、パソコンの動作環境、各種バージョン情報、使用時の注意点など、詳しくは、https://toyota.jp/dop/navi/をご覧ください。

リアルタイムの水素ステーション情報などに
アクセスできる唯一のナビです。

※写真はイメージです。

9 Navigation
system型

※写真は当該車両とは異なります。 ● 高度なＨＤＲ技術と調整機能で、光量差の白とびや黒つぶれを低減。
● CMOSセンサー搭載の高感度カメラで夜間でも見やすい映像を提供。
● 映像ノイズや、広角レンズによる画面の歪みを補正。
● 高画質フルHD録画 /200万画素。

本体取り付け例

本体取り付け例

■主なナビ＆基本機能　　　　　
ナビドライブ

micro SD 16GB

マップオンデマンド
（通信＊4・パソコン経由＊5＊6＊7）

9型VGA
ディスプレイ

Wi-Fi接続対応

T-Connect
（DCMパッケージ）対応＊3

車両通信接続対応 ステアリングスイッチ
対応

音声操作対応

■主なAV機能　　　　　　
TVチューナー

（12セグ＋ワンセグ）
DVD再生

（DVD-VR/DVD-RW/R対応）

AM/FMチューナー

CD再生
（CD-R/RW対応）

オーディオ入力端子＊13
（USB/VTR&AUX）

SD再生＊8
（音楽/動画＊9）

バーチャル5.1ch
サラウンド

SD録音＊10
（音楽CDをSDに録音）

Bluetooth®

 オーディオ対応＊11＊12

■主なドライブサポート機能　　　　　　　　
カラーバックガイド

モニター

ETC2.0ユニット
（VICS機能付）＊14

Bluetooth® 

ハンズフリー通話＊11

高画質技術で、画素数だけでは語れないしっかり見える映像を録画します。■ドライブレコーダー基本機能

▶

※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ございます。詳しくは販売店におたずねください。

ACC-ONで、手間なく自動録画
ACC-ONからOFFまでの映像を録画します。

※機種により録画時間は異なります。
※録画用microSDカードの録画容量が一杯になると
   古い映像を消して上書きします。

前後（合計20 秒間）の映像を保護。
手動による任意のイベント録画に対応しています。

※録画映像はカメラが映す範囲に限られます。 
※機種により、検知前・後の録画時間配分は異なります。
※10件を超えると古いデータから順次上書きされます。 
※手動（スイッチ操作）で前後合計20秒間の映像を保護。

HDR機能なし HDR機能あり

スリムなコンパクト設計のオールインワンモデル。

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

トヨタ純正用品

（販売店取付）

価格表記について
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。
● 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、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。02



MIRAI専用T-Connectサービスで、
「安心・安全・快適・便利」なカーライフを！

ナビで水素ステーション情報を確認。 FCシステムも安心のサポート。

スマホで水素ステーション情報・車両情報を確認。

Apps「水素ステーションリスト」 FCシステム遠隔見守り

スマホアプリ「Pocket MIRAI」（無料）

ナビにAppsから「水素ステーションリスト」
アプリをインストールするだけで、お客様の
自車位置から近い3つの水素ステーションの
店舗情報等＊1をご案内します。

全国の水素ステーションの店舗情報・現在の稼働状況の
確認・目的地設定が可能なほか、車両情報（水素残量・走行
可能範囲・災害時に活用いただける給電可能時間［クルマ
→家］）の表示、MIRAIでのドライブが楽しくなるフォレスト
機能、水素充填記録（メモ機能付）機能を搭載しています。

※サービスのご利用には、販売店装着オプションナビの装着とT-Connectの契約が必要です。

※DCM初回装着の翌月より3 年間となります。（DCM初回装着とは、トヨタ販売店で新品のDCMを装着して通信を開通した日となります）

トヨタフューエルセルシステム（TFCS）
にウォーニングが発生した場合、メッ
セージをナビ画面に表示する「ウォー
ニング通知」や、お客様から担当販売店へご連絡をいただいた際に、
販売店端末から車両状況を確認しお客様へアドバイスを実施する
「遠隔診断サポート」がご利用いただけます。

