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★は“SAⅢ”（スマートアシストⅢ装着車）を含みます。また、スペシャルにはスペシャルクリーンバージョンを含みます。
＊各商品のセットの一部となります。単品でのご注文の際は、トヨタ販売店におたずねください。

アッパーシステムレール＊

標準装備のユースフルナット、
ユースフルホールを活用することで、
積荷の形や大きさ、分量など用途に応じた
多彩な荷室アレンジを実現します。

●荷室上部ユースフルナット位置
●荷室サイドユースフルホール位置
●フロア部ユースフルナット位置

ユースフルナット ユースフルホール

LUGGAGE 1

◎アッパーシステムレール＊を活用 

●荷室上部ユースフルナットに設置

ユースフルナット、ユースフルホールを全車に装備！

荷室カスタマイズ

001 クロスシステムバー（アッパーシステムレール用）
22,000円（消費税抜き20,000円）

デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプション）付車 1.3H〈CEVU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車 1.7H〈CFMU〉
アッパーシステムレール、クロスシステムバー（1本）のセット。
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、マルチレール、ネット
ラック、システムバー（アッパー）、アシストグリップ（つり革タイプ）付車
※クロスシステムバー1本に対しアタッチメントの複数装着はできません。
※装着にはアッパーシステムレールが必要です。

002 オーバーヘッドネット（アッパーシステムレール用）
35,200円（消費税抜き32,000円）

デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプション）付車 1.5H〈CFAU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車 1.9H〈CFBU〉
アッパーシステムレール、クロスシステムバー（2本）、オーバーヘッドネット
のセット。小物類をすっきり収納するのに便利です。最大積載荷重：3kg
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、マルチレール、ネット
ラック、システムバー（アッパー）、アシストグリップ（つり革タイプ）付車

003 セパレーションネット（アッパーシステムレール用）
39,600円（消費税抜き36,000円）

デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプション）付車 1.8H〈CFCU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車 2.2H〈CFNU〉
アッパーシステムレール、クロスシステムバー（1本）、セパレーション
ネット、荷室フック2個のセット。万が一の荷崩れの際にも安心です。
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、マルチレール、ネットラック、シ
ステムバー（アッパー）、縁高荷室シート、ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ

（2・4名乗用）、サイクルホルダーベルト、アシストグリップ（つり革タイプ）付車

004 ロッドホルダー（アッパーシステムレール用）
36,300円（消費税抜き33,000円）

デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプション）付車 1.5H〈CFDU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車 1.9H〈CFEU〉
アッパーシステムレール、クロスシステムバー（2本）、ロッドホルダーのセッ
ト。フィッシングロッド5本を天井にすっきり収納できます。
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、マルチレール、ネット
ラック、システムバー（アッパー）、アシストグリップ（つり革タイプ）付車
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※装着可能なロッド：ルアー専用。ロッドの長さは2,100mmまで。グリップ径は25〜30mm。

■荷室上部ユースフルナットは通常アシストグリップ・天井トリムに隠れています。後部座席の天井にある4つのユースフルナットは、アシストグリップを取り外すと使用可能となります。

荷室をより有効的に使うために。
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マルチレール＊

005 オーバーヘッドネット（マルチレール用）
30,250円（消費税抜き27,500円）

デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプション）付車 0.6H〈CESU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車 0.8H〈CFHU〉
マルチレールとオーバーヘッドネットのセット。最大積載荷重：5kg
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、アッパーシステムレール、
ネットラック、システムバー（アッパー）、アシストグリップ（つり革タイプ）付車

006 ハンガーパイプ（マルチレール用）
25,850円（消費税抜き23,500円）

デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプション）付車 0.7H〈CETU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車 0.9H〈CFJU〉
マルチレールとハンガーパイプのセット。最大積載荷重：15kg
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、アッパーシステムレール、
ネットラック、システムバー（アッパー）、アシストグリップ（つり革タイプ）付車

007 ネットラック（マルチレール用）
35,200円（消費税抜き32,000円）

デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプション）付車 0.7H〈CEUU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車 0.9H〈CFKU〉
マルチレールとネットラックのセット。最大積載荷重：15kg
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、アッパーシステムレール、
ネットラック、システムバー（アッパー）、アシストグリップ（つり革タイプ）付車

