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オプション装着車



Photo： F G “SA Ⅲ”２WD。
ボディカラーのファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉＋デザインフィルムトップ

（クリスタル調/ホワイト）はメーカーオプション。
メッキセット、フードガーニッシュ（メッキ）を装着しています。

011 012

点灯 非点灯

015 016014013

010

012 リヤロアランプガーニッシュ（メッキ） 
22,000円（消費税抜き20,000円）0.5H〈P3M4〉 

010 ヘッドランプガーニッシュ（メッキ） 
25,300円（消費税抜き23,000円）0.8H〈L1SA〉 

011 フォグランプガーニッシュ 
      （メッキ＋ピアノブラック調）
25,300円（消費税抜き23,000円）0.5H〈K15E〉 

設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）付車

013 ドアミラーカバーガーニッシュ（メッキ）
10,450円（消費税抜き9,500円）0.2H〈K8ED〉 

設定 除くデカールセット（チェッカー、ライン、シルバー）、ドア
ミラーデカール（チェッカー、ライン、シルバーアイビー）、ドア
ミラーカバー（カーボン調）付車

014 フードガーニッシュ（メッキ） 
27,500円（消費税抜き25,000円）0.3H〈L1EL〉

015 リヤライセンスガーニッシュ（メッキ） 
23,100円（消費税抜き21,000円）0.3H〈P2B6〉

016 LEDフォグランプ 
　　（ハロゲンヘッドランプ付車用）
26,950円（消費税抜き24,500円）1.3H〈DBQU〉

12V 5.4W。　 設定 F X “SA Ⅲ”

017 クールスポーツセット 010＋015  のセット 
48,400円（消費税抜き44,000円）1.1H〈BFGU〉

009 メッキセット  010＋011＋012  のセット 
［お得なセット価格］ 72,600円（消費税込み） 50,820円（消費税抜き46,200円）1.8H〈BKPU〉

設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）付車

メッキ、デカール、エンブレム・・・。
個性派揃いのアイテムで、
自分だけのスタイリングを。

EXTERIOR
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040 041

034

032 033

037 038036

039

035 ストライプアップ

028

029

027

023

025

024

021

019 020

023ドアミラーデカール　
　   （ライン） 
2枚セット 3,300円（消費税抜き3,000円）0.5H〈S0U1〉
設定 除くドアミラーカバーガーニッシュ（メッキ）、ドア
ミラーカバー（カーボン調）付車

024 フェンダーデカール
　　（ライン） 
2枚セット 8,800円（消費税抜き8,000円）0.4H〈S0P1〉

025 リヤクォーターデカール
　　（グラデーション） 
2枚セット 5,500円（消費税抜き5,000円）0.6H〈S0SG〉

019ドアミラーデカール　
　　（チェッカー） 
2枚セット 3,300円（消費税抜き3,000円）0.5H〈S0U2〉
設定 除くドアミラーカバーガーニッシュ（メッキ）、ドア
ミラーカバー（カーボン調）付車

020 フェンダーデカール
　　（チェッカー） 
2枚セット 8,800円（消費税抜き8,000円）0.4H〈S0P2〉

021 リヤクォーターデカール
        （チェッカー） 
2枚セット 5,500円（消費税抜き5,000円）0.6H〈S0SH〉

027ドアミラーデカール
　　（シルバーアイビー） 
2枚セット 5,500円（消費税抜き5,000円）0.4H〈S0U3〉
設定 除くドアミラーカバーガーニッシュ（メッキ）、ドア
ミラーカバー（カーボン調）付車