その他の主なT-Connectサービス

◆サービスの詳細はhttps://toyota.jp/mirai/にてご確認ください。

エージェント（音声対話サービス）
ナビに話しかけるだけでエージェントが音声で
応えて目的地や情報の検索をしてくれる
サービスです。

エージェント（先読み情報案内サービス）＊2

目的地設定をしなくても、これまでの走行履歴
から行き先や経路を予測して、事故・渋滞・
天候情報を、ナビ画面にお知らせします。

オペレーターサービス
24時間365日、オペレーターによる丁寧な対応で、
お客様に代わって周辺検索やナビの目的地設定
を行い、快適なドライブをサポートします。

ヘルプネット
事故、急病時にワンタッチ操作で専門オペ
レーターが警察、消防に取り次ぎ、緊急車両を
迅速に手配します。

マイカー Security
DCM（専用通信機）によって、車両盗難などの
異常察知や位置追跡を行います。また、ドア
ロックの閉め忘れなどをお知らせします。＊6

Apps（アップス）
走行情報や車両位置などと連動したナビ専用
のアプリです。お好みのアプリをインストール
して、ドライブをもっと便利に快適にできます。

MyTOYOTA for T-Connect
最新の走行距離や日々のドライブ記録をいつでも
見ることができる「マイカーログ」、＊7愛車を見守る
防犯セキュリティサービスの「マイカー Security」
などの安心・便利な機能が充実しております。

＊1.表示されている情報は最新ではない場合があります。ご利用の際はあらかじめ水素ステーションまでご確認ください。　＊2.ナビ専用アプリ(Apps)「エージェント＋」を利用したサービスです。ご利用いただくには「エージェント＋」のインストール
が必要です。　＊3.ナビ購入日をサービス利用開始日とし、利用開始日から３年間ご利用いただけます。また、販売店にて「全更新（最新版地図ソフトを購入いただき、すべての地図データを更新）」されると、全更新日から２年間ご利用いただけます。
（なお、利用開始日から３年未満に「全更新」された場合、ご利用期間は全更新日から２年間となりますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ、ご利用期間は利用開始日から３年間となります。）　＊4.高速・有料道路は
最短即日（平均14日程度）で更新します。更新データの収集 /整備状況により、配信までに3ヶ月程度かかる場合があります。一般道路はデータ収集 /整備後、順次配信します。　＊5.詳細およびその他の更新方法（通信による手動更新・パソコン
更新）については、https://toyota.jp/tconnectservice/をご確認ください。　 ＊6.事前にサポートアドレス（メールアドレス）の登録が必要です。　＊7.マイカーログのご利用には、Appsアプリ「エージェント+(無料 )」のインストールが必要です。　 　
●T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。
【ご利用にあたっての注意事項】　■掲載の内容は2018年10月現在です。サービス、価格は予告なく変更・中止される場合があります。　■画面はイメージで実際とは異なる場合があります。　■T-Connectオンラインサービスは
データの取得に通信を利用するため、通信環境によっては、サービスがご利用いただけない場合があります。　■安全のため、走行中は操作および画面表示が制限されます。　■自動車の運転中に携帯電話を操作したり画面を注視する
ことは法律で禁止されています。走行中は、運転手以外の方がご利用ください。　■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。　■T-Connectオンラインサービスではご登録いただいたお客様の個人情報をお客様へのお知らせ
等を発送するために使用するほか、個人情報を使ったサービス提供のために使用することがあります。　■お客様応対の品質およびお客様満足度向上のため、エージェント音声対話サービスの発話内容およびオペレーターとお客様の
通話内容は記録させていただく場合があります。　■T-Connectオンラインサービスではお客様の操作または設定に基づきお客様の車両の位置情報を使用する場合があります。またサービス提供のために、お客様の車両情報を使用
する場合があります。　■今後通信事業者の通信方式が変更もしくは打ち切りになった場合、T-Connectオンラインサービスが使用できなくなる場合があります。　■T-Connect対応ナビならびに通信機器の種類によっては一部コンテンツが
利用できない、または機能が制限される場合があります。　■価格はすべて消費税込み価格です。　■ヘルプネット®は、株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。　■ iPod/iPhoneは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.
の商標です。　■Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。　■Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。　■Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。