008 ネットラック
11,000円（消費税抜き10,000円）0.5H〈G3C2〉

最大積載荷重：10kg
設定 デラックス★、スペシャル★のハイルーフ車、ビジネスパック（メーカーオプ
ション）付車、除くクロスシステムバー（アッパーシステムレール用）、オーバーヘッド
ネット（アッパーシステムレール用）、ネットラック（マルチレール用）、オーバーヘッド
ネット（マルチレール用）、ハンガーパイプ（マルチレール用）、ロッドホルダー（アッ
パーシステムレール用）、セパレーションネット（アッパーシステムレール用）、システ
ムバー（アッパー）付車

A

A(ベルトライン部)
標準ルーフ車は２個

B

デラックス★/スペシャル★/ビジネスパック
（メーカーオプション）に装着の場合

クルーズターボ“SAⅢ”/クルーズ“SAⅢ”に装着の場合

A

C

B

※後席アシストグリップ部に装着される場合は、
　標準装備のアシストグリップは取り外しとなります。

●：ユースフルナット ▲：ユースフルホール ※図は左右同様です。

装着位置・グレードによって装着可能なフックが異なります。
指定位置以外に装着された場合、車両部品へ損傷を与える
可能性がありますので、十分にご注意ください。
※ユースフルナット（フロア部）へは装着できません。

ご注意！　ユーティリティフックのご使用について

A B C

ユーティリティフックには、それぞれ長さの異なる
A、B、Cの3種類があります。

デラックス★、スペシャル★
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”
　　　ビジネスパック（メーカーオプション）

1個

〈P4H1〉

2個

〈P4HP〉

1個

〈P4HN〉

2個

〈P4H5〉

1個
-

〈P4H3〉
-

2個
-

〈P4H6〉
-

BA C
取付位置
フック種類
設定
個数

ユーティリティフック設定一覧表

1個
〈P4HM〉

-
〈P4HM〉

2個
〈P4H8〉

-
〈P4H8〉

A
荷室上部

除くマルチレール、アッパーシステムレール付車

ベルトライン部

除く荷室ボード付車

◎マルチレール＊を活用 

◎直接車両に装着可能 

009 ユーティリティフック
1個 1,430円（消費税抜き1,300円）　2個 2,640円（消費税抜き2,400円）

最大8個（標準ルーフ車は最大２個）/荷室上部のユースフルナット部、4個/
ベルトライン部のユースフルホールまで装着可能。耐荷重：1.5kg/1個
設定 A：除くマルチレール、アッパーシステムレール付車

A：ベルトライン部：デラックス★、スペシャル★、
　 ビジネスパック（メーカーオプション）付車、除く荷室ボード付車
B：除く荷室ボード付車
C：クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）、荷室ボード付車

009009

注）ご購入のお車（グレード）と装着位置によって、ユーティリティフックの種類（ボルト長さ）が異なります。詳細は販売店におたずねください。
※追工コードはユーティリティフック設定一覧表をご参照ください。
※クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”の後席アシストグリップ部に装着される場合は、標準装備のアシストグリップは取り外しとなります。

荷室上部 ベルトライン部

荷室をより有効的に使うために。
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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）̓19年11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。

 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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◎ユーティリティフックを活用 

◎ユーティリティフック、荷室フック＊を活用

◎荷室フック＊を活用

●荷室上部ユースフルナットに設置

●荷室サイドユースフルホールに設置

●荷室サイドユースフルホール、または●フロア部ユースフルナットに設置

010 システムバー（アッパー）
8,360円（消費税抜き7,600円）0.2H〈CERU〉

システムバー1本とユーティリティフック2個のセット。最大4本/1台
（標準ルーフ車は最大１本/１台）まで装着可能。耐荷重：3kg/1本

設定 除くアシストグリップ（つり革タイプ）、クロスシステムバー（アッパー
システムレール用）、オーバーヘッドネット（アッパーシステムレール用）、
ネットラック（マルチレール用）、ネットラック、オーバーヘッドネット（マルチ
レール用）、ハンガーパイプ（マルチレール用）、ロッドホルダー（アッパーシ
ステムレール用）、セパレーションネット（アッパーシステムレール用）付車
※クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”の後席アシストグリップ部に装着される
場合は、標準のアシストグリップは取り外しとなります。