028 フェンダーデカール
　　（シルバーリボン） 
2枚セット 8,800円（消費税抜き8,000円）0.4H〈S0P3〉

029 リヤクォーターデカール
　　（シルバーアイビー） 
2枚セット 6,600円（消費税抜き6,000円）0.4H〈S0SF〉

022 デカールセット
　　（ライン） 
 023＋024＋025  のセット
［お得なセット価格］

17,600円（消費税込み）

12,320円（消費税抜き11,200円）
1.5H〈BLAU〉

設定 除くドアミラーカバー
ガーニッシュ（メッキ）、ドアミラー
カバー（カーボン調）付車

026 デカールセット
　　（シルバー）  
027＋028＋029  のセット
［お得なセット価格］

20,900円（消費税込み）

14,630円（消費税抜き13,300円）
1.2H〈BLCU〉

設定 除くドアミラーカバー
ガーニッシュ（メッキ）、ドアミラー
カバー（カーボン調）付車

018 デカールセット　
　　（チェッカー）  
019＋020＋021  のセット
［お得なセット価格］

17,600円（消費税込み）

12,320円（消費税抜き11,200円）
1.5H〈BLBU〉

設定 除くドアミラーカバー
ガーニッシュ（メッキ）、ドアミラー
カバー（カーボン調）付車

032ドアミラーカバー（カーボン調） 
2枚セット 23,100円（消費税抜き21,000円）0.5H〈K8GF〉

設定 除くドアミラーカバーガーニッシュ（メッキ）、デカールセット（チェッカー、ライン、
シルバー）、ドアミラーデカール（チェッカー、ライン、シルバーアイビー）付車

033 ピラーガーニッシュ（カーボン調） 
2枚セット 16,500円（消費税抜き15,000円）0.8H〈03LC〉

設定 サイドバイザー（RVワイド）付車

034 リヤクォーターデカール（カーボン調） 
2枚セット 5,500円（消費税抜き5,000円）0.6H〈S0SE〉

035 ストライプテープ 
15,400円（消費税抜き14,000円）1.0H〈R7U2〉　※写真は当該車両とは異なります。

036 フードデカール（チェッカー）
7,700円（消費税抜き7,000円）0.5H〈S0PK〉

039 エンブレム（ネコ） 
3,080円（消費税抜き2,800円）0.2H〈T0P6〉

037 フードデカール （ライン） 
7,700円（消費税抜き7,000円）0.5H〈S0PJ〉

040 エンブレム（チェス） 
4,400円（消費税抜き4,000円）0.2H〈T0P7〉

038 フードデカール（スクエア） 
12,100円（消費税抜き11,000円）0.6H〈S0PL〉

041 エンブレム（シルクハット）  
3,080円（消費税抜き2,800円）0.2H〈T0P8〉

030 スタイリッシュカジュアルセット  022＋037  のセット 
［お得なセット価格］25,300円（消費税込み） 20,020円（消費税抜き18,200円）2.0H 〈BKTU〉 
設定 除くドアミラーカバーガーニッシュ（メッキ）、ドアミラーカバー（カーボン調）付車

031 レーシングセット  018＋035＋038  のセット 
［お得なセット価格］45,100円（消費税込み） 39,820円（消費税抜き36,200円）3.1H〈BKVU〉　
設定 除くドアミラーカバーガーニッシュ（メッキ）、ドアミラーカバー（カーボン調）付車

03

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）’20年9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。

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。  



室内空間に、上質を語れるくつろぎと実用性をかなえる。INTERIOR

042 インテリアパネルセット  043＋046 のセット 
［お得なセット価格］

35,200円（消費税込み） 29,920円（消費税抜き27,200円）0.4H
ウッド調〈CDDU〉、ピアノブラック調〈CDEU〉

043 インテリアパネル（センタークラスター） 
14,300円（消費税抜き13,000円）0.2H
ウッド調〈B4T1〉、ピアノブラック調〈B4T2〉

045 インテリアパネル（インパネアッパー） 
12,100円（消費税抜き11,000円）0.2H
ウッド調〈B5S9〉、ピアノブラック調〈B5S8〉

046 インテリアパネル（スイッチベース） 
フロント・2枚セット20,900円（消費税抜き19,000円）0.2H
ウッド調〈B4T3〉、ピアノブラック調〈B4T4〉