ご利用の流れ

ナビご注文時、
販売店でT-Connect
DCMパッケージ申込み。

ナビでT-Connect
利用開始手続き。

マイカーの「安心」を
手のひらに。

MyTOYOTA for T-Connect

［スマホアプリ］ 無料

4年目以降 12,960円 /年（消費税8％の場合。パケット通信料使い放題）基本利用料 3年間無料

マップオンデマンド
新しい道路情報を＊4自動更新＊5できます。
高速・有料道路は開通後最短即日（平均14日
程度）、一般道路は随時反映。いつでも新しい
道路情報でルートをご案内します。

3年間無料
＊3

●水素ステーション情報表示
●水素残量表示
●走行可能範囲（片道・往復）

●フォレスト機能＊2 ●給電可能時間 ●水素充填記録（メモ機能付）

トヨタスマート
センター

DCM

※

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、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。

■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。 03



001フロアマット（ロイヤルタイプ）★
密度が高く、厚み感のある上質なフロアマット。ネーム部分にはピアノブラック調の
メタルプレートを採用しています。車内の快適性を高める消臭・抗菌機能付です。
色：ブラック　
材質：ポリプロピレン
1台分 57,240円（消費税抜き53,000円）〈A0E0〉

トヨタ純正用品ならではの専用設計＆デザインに、
消臭・抗菌機能をプラスした高品質フロアマット。

タバコ、ペット、汗、生ゴミなどの臭い物質を“酸素”の作用により
化学分解し、“解臭”することで臭いを軽減します。消臭・抗菌

運転席側

002サイドバイザー（ベーシック）
雨の日でも室内の換気ができ、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。
１台分 36,720円（消費税抜き34,000円）0.3H〈K0N0〉
●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。

003ストライプテープ（タイプ1）
このクルマならではの先進性をアピールする、水を
イメージした専用デザインのストライプテープです。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定 除くドアエッジプロテクター（樹脂製）付車
35,640円（消費税抜き33,000円）1.5H〈R7AA〉

025ストライプテープ（タイプ2）
燃料電池車としてのアイデンティティを主張し、存在
感を高めるストライプテープです。　
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
21,600円（消費税抜き20,000円）0.5H〈R7AB〉

ロゴアップ

豊かな質感で足元から高級感を演出

雨天時に窓を少し開けて換気が可能

先進性を主張するサイドのアクセント

クール＆スタイリッシュなデザインに注目

●	ぴったりフィット車種専用設計
	 車種専用設計でフロアにぴったり装着。
　		運転中のマットの浮きやズレを防止。

●	しっかり固定＆カンタン取付
	 運転席側は回転ノブでしっかり固定、
				取付も簡単。マット交換やお掃除もラクラク。	

●	優れた耐久性と安心保証
	 難燃性・耐久性等、品質基準をクリア。
　	安心の3年6万km保証付。

純正フロアマットのうれしさ 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ヶ所に取り付けられた回転
ノブでフロアマットをしっかり固定。走行中の
マットのずれを防止します。取り外しもスムーズ
にできます。

■回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車種とは異なります。

RECOMMENDED ITEMS

Photo：MIRAI。ボディカラーはツートーンピュアブルーメタリック〈2NV〉。
サイドバイザーとストライプテープ（タイプ1）を装着しています。

Photo：MIRAI。ボディカラーはツートーンピュアブルーメタリック〈2NV〉。
ストライプテープ（タイプ2）を装着しています。

※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。　

イメージ図

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、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。

■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。 04



カップホルダーにぴったり収まる

BASIC & USEFUL

006クリーンボックス後席用
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。TOYOTAロゴ入り。
色：ブラック　材質：ポリエステル　サイズ：L210×W280mm
11,880円（消費税抜き11,000円）〈D3B0〉

室内をキレイにする小物にもこだわりを 万一の災害時の備えをクルマにも

007車載防災セット
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。
12,960円（消費税抜き12,000円）〈J1K0〉
※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。

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）

①
②

③

④

⑧

⑤
⑥

⑦

⑫⑪⑩⑨

セット内容

004トランクマット  　
　（カーペットタイプ）
トランクのフロアを汚れから
守るカーペットタイプのマット。
高い質感がトランクルームを
より上質に演出します。
TOYOTAロゴ入り。
材質：樹脂（ポリプロピレン）