011 システムバー（ロア）
7,150円（消費税抜き6,500円）0.2H〈J2Q7〉

最大2本/1台まで装着可能。ベルトライン部のユースフルホール専
用。耐荷重：7.5kg/1本
設定 除く荷室ボード、台車ホルダーベルト、サイクルホルダーベルト付車
※ユーティリティフックとの同位置での使用不可。

012 荷室ボード
34,100円（消費税抜き31,000円）0.6H〈G3KU〉

荷室ボードとシステムバー（ロア）2本のセット。
最大積載荷重：7kg
設定 除くシステムバー（ロア）、台車ホルダーベルト、サイクルホルダー
ベルト、ユーティリティフック1個（C）・2個（Aベルトライン部、B、C）付車

013 台車ホルダーベルト
4,620円（消費税抜き4,200円）
デラックス★、スペシャル★、ビジネスパック（メーカーオプション）付車〈CFFU〉
クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車〈CFGU〉

台車を車両にしっかり固定できるベルトです。
台車ホルダーベルト1本、ユーティリティフック1個、荷室フック1個
のセット。
設定 除くラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ（2・4名乗用）、縁高
荷室シート、システムバー（ロア）、荷室ボード付車
※台車は商品に含まれません。台車の固定可能サイズ：長さ750×幅500×高さ250mm以下。

014 サイクルホルダーベルト
5,830円（消費税抜き5,300円）〈CFLU〉

積載した自転車をしっかり固定するためのベルトです。
サイクルホルダーベルトと荷室フック2個のセット。
設定 除く荷室ボード、セパレーションネット（アッパーシステムレール
用）、縁高荷室シート、ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ（2・4名乗
用）、システムバー（ロア）付車

★は“SAⅢ”（スマートアシストⅢ装着車）を含みます。また、スペシャルにはスペシャルクリーンバージョンを含みます。
＊各商品のセットの一部となります。単品でのご注文の際は、トヨタ販売店におたずねください。

荷室上部ユースフルナット部

荷室フック＊

荷室フック＊

ユーティリティフック

荷室ベルトライン用
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015 デッキマット
3mm 8,800円（消費税抜き8,000円）〈P6B2〉

5mm 14,300円（消費税抜き13,000円）〈P6B1〉

荷台へのキズつきや汚れを防ぎ、積み下ろし時の衝撃をやわらげます。
材質：ポリ塩化ビニル

016 デッキマット（リバーシブル）
15,400円（消費税抜き14,000円）〈P6A3〉

滑りにくい面と滑らせやすい面とのリバーシブル仕様で、荷物に
よって使い分けできるので便利です。材質：ポリ塩化ビニル

017 ラゲージソフトトレイ
16,500円（消費税抜き15,000円）〈J0A1〉

脱着も簡単でコンパクトに丸められる、撥水加工・防水仕様のトレイです。
材質：ポリエステル
設定 除くラゲージトレイ（2・4名乗用）、縁高荷室シート、サイクルホルダーベルト、
台車ホルダーベルト、セパレーションネット（アッパーシステムレール用）付車

018 縁高荷室シート
11,550円（消費税抜き10,500円）〈J0FA〉

縁高なので、濡れたものをおいても安心。
材質：ポリ塩化ビニル　サイズ：長さ850×幅1,200×高さ85mm。
設定 除くルームセパレーターカーテン（リヤ）、セパレーションネット（アッパーシステム
レール用）、台車ホルダーベルト、ラゲージトレイ（2・4名乗用）、ラゲージソフトトレイ、
サイクルホルダーベルト付車

019 ラゲージトレイ
2名乗用 48,400円（消費税抜き44,000円）0.3H〈J0E1〉

4名乗用 39,600円（消費税抜き36,000円）0.3H〈J0E2〉

トレイタイプなので、濡れた荷物も安心して運べます。
サイズ

設定

※写真は2名乗用です。

020 カーテン（遮光タイプ）
30,800円（消費税抜き28,000円）1.6H〈F4Z1〉

サイド部とバックドア部のセットです。

021 ルームセパレーターカーテン（遮光タイプ・フロント）
12,100円（消費税抜き11,000円）0.6H〈F3B3〉

設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くビジネスパック（メーカーオプション）付車
※写真は当該車両とは異なります。
注）走行中は視界を妨げないようにセパレーターカーテンを開けてください。
ボタン取り付け式です。