047 インテリアパネル（インパネレフト） 
2枚セット15,400円（消費税抜き14,000円）0.2H
ウッド調〈B4T5〉、ピアノブラック調〈B4T7〉

048 インテリアパネル（インパネライト） 
9,900円（消費税抜き9,000円）0.2H
ウッド調〈B4T6〉、ピアノブラック調〈B4T8〉

049 インテリアパネル（スイッチベースリヤ） 
20,900円（消費税抜き19,000円）0.2H
ウッド調〈B4UC〉、ピアノブラック調〈B4UD〉

050 ステアリングカバー（高機能タイプ・ブラック） 
5,940円（消費税抜き5,400円）〈B6A1〉

「夏の炎天下の熱さ、冬の朝の冷たさを和らげる表皮」クオーレモジュレ®

採用の高機能ステアリングカバーです。
※クオーレモジュレ® はセーレン株式会社の登録商標です。

051 ステアリングカバー（ホワイト） 
2,640円（消費税抜き2,400円）〈B6A2〉

052　　シフトノブ（革巻き） 
6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H〈B7E2〉

設定 除くF Gターボ“SA Ⅲ”プライムコレクション、F Gターボ“SA Ⅲ”

049

052050 051

ピアノブラック調

ピアノブラック調

※写真は当該車両とは異なります。

ウッド調

インテリアパネル商品装着部位

046

043

046
046 047

047

048

045 048
インテリアパネル

（センタークラスター）
インテリアパネル

（インパネアッパー）
インテリアパネル

（スイッチベース）
インテリアパネル

（インパネレフト）
インテリアパネル

（インパネライト）

ピアノブラック調アップウッド調アップ

ウッド調

043

045

※写真はオプション装着車です。
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055 革調シートカバー＊2＊3

1台分 44,000円（消費税抜き40,000円）1.0H ブラック〈A8E7〉、タン〈A8E8〉

ブラックは、シート表面温度の上昇を軽減するレスサーモ加工付。　
色：ブラック、タン　材質：ウレタン
設定 除くF Gターボ“SA Ⅲ”プライムコレクション、F G“SA Ⅲ”プライム
コレクション

056 フルシートカバー（千鳥格子）＊2＊3

1台分23,100円（消費税抜き21,000円）0.5H〈A3T1〉

濡れてもサッと拭ける撥水加工付。　
材質：ポリエステル
設定 除くF Gターボ“SA Ⅲ”プライムコレクション、F G“SA Ⅲ”プライム
コレクション

057 簡単脱着＆洗えるシートクロス＊2

1台分 33,000円（消費税抜き30,000円）ブラック〈B0B2〉、ベージュ〈B0B3〉

簡単に取り外しでき、汚れても洗濯することができます。　
色：ブラック、ベージュ　材質：ウレタン

055

056 057

ブラック

タン

053 フロアマット（デラックス・高機能タイプ）＊1

1台分25,300円（消費税抜き23,000円）
グレー〈A0GA〉、ダークベージュ〈A0GB〉

色：グレー、ダークベージュ　材質：ポリプロピレン

054 ラバーマット＊1

1台分14,300円（消費税抜き13,000円）〈A2H0〉

濡れたり汚れたりしても、サッと洗えるレジャーに便利なマット。
材質：樹脂（TPS）

※写真は運転席用です。

053

054

＊1. トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアして
います。他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。 
＊2. トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィッティングに配慮
した専用設計となっています。
＊3. 洗濯はできません。

“PENTAGON STAR5®”は東京大学先端研と（株）富士通研究所が共同開発した
“光触媒チタンアパタイト”をカーペットに取り入れています。
※“PENTAGON STAR5®”はヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。

グレー

ダークベージュ

パソコンのフルカラーに匹敵する1677万色の色彩表現や、3D表現技術により、複雑なグラデー
ションや小さな文字など、あらゆる素材上で従来にはない加飾表現を可能にするデジタルプロダク
ションシステムです。また、データを素材に直接印刷するだけで完成するため、従来の塗装品で
必要であった乾燥炉などの設備も不要で、生産のための資源の無駄使いを大幅に削減した、人と
地球環境にやさしいシステムです。 はセーレン（株）の登録商標です。