14,040円
（消費税抜き13,000円）〈A2A0〉

005ハーフシートカバー
　（ロイヤルタイプ）
レース使いが美しい、エレガ
ントで清楚なデザインです。
材質：ポリエステル
１台分  46,440円

（消費税抜き43,000円）
0.5H〈A7C0〉

※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。

レース素材を使った上質な仕立て汚れやキズから、荷室を保護

ナンバープレートの盗難抑止＆ドレスアップに

012キー付ホイールナット
ナットの溝に専用のキーパターン形状
を採用。専用工具以外で取り外そうと
しても外側のカラー部だけが空転
する構造で、ホイール盗難に対し高い
セキュリティを発揮します。
10,800円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

ホイールの盗難を抑止
008ドアエッジプロテクター（樹脂製）
ドアのオープン時に、壁などと接触しやすいエッジ部分を
ガードします。
色：ホワイト、シルバーメタリック、ブラック、
レッドマイカメタリック、ダークブルー
設定 除くストライプテープ（タイプ1）付車
2本入り2,700円（消費税抜き2,500円）0.2H
フロント〈K6B4〉、リヤ〈K6B5〉
●汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。
●1台分はフロントとリヤそれぞれ1セットずつが必要となります。

傷つきやすい部分をしっかりガード

★SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグが標準装備のため、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。

SRSサイドエアバッグ対応 ★

＞＞盗難防止機能付ナンバーフレームセット
009デラックス
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 除く字光式ナンバープレート付車

［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〉
＊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。

※写真は当該車両とは異なります。※写真は当該車両とは異なります。

05

014灰皿（高級タイプLED付）
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。
7,560円（消費税抜き7,000円）〈C2E8〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。

閉開 ロゴアップ

013灰皿（ベーシックタイプ）
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。
1,836円（消費税抜き1,700円）〈C2E7〉

開 閉 ロゴアップ



車内での小さなお子様の安全のために

トヨタ純正の愛犬用カーアクセサリー

018 NEO G-Child baby
サイドガード形状で、万が一の側面衝突時にもお子様
の身体をしっかり守ります。スムーズな装着に配慮した
シートベルト固定専用仕様です。
サイズ：L485×W485×H655mm
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〉

019 NEO G-Child ISO leg＊

ベビー・チャイルド兼用モデル。シートベースを後部座
席に固定したままシート本体を取り外せるので、お子様
の成長に応じたモードの切り替えが可能です。
サイズ：L620×W415×H655mm

（コネクタ最短時・サポートレッグ含まず）
84,240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〉
＊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。

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

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのMIRAI取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品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

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’18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。

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。

トヨタ純正用品

（販売店取付）

http://dog.toyota.jp

017 三角表示板
いざという時に備えておきたい非常表示板です。
2,700円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

015 合金鋼チェーンスペシャル
17インチ22,356円（消費税抜き20,700円）〈V1CA〉
●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は当該車両とは異なります。

雪道での走行をバックアップ 緊急時に役立つアイテム

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
カジュアル ナチュラル モダン

021 リードフック（車両タイヤ装着タイプ）＊1

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。
14,040円（消費税抜き13,000円）〈S0R1〉
※写真のリードは含まれません。
※使用時の写真は当該車両とは異なります。

022 ヘッドレスト係留リードコード＊2

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
2,700円（消費税抜き2,500円）
ブラック〈F7K2〉、ベージュ〈F7K3〉
※使用時の写真は当該車両とは異なります。

024 カーステッカー＊4

トヨタ純正の可愛いオリジ
ナルステッカー。
材質：ポリ塩化ビニル　
サイズ：φ100 mm
1,080円（消費税抜き1,000円）
0.3H〈S0R0〉

ブラック ベージュ

＊1.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。　

＊2.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。　
＊3.後部座席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以下の犬を推奨します。　
＊4.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。

注 意

020 ジュニアシート
身長に合わせて高さを調節でき、それに連動して肩幅も
自動でスライドするのでお子様の身体にジャストフィット
します。
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
37,800円（消費税抜き35,000円）カジュアル〈77G4〉、ナチュラル〈77G3〉

カジュアル ナチュラル

最大時 最小時

023 車内用ペットキャリー＊3

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
Sサイズ14,580円（消費税抜き13,500円）〈J1EC〉
※使用時の写真は当該車両とは異なります。

DOG ITEMS

SAFETY

最小時

モダン

ベビーシート
として使用

ベビーシート
として使用

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。
保証修理をうけられる期間は、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。

■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右記をご覧ください。

価格表記に
ついて

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。
● 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、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。