022 ルームセパレーターカーテン（フロント、リヤ）
フロント 7,700円（消費税抜き7,000円）0.5H〈F3B1〉

リヤ　    7,700円（消費税抜き7,000円）0.5H〈F3B2〉

運転席側と荷室を仕切り、冷暖房効果を高めます。荷物の確認や後
方確認が便利な透明タイプ。
設定

注）ボタン取り付け式です。
フロント用 リヤ用

LUGGAGE 2

収納時

キズつきや汚れから守る用品。

収納時

【2名乗用】：長さ1,685×幅1,250×高さ150mm
【4名乗用】：クルーズターボ“SAⅢ”・クルーズ“SAⅢ”用/

長さ935×幅1,185×高さ150mm、
デラックス★・スペシャル★・ビジネスパック（メーカーオプション）付車用/
長さ930×幅1,330×高さ150mm

【2名乗用】除くラゲージソフトトレイ、縁高荷室シート、セパレーションネット
（アッパーシステムレール用）、サイクルホルダーベルト、台車ホルダーベルト付車
【4名乗用】除くラゲージソフトトレイ、縁高荷室シート、セパレーションネット
（アッパーシステムレール用）、サイクルホルダーベルト、台車ホルダーベルト、荷室
フック付車

【フロント、リヤ】デラックス★、スペシャル★、ビジネスパック
（メーカーオプション）付車
【リヤ】除くクロスシステムバー（アッパーシステムレール用）、

オーバーヘッドネット（アッパーシステムレール用）、オーバー
ヘッドネット（マルチレール用）、ネットラック（マルチレール用）、
ハンガーパイプ（マルチレール用）、ロッドホルダー（アッパー
システムレール用）、セパレーションネット（アッパーシステム
レール用）、縁高荷室シート付車
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓19年11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。



★は“SAⅢ”（スマートアシストⅢ装着車）を含みます。

EXTERIOR

026

024

028

025

023

027

107 108

023 メッキフードガーニッシュ
26,400円（消費税抜き24,000円）0.3H〈L1ER〉

材質：樹脂（ABS）

024 メッキドアミラーカバー
13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈BLLU〉

材質：樹脂（ABS）　 設定 除くクルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”　

025 メッキアウターハンドルガーニッシュ
1台分（4個セット）15,400円（消費税抜き14,000円）0.7H〈R8J2〉

ドアハンドルをスポーティに飾ります。
設定 除くドアエッジプロテクター（メッキ調、メッキ調・フロント、樹脂製
2本入り）、プロテクションフィルム（ドアハンドル）付車

026 サイドストライプ（チェッカー）
26,400円（消費税抜き24,000円）1.0H〈R7U3〉

027 ルーフエンドスポイラー
30,800円（消費税抜き28,000円）0.9H〈S5EL〉

色：全ボディカラー対応　材質：樹脂（ABS）
設定 ハイルーフ車

028 バックドアアッパーガーニッシュ
11,000円（消費税抜き10,000円）0.4H〈P2B8〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

107 カラードコーナーピース
7,480円（消費税抜き6,800円）0.4H〈L5P1〉

色：ホワイト、ブライトシルバーメタリック　材質：樹脂（ポリプロピレン）
設定 除くLEDフォグランプ（メーカーオプション）付車、カラーパック

（メーカーオプション）付車

108　　カラードコーナーピース（LEDフォグランプ付車用）
6,930円（消費税抜き6,300円）0.4H〈L5P2〉

色：ホワイト、ブライトシルバーメタリック　材質：樹脂（ポリプロピレン）
設定 LEDフォグランプ（メーカーオプション）付車、除くカラーパック

（メーカーオプション）付車

働く人のこだわりを映すドレスアップアイテム。

※写真はオプション装着状態のイメージです。

ブライトシルバー ブライトシルバーホワイト ホワイト
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036