ロゴアップ

ロゴアップ

生地アップ

生地アップ

★フロアマットを固定する工夫については      　P09参照

※写真は運転席用です。

ロゴアップ

ロゴアップ

ロゴアップ

ブラック

ブラック

ベージュ

ベージュ
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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）̓20年9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。



眺めるたびに満足できる上質な灯りが、室内のエスコートを演出。ILLUMINATION

059 インテリアイルミネーション（フロアフロントブルー） 
フロント用13,200円（消費税抜き12,000円）0.7H〈B9EG〉

2モードのイルミネーションで足元を優しく照らします。

061 インテリアイルミネーション（インナーハンドルブルー） 
1台分・4個セット16,500円（消費税抜き15,000円）1.4H〈B9A6〉
　　　2個セット    8,250円（消費税抜き7,500円）0.7H〈B9EF〉

エンジンスイッチONで点灯。エンジンスイッチOFF時に残光機能が
あります。2個セットはフロント・リヤいずれのドアにも装着できます。
※パワーウインドゥスイッチをOFFにすると、助手席・後席のイルミネーションが消灯します。

130 LEDバルブセット  131＋132＋133  のセット 
9,350円（消費税抜き8,500円）0.7H〈DGTU〉

設定 X“SA Ⅲ”、除くプラズマクラスター搭載LEDルームランプ（フロン
トパーソナルランプ用、ルームランプ用）付車

131 LEDルームランプ（フロントパーソナルランプ用） 

3,850円（消費税抜き3,500円）0.3H〈B9D6〉

設定 X“SA Ⅲ”、除くプラズマクラスター搭載LEDルームランプ（フロン
トパーソナルランプ用）付車
※写真は当該車両とは異なります。

132 LEDルームランプ（ルームランプ用） 

2,750円（消費税抜き2,500円）0.2H〈B9D7〉

設定 X“SA Ⅲ”、除くプラズマクラスター搭載LEDルームランプ（ルー
ムランプ用）付車
※写真は当該車両とは異なります。

133 LEDルームランプ（ラゲージルームランプ用） 

2,750円（消費税抜き2,500円）0.2H〈B9D8〉

※写真は当該車両とは異なります。

066 エントリーライト 
13,200円（消費税抜き12,000円）0.9H〈B9J2〉

フロントピラー（運転席＋助手席）照明仕様。ドアを開けるとフロント
ピラー上部から足元を照らします。

※イルミネーションの色や照度は実際とは異なります。

交換前

交換後

059

066

061

131

※写真はオプション装着車です。

フロントピラー部

交換前

交換後

交換前

交換後

132 133

※写真はオプション装着車です。
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072 スタートボタンカバー（レッド）  
1,100円（消費税抜き1,000円）0.2H〈B4UB〉

目を惹くワンポイントドレスアップ。
※写真は当該車両とは異なります。

＊2. 周囲の状況により、通信距離は変わります。

071 レインクリアリングミラー  
13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈K8GD〉

ミラー表面に親水処理を行い、雨天時の視認性を向上。親水性は日光が
当たると回復し、効果が持続します。
※鏡面のみ交換となります。
※効果はお車の使用状況によって異なります。

ドライバーの快適さや利便性を高めるサポートアイテム。DRIVING SUPPORT

   20～
40cm 

   40～
50cm 

20 cm  
   20～

40
cm
 

   40～
50

cm
 

2 0c
m
 

約20cmで ピー（連続音）

約40～50cmで ピッピッ（断続音）「左後ろです」

約20～40cmで ピ・ピ・ピ（断続音）

067 キーフリーシステム（エンジンスタート付） 
17,600円（消費税抜き16,000円）0.2H〈M6T2〉

車両周辺でエンジン始動/停止が可能です。オートエアコンをセット
しておけば、乗車前に快適な室内環境をつくることができます。
サイズ：L69.8×W34.6×H15.5mm
作動範囲：車両に標準装備されているキーフリーシステムのワイヤレス
　　　　　機能の作動範囲と同じ ＊2

設定 除くリモートスタート（キーフリーシステム付車用）、オートアラーム付車
※閉めきった車庫や、一般公道での使用はおやめください。
※エンジン始動時は周囲の安全を十分にご確認ください。
※車両停止中にエンジンをみだりに稼働させた場合、条例に触れ、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。）
※キーフリーシステム（エンジンスタート付）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に、
車両に付属のキーフリーシステムを携帯してください。

068 リモートスタート（キーフリーシステム付車用） 
41,800円（消費税抜き38,000円）0.8H〈M61N〉

離れた場所からエンジン始動/停止が可能です。音と光によるアンサー
バック機能付。オートエアコンをセットしておけば、乗車前に快適な
室内環境をつくることができます。
サイズ：【リモコン】L74×W34×H16mm、
　　　　【リモコンアンテナ部】65mm（伸長時）
設定 除くキーフリーシステム（エンジンスタート付）、オートアラーム付車
※閉めきった車庫や、一般公道での使用はおやめください。
※エンジン始動時は周囲の安全を十分にご確認ください。
※車両停止中にエンジンをみだりに稼働させた場合、条例に触れ、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。）

069 コーナーセンサー   
　　（ボイス4センサー）
49,500円（消費税抜き45,000円）2.2H〈K2AP〉

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 除くメッキセット、フォグランプガーニッシュ（メッキ＋ピアノブラック調）付車
※センサー部はボディカラーに対応していません。
※周囲の環境により検知エリアは異なります。

070

071

072

069

取付前 取付後

収縮時点灯時伸長時

※図はイメージです。

インジケーター部

067 068

フロントセンサー部

リヤセンサー部 ※写真は当該車両とは異なります。

★サポトヨプラスについて詳しくは      　P10参照

070 フェンダーランプ  
　　（デザインタイプ）
9,900円（消費税抜き9,000円）0.5H〈K2J0〉

ドライバーの見やすい高さに無段階で手動調整可能。夜間はスモール
ランプに連動してブルーに点灯します。
ポールの長さ：約140～500mm　

※写真の色や照度は実際とは異なります。
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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）̓20年9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。



使い勝手を高め、荷物の収納もすっきりキレイに。LUGGAGE

079

073 ラゲージネットセット＊ 

11,660円（消費税抜き10,600円）0.5H〈CDCU〉

「荷くずれ防止」と「シェルフ」の2ウェイで使用できる便利なラゲージ
ネット＋ユーティリティフック（2個）のセット。

074 ユーティリティフック（1個） 
1,430円（消費税抜き1,300円）0.2H〈P4H9〉

耐荷重：２kg

075 ラゲージマット＊ 

9,130円（消費税抜き8,300円）〈J0E0〉

ラゲージルームの汚れや傷つきを防ぎます。
設定 除くラゲージトレイ付車

076 ラゲージマット（バンパーガード付）＊ 

14,300円（消費税抜き13,000円）〈J0E3〉

ラゲージルームにくわえ、バンパーの傷つきも防ぎます。
設定 除くラゲージトレイ付車

077 ラゲージボックス＊ 

13,200円（消費税抜き12,000円）〈J0D2〉

防水タイプの便利なボックス。
設定 除くラゲージトレイ付車

078 ラゲージトレイ＊ 

8,800円（消費税抜き8,000円）〈i8B0〉

ラゲージルームを汚れなどから守る2分割タイプのトレイ。
設定 除くラゲージマット、ラゲージマット（バンパーガード付）、
ラゲージボックス付車

079 リヤバンパーステップガード 
13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈Q1A0〉

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

＊写真は当該車両とは異なります。

荷くずれ防止 シェルフ

ロゴアップ

073

075

078

076

077

災害など万が一の備えを、車内にも。EMERGENCY
080 車載防災セット 
13,200円（消費税抜き12,000円）〈J1K0〉

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

080 セット内容

❸

❼

❾

❺

❶

❷

❻

❽

❹

⓫❿
⓬

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）
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105 フロアマット（ベーシックタイプ）＊1 