030

035

031

031

034

029

032 033

029 LEDデイタイムイルミネーション
（メッキベゼル付･ブルー）

27,500円（消費税抜き25,000円）1.2H〈K230〉

日中、他車からの視認性を高めフェイスもクールに演出します。イグ
ニッションオンで常時点灯、イグニッションオフで消灯。オンオフ
スイッチ付。照明色ブルー。専用スイッチ付。
※法規分類上は「その他の灯火」にあたる商品です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

030 クリアリヤコンビネーションランプ
9,900円（消費税抜き9,000円）0.5H〈K2T1〉

設定 除くクルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”
※標準装備のリヤコンビネーションランプと交換となります。

031 LEDフォグランプ（メッキベゼル付）
コーナーピースボディ同色 19,800円（消費税抜き18,000円）1.0H〈KC11〉

コーナーピースブラック     16,500円（消費税抜き15,000円）1.0H〈KC10〉

LEDタイプのフォグランプキット。フォグランプ機能と共に、外観上の
アクセントにもなります。
設定 除くLEDフォグランプ（メーカーオプション）付車
※標準装備のコーナーピースは交換となります。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

032 フロントアンダーガーニッシュ（シルバー）
23,100円（消費税抜き21,000円）0.5H〈Q8J3〉

材質：樹脂（ABS）

033 フューエルキャップエンブレム
1,320円（消費税抜き1,200円）0.2H〈S0N5〉

燃料の入れ間違い防止に。

034 リヤバンパーステップガード
6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H〈Q1A7〉

バンパーの傷つき防止とアクセントに。
材質：ステンレススチール

035 マッドガード
リヤセット5,500円（消費税抜き5,000円）0.2H〈K4BE〉

設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、デラックス★

リヤセット6,160円（消費税抜き5,600円）0.6H〈BLPU〉

設定 除くクルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、デラックス★
霧水や泥、小石の跳ね上がりからアンダーボディを保護します。
※標準装備のマッドフラップ（リヤ）は取り外しとなります。

036 プロテクションフィルム（ドアハンドル）
1台分（7枚セット）6,600円（消費税抜き6,000円）0.7H〈S1B4〉

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、ドア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。
設定 除くメッキアウターハンドルガーニッシュ付車

働く人のこだわりを映すドレスアップアイテム。

点灯時

点灯時コーナーピースボディ同色（写真はブライトシルバーメタリック〈S28〉の場合）

コーナーピースブラック

交換後

交換前

消灯時

消灯時

ドアハンドル・スライドドアハンドル

バックドアハンドル
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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）̓19年11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。

 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。



INTERIOR

044

042

043

037 インテリアパネルセット
038＋039＋040＋041  のセット

［お得なセット価格］
46,200円（消費税込み）→ 32,340円（消費税抜き29,400円）0.8H

ピアノブラック調〈CEPU〉、ウッド調〈CEQU〉

038 インテリアパネル（エアコンルーバーパネル）
12,100円（消費税抜き11,000円）0.2H ピアノブラック調〈B4UE〉、ウッド調〈B4UF〉

フロント2枚セット。

039 インテリアパネル（カップホルダー）
13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H ピアノブラック調〈B4UG〉、ウッド調〈B4UH〉

フロント2枚セット。

040 インテリアパネル（センタークラスターパネル）
14,300円（消費税抜き13,000円）0.2H ピアノブラック調〈B4UN〉、ウッド調〈B4UP〉

041 インテリアパネル（インナードアハンドルパネル）
6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H ピアノブラック調〈B4UL〉、ウッド調〈B4UM〉