1台分14,850円（消費税抜き13,500円）〈A0O0〉

色：グレー　材質：ポリプロピレン

106 シートエプロン 
1席分11,000円（消費税抜き10,000円）〈B0A2〉

吸水・速乾性に優れており、濡れたまま座ってもシートを濡らしません。
色：グレー　材質：ポリエステル

107 サイドバイザー（RVワイド）＊2 

1台分17,600円（消費税抜き16,000円）0.2H〈K0J1〉

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。

108 ドアエッジプロテクター（メッキ調） 
1台分・4本セット6,050円（消費税抜き5,500円）0.4H〈K6B6〉

109 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〈K6B3〉

ドアの開閉時に傷つきやすい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、ダークグリーンマイカ
※1台分はフロント・リヤそれぞれ1セットずつ必要となります。
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

110 スカッフプレート（ステンレス） 
1台分・フロント左右 6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H〈G1DU〉

材質：ステンレススチール、樹脂（アクリル）

111 マッドガード（リヤセット） 
1台分 6,050円（消費税抜き5,500円）0.2H〈K4D0〉

色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（EVA）

112 カーカバー（防炎タイプ） 
16,500円（消費税抜き15,000円）〈K7B2〉

113 灰皿（高級タイプLED付） 
7,700円（消費税抜き7,000円）〈C2E8〉

フタを開けるとエンブレムと受け口がブルーに点灯。フタを閉めた後も
エンブレムが約10～15秒間光り続けます。ソーラー充電式で電池交換
不要。さらに、灰や吸い殻を捨てやすく水洗い可能な上下分割式です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

114 灰皿（ベーシックタイプ） 
1,870円（消費税抜き1,700円）〈C2E7〉

115 ティーロックチェーン 
23,100円（消費税抜き21,000円）〈V1Q2〉

■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。

ひとつ上の快適をかなえる定番アイテム。

愛車への思いをプラスする、魅力のアイテム。

BASIC & WINTER

KEY ITEM

106 107

108 109

110 111

112 113 114

■回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車両とは異なります。

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

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

ロゴアップ

イメージ図

開

閉

開

閉

※写真は運転席用です。105

※写真は当該車両とは異なります。

103 キーカバー 
各2,200円（消費税抜き2,000円） 
サクラ〈B1HA〉、 フローラル〈B1HB〉、ポップ〈B1HC〉、メタル〈B1HD〉、 ピュアピンク〈B1HE〉、ゴールド〈B1HF〉
※電子カードキーは付属しません。 

104 キーケース  
各3,740円（消費税抜き3,400円） キャメル〈B1JA〉、 ダークグリーン〈B1JB〉、ブラック〈B1JC〉
TOYOTAロゴプリント入り。
色：キャメル（金具色：スモークブラス系色）、ダークグリーン（金具色：
スモークブラス系色）、ブラック（金具色：クローム色）
材質：牛革　サイズ：L80×W63×H25mm

ダークグリーン

ブラック

サクラ
キャメル

メタル

ポップ

ピュアピンク

フローラル

ゴールド

104103
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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）̓20年9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。



詳しくはこちらをご覧ください。

▲

https://toyota.jp/sapotoyo/技術と人で、安全安心をサポート

085

083 084

081 082

イメージ図

  サポートパッド部

イメージ図

  エクスジェル部

SRSサイド
エアバッグ対応＊1

086

＊1. SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正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。

 
125 運転者サポートパッケージ 085 ＋086 のセット

  ［お得なセット価格］  10,560円（消費税込み）

   

  

6,490円（消費税抜き5,900円）0.7H〈CGNU〉

085 シートベルトパッド 
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ラクに装着できます。
材質：【表面】ポリ塩化ビニル　【裏面】ナイロン　【クッション材】ウレタン
取付位置：運転席、助手席
※写真は当該車両とは異なります。