フロント2枚セット。

042 メッキ調インパネモール
15,400円（消費税抜き14,000円）0.3H〈H095〉

3枚セット。車内の上質なアクセントに。

043 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。

材質：合成皮革
※クオーレモジュレ®はセーレン株式会社の登録商標です。

044 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〉

ステアリングを握ったときのフィット感を高めます。
材質：ポリ塩化ビニル

038 040039 041

038 040039 041

デザイン性と機能性を高めるインテリア用品。

※写真はオプション装着状態のイメージです。

※写真はオプション装着状態のイメージです。
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049

047

050

045 046

048

051 052

045  フロアマット（ベーシック）＊1

1台分13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈A2A2〉

フロント9,900円（消費税抜き9,000円）0.2H〈A2A3〉

あきのこないデザインのフロアマットです。
色：グレー
材質：ポリプロピレン
※リヤシート格納の際は、リヤ用フロアマットの取り外しが必要です。

046 フロアマット（樹脂タイプ）＊1

1台分 13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈A2A4〉

フロント 8,800円（消費税抜き8,000円）0.2H〈A2A5〉

色：グレー
材質：樹脂（TPSスチレン系熱可塑性エラストマー）
※リヤシート格納の際は、リヤ用フロアマットの取り外しが必要です。

047 ラバーマット＊1

1台分   9,680円（消費税抜き8,800円）0.2H〈A2JB〉

フロント7,040円（消費税抜き6,400円）0.2H〈A2JC〉

濡れたり汚れたりしても、サッと洗えるマット。
色：ブラック
材質：合成ラバー（SBR）
※リヤシート格納の際は、リヤ用ラバーマットの取り外しが必要です。

048 フルシートカバー（撥水タイプ）＊2

1台分   15,400円（消費税抜き14,000円）0.4H〈A6M0〉

フロント11,000円（消費税抜き10,000円）0.2H〈A6G8〉

材質：ポリエステル

049 ハーフシートカバー（フロント）＊2

4,950円（消費税抜き4,500円）0.2H〈A7E1〉

インテリアに合ったデザインのハーフシートカバーです。

050 簡単脱着＆洗えるシートクロス（フロント）
22,000円（消費税抜き20,000円）〈B0B4〉

簡単に取り外しでき、汚れても洗濯することができます。

設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”
※洗濯方法については、運転席シートクロスに付いている洗濯表示ラベルをご確認くだ
さい。　※保護材を使用すれば弱水流での洗濯洗いが可能です。

051 インパネシリコンマット
5,500円（消費税抜き5,000円）〈D2AB〉
スマホやサングラスなどの小物を置くのに便利な滑り止めマットです。
設定 除くインパネトレイ付車

052 インパネトレイ
4,950円（消費税抜き4,500円）〈D0A3〉
掃除に便利な簡単脱着のトレイ。ソフトな材質のトレイです。
材質：樹脂（TPOオレフィン系熱可塑性エラストマー）
設定 除くインパネシリコンマット付車

＊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。

フロアマットを固定する
工夫が施されています。
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

※写真は当該車両とは異なります。

※実際の商品には車名ロゴが入ります。

※実際の商品には車名ロゴが入ります。

※実際の商品には車名ロゴが入ります。

デザイン性と機能性を高めるインテリア用品。
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓19年11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。



★は“SAⅢ”（スマートアシストⅢ装着車）を含みます。また、スペシャルにはスペシャルクリーンバージョンを含みます。
＊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。

ILLUMINATION

055

058

056

053

057

053 インテリアイルミネーション（2モードタイプ）
フロント9,240円（消費税抜き8,400円）0.7H〈B9E3〉

ドアを開けるとイルミネーションが点灯。ドアを閉めて残光式の
ルームランプが消えてもしばらく点灯し続けます。フロント（運転席
+助手席）セット。照明色ブルー。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

054 エントリーライト
13,200円（消費税抜き12,000円）1.3H〈B9J2〉

オーバーヘッドシェルフ付車に装着可。運転席・助手席のドアを
開けるとオーバーヘッドシェルフから足元を照らします。
設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、デラックス★、
スペシャルクリーンバージョン“SAⅢ”、スペシャル“SAⅢ”

055 LEDグローブボックスランプ
5,500円（消費税抜き5,000円）0.5H〈D4EF〉

夜間はライトスイッチと連動してLEDランプが点灯。手元を明るく
照らし、荷物の取り出しがスムーズにできます。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

056 LEDキー照明（ブルー）
5,720円（消費税抜き5,200円）0.6H〈B9AA〉

ドアを開けると点灯し、閉めた後でも数秒間点灯し続けるので、
夜間でもスムーズにキーを差し込めます。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

057 LEDルームランプ＊

13,200円（消費税抜き12,000円）0.4H〈B9D0〉

夜間、車内での作業に便利です。
設定 デラックス★、スペシャル★、ビジネスパック（メーカーオプション）付車
※荷室ランプと交換になります。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