086 バックドアストラップ 
4,400円（消費税抜き4,000円）0.7H〈J1JE〉

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

    
124 同乗者サポートパッケージ 083 ＋084 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〉

081 ランバーサポートクッション（汎用タイプ）
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
※エクスジェル ® は株式会社加地の登録商標です。
※写真は当該車両とは異なります。

082 サイドサポートパッド（汎用タイプ）
20,900円（消費税抜き19,000円） 〈B0EB〉

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。
取付位置：後席　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
※写真は当該車両とは異なります。

083 アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ） 
16,500円（消費税抜き15,000円）〈F7PM〉

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。
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。
※写真は当該車両とは異なります。

084 アシストグリップ（つり革タイプ） 
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ラクに握ることができます。　
取付位置：後席（リヤシート）
※写真は当該車両とは異なります。
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091 インナーミラーカバー
　　（メッキ調）
9,900円（消費税抜き9,000円）0.2H〈B4FU〉
材質：樹脂（ABS）＋メッキ調フィルム

093 ミニコンソールボックス
4,950円（消費税抜き4,500円）〈E7K6〉
運転席と助手席の間に設置できる、便利な
ミニサイズの手元収納です。　
材質：樹脂（PET）
※写真は当該車両とは異なります。

092 コンソールボックス
7,150円（消費税抜き6,500円）〈E7A0〉
運転席と助手席の間の足元を有効活用します。
材質：ポリエステル

094 シートマルチバッグ
5,500円（消費税抜き5,000円）〈F7T4〉
シート背もたれの前面、後面どちらにでも取り
付けることができます。シークレットポケット付。
材質：樹脂（PET）
※写真は当該車両とは異なります。

088 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ（フロントパーソナルランプ用） 
22,000円（消費税抜き20,000円）0.3H〈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X“SA Ⅲ”のLEDバルブセット、LEDルームランプ（フロントパーソナルランプ用）付車
※標準装備のフロントパーソナルランプとの交換になります。　
※パーソナルランプの機能はありません。
※ 131  132  133  ルームランプ、F Gターボ“SA Ⅲ”プライムコレクション、F Gターボ“SA Ⅲ”、F G“SA Ⅲ”プライムコレクション、
F G“SA Ⅲ”に標準装備のLED（フロントパーソナルランプ、ルームランプ）とは照明色の色味が異なります。

089 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ（ルームランプ用） 
22,000円（消費税抜き20,000円）0.3H〈104R〉
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X“SA Ⅲ”のLEDバルブセット、LEDルームランプ（ルームランプ用）付車
※標準装備のルームランプとの交換になります。　
※ルームランプの機能はありません。
※ 131  132  133  ルームランプ、F Gターボ“SA Ⅲ”プライムコレクション、F Gターボ“SA Ⅲ”、
F G“SA Ⅲ”プライムコレクション、F G“SA Ⅲ”に標準装備のLED（フロントパーソナルランプ、
ルームランプ）とは照明色の色味が異なります。

090 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド＆バックガラス）
17,050円（消費税抜き15,500円）1.6H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉
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です。
色：クリア、スモーク

こだわりのアイテムをプラスし、もっと機能的で快適に。COMFORT

開

閉

090

赤外線 
クリア　 約74％カット
スモーク 約53％カット

紫外線
約99％カット

093

092

094

091

088

※写真はクリア

※ 088  089  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。

閉

開

詳しくは
こちらを
Check！

127 128

128 アシストグリップ（シンプルタイプ） 

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：ヘッドレスト部
※写真は当該車両とは異なります。

    
126 安心ドライブパッケージ 127 ＋ 128 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〉

127 回転クッション 
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、リヤシート左右席
※写真は当該車両とは異なります。

087 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。

❸

❼

❺

❶

❷

❻

❹

❶ ワンタッチ便器（1個）＊繰り返しご使用になれます。
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

セット内容

※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。 

［ワンタッチ 便 器 サイズ（ 組 立 時 ）］天 面 2 7 5×
260mm・底面300×260mm・高さ100mm

087

11

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）̓20年9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。



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。
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’20年9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。
ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。　※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのピクシス ジョイ取扱店または、下記へ

0800-700-7700
365日　9:00〜18:00
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
https://toyota.jp

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

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

■車両本体製造事業者：ダイハツ工業株式会社　
■装着用品製造事業者：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。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。
※ただし、一部用品および消耗品は除きます。
保証期間は右記マークで表示しております。

保証修理期間は用品取付時から３年間です。
ただし、期間内でも走行距離が６万kmまでです。

保証修理期間は用品取付時から１年間です。
ただし、期間内でも走行距離が２万kmまでです。

保証なし。

お子様を守るための大きな安心。FOR CHILDREN

116 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

117 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〉

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

118 ジュニアシート
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：【最小時】L480×W450×H690mm
【最大時】L500×W500×H830mm
【折りたたみ時】L770×W480×H250mm 重量：6.0kg

トヨタ NEO G-Childシリーズ GOA for Children　
トヨタ NEO G-Childシリーズは、国土交通省の定める基準をクリアしています。

チャイルドシート装着方法一覧表 ：ベビーシートとして使用 ：チャイルドシートとして使用 ：ジュニアシートとして使用

○：適合あり　×：適合なし
118 ジュニアシート

取付方法
取付位置

品　名
取付向き後席（中央）後席（左右）助手席

116
×
×
×
×
×

○
○
○
○
○

後向き
前向き
後向き
前向き
前向き

NEO G-Child baby

117 NEO G-Child ISO leg＊1

シートベルト
シートベルト
ISOFIX
ISOFIX
シートベルト

×
　　▲＊2
×

　　▲＊2
　　▲＊2

116 117 118

＊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。

カジュアル（最大時）

ナチュラル（最小時）

カジュアル

ナチュラル

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

モダン

モダン

095 オートアラーム
31,900円（消費税抜き29,000円）1.4H〈M6LC〉
キーフリーシステムまたはキーレスエントリーで施錠すると自動的にオートアラームが作動します。
作動中は「LED威嚇インジケーター（傾斜センサー内蔵）」が点滅し、警報時はハザードランプ点滅
とセキュリティ専用ホーン吹鳴で異常をお知らせします。
設定 除くキーフリーシステム（エンジンスタート付）、リモートスタート（キーフリーシステム付車用）付車

096 盗難防止機能付
　　ナンバーフレームセット
097＋100  のセット
［お得なセット価格］8,250円（消費税込み）

7,700円（消費税抜き7,000円）〈A35U〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

098 ナンバーフレーム（チタン調）
フロント・リヤセット

6,380円（消費税抜き5,800円）〈K52U〉

フロント・リヤ各　　

3,190円（消費税抜き2,900円）フロント〈K5BJ〉、リヤ〈K5BL〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

100 ロックボルト
　　（ナンバープレート用）
3,850円（消費税抜き3,500円）〈K5Z9〉　

設定 除く字光式ナンバープレート付車

097 ナンバーフレーム（メッキ）
フロント・リヤセット

4,400円（消費税抜き4,000円）〈K51U〉

フロント・リヤ各　　

2,200円（消費税抜き2,000円）フロント〈K521〉、リヤ〈K522〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

099 ナンバーフレーム（ピンク）
フロント・リヤセット

6,380円（消費税抜き5,800円）〈K53U〉

フロント・リヤ各　　

3,190円（消費税抜き2,900円）フロント〈K5BK〉、リヤ〈K5BM〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

101 レスキューマンⅢ
　　（ハンマー＆カッター）＊1

2,530円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

102 三角表示板
2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

愛車を盗難から守る。もしもに備える。SECURITY
095

097 098 099

100 101 102

ロゴアップ ロゴアップロゴアップ

センサー部

インジケーター部

＊1. 【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。

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）̓20年9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。

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。  