058 LEDルームランプ＊（フロント用）
2,200円（消費税抜き2,000円）0.2H〈B9D9〉

標準装備のバルブを高輝度LEDと交換することにより、室内を明
るく照らします。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

夜間の作業時にも役立つイルミネーション。

交換後

点灯時

交換前消灯時

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真はオプション装着状態のイメージです。

※写真の色や照度は実際とは異なります。
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DRIVING SUPPORT

検知距離
約50cm～約40cm
約40cm～約20cm
約20cm以内

ブザー音
ピッ ピッという断続音
ピ・ピ・ピという断続音
ピーという連続音

コーナーセンサー（フロント）作動イメージ コーナーセンサー（リヤ）作動イメージ

ピー・ピー

066

067

062

060

064 065

063

061
060 コーナーセンサー（フロント）
26,400円（消費税抜き24,000円）1.3H〈K2F5〉

バンパーの角に取り付けられたセンサーが障害物との距離を検知し、距離に応じて
3段階の警報音ブザーで、ドライバーに知らせます。（ボイスタイプではありません）
フロント左右　色（センサーフェイス部）：ブラック
※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。

061 コーナーセンサー（リヤ）
26,400円（消費税抜き24,000円）1.0H〈K2F4〉

バンパーの角に取り付けられたセンサーが障害物との距離を検知し、距離に応じて
3段階の警報音ブザーで、ドライバーに知らせます。（ボイスタイプではありません）
リヤ左右　色（センサーフェイス部）：ブラック
設定 除くスマートアシストⅢ装着車
※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。

062 リモートスタート（キーレスエントリー車用）
60,500円（消費税抜き55,000円）1.1H〈M6Z0〉

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。
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 4AT車、除くオートアラーム、T-ConnectナビDCMパッケージ

（販売店装着オプション）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。）

063 バックブザー（夜間消音式）
4,400円（消費税抜き4,000円）0.5H〈U2B2〉

バック時に警告音を鳴らし、後方に注意を促します。スモールランプと
連動した夜間消音タイプです。　

064 リヤアンダーミラー
7,700円（消費税抜き7,000円）0.7H〈S6A0〉

後方の死角を減らします。

設定 ハイルーフ車、除くカーカバー（防炎タイプ）付車　

065 オートリトラクタブルミラー
13,200円（消費税抜き12,000円）0.4H〈L045〉

ドアの施錠・解錠に連動してドアミラーが格納、復帰します。乗降時の
ミラー操作の手間が省けて便利です。
設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”
※格納のキャンセル機能はありません。 

066 フェンダーランプ（デザインタイプ）
12,100円（消費税抜き11,000円）1.0H〈K2G1〉

運転席から見やすい高さに無段階で調整（手動）が可能。また、スモール
ランプと連動してブルーに点灯するので、夜間にも活躍します。
ポールの長さ：約160～515mm
※写真の色や照度は実際とは異なります。 

067 レインクリアリングブルーミラー
10,780円（消費税抜き9,800円）0.2H〈K8GC〉

ミラー表面に親水処理を行い、視認性を向上。太陽光により親水性の
回復及び自己回復機能が持続します。
設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”
※鏡面のみの交換となります。　※効果はお車の使用状況によって異なります。
※写真は当該車両とは異なります。

毎日の運転をサポート。

取付前 取付後

フロントセンサー部 リヤセンサー部

■検知距離とブザー音
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓19年11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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075 076

071

074073

069 070

069 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：全席ヘッドレスト部
設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除く買い物フック付車

070 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、後席左右席

068 安心ドライブパッケージ 　069＋070  のセット

071 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®を埋め込んだ運転席専用シート
カバー。立体サポート構造採用で、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。

設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”

072 アシストグリップ
6,600円（消費税抜き6,000円）〈F7PK〉

乗降時やカーブを走行中などに握って姿勢を安定。お年寄りやお子様の安全を守ります。
設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除く買い物フック付車

073 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：後席左右席（アシストグリップ）
設定 除くセパレーションネット（アッパーシステムレール用）、システムバー（アッパー）、
ロッドホルダー（アッパーシステムレール用）、クロスシステムバー（アッパーシステム
レール用）、オーバーヘッドネット（アッパーシステムレール用）、ネットラック（マルチレール用）、
ハンガーパイプ（マルチレール用）、オーバーヘッドネット（マルチレール用）付車

074 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、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

075 コンフォートクッション
11,000円（消費税抜き10,000円）〈B0ED〉

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

076 携帯トイレ（簡易セット）
8,250円（消費税抜き7,500円）〈J1K1〉

車内に設置して使う、緊急時の簡易トイレです。
※使用回数につきましては、お客様の使用環境によって異なります。

［ワンタッチ便器サイズ（組立時）］天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm
＊ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

072

［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〉

設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除く買い物フック付車

※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。

※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。

公益財団法人日本デザイン振興会

※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。

※写真は当該車両とは異なります。

※FINE REVOはアイシン精機
株式会社の登録商品です。

セット内容
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）
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

★は“SAⅢ”（スマートアシストⅢ装着車）を含みます。

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。

＊「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/
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COMFORT

082

084083

081

078

079 080

077
077 IR（赤外線）カットフィルム
　   （リヤサイド＆バックガラス）
18,150円（消費税抜き16,500円）1.8H クリア〈F0FJ〉、スモーク〈F0FH〉

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

078 プライベートカーテン
16,500円（消費税抜き15,000円）〈F3A2〉

河原や海岸などの水辺で人目を気にせず着替えができます。また、
後部カーテンを開ければ日除けとしても利用できます。

079 ユースフルボックス
5,500円（消費税抜き5,000円）0.2H〈D1A6〉

フタ付なので、小物をきちんと収納できます。

設定 除くクルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”
※標準装備のポケットと交換となります。

080 シートマルチバッグ
5,500円（消費税抜き5,000円）〈F7T4〉

室内の収納の活用に。インナーポケット付。
材質：樹脂（PET）、ポリプロピレン

081 買い物フック
3,300円（消費税抜き3,000円）〈E8D4〉

設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、除くアシストグリップ
（シンプルタイプ）、アシストグリップ付車

082 USBチャージャー
3,300円（消費税抜き3,000円）0.5H〈D9G1〉

車内でスマートフォンの充電に。フロント用。2.1A。1口。

083 パワーウインドゥキット（フロント）
26,400円（消費税抜き24,000円）2.0H〈M4A1〉

スイッチ操作ひとつで運転席・助手席のウインドゥの開閉ができま
す。運転席はオートアップ・ダウン機能付。
設定 除くクルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、デラックス★

084 シガレットライター
1,320円（消費税抜き1,200円）0.3H〈C2F4〉

※写真はクリア

車内の快適性と実用性をアップ。

クローズ時

オープン時

使用時 使用時収納時

13

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）̓19年11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。

 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。



SECURITY & EMERGENCY
085 オートアラーム
31,900円（消費税抜き29,000円）1.4H〈M6LC〉

侵入センサー、LED威嚇インジケーター（傾斜センサー内蔵）付。
盗難警報機作動時には、「威嚇インジケーター」の赤色LEDが点滅し、
クルマを狙う者に対し心理的プレッシャーを与えます。
設定 クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、デラックス★、
除くリモートスタート（キーレスエントリー車用）付車

086 盗難防止機能付ナンバーフレームセット（メッキ）
087＋090  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）〈BLGU〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

087 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） 〈BLHU〉 

フロント・リヤ各 2,200円（消費税抜き2,000円） フロント〈K603〉、リヤ〈K606〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

088 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） 〈BLJU〉

フロント・リヤ各 3,190円（消費税抜き2,900円） フロント〈K604〉、リヤ〈K607〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

089 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） 〈BLKU〉

フロント・リヤ各 3,190円（消費税抜き2,900円） フロント〈K605〉、リヤ〈K608〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

090 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〉

大切なナンバープレートを盗難からしっかり守ります。
ロックボルト4本、ロックナット1個、六角レンチ1個。
設定 除く字光式ナンバープレート付車

091 レスキューマンⅢ（ハンマー＆カッター）
2,530円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

【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。

092 三角表示板
2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

093 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。

092

000

091

● 詳しい商品の機能に関しては販売店におたずねください。

093 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）

❸

❼

❾

❺

❶ ❷

❻

❽

❹

⓫ 

088087

089 090

ロゴアップ ロゴアップ

ロゴアップ

クルマを守る。自分の身を守る備えをしっかり。
085

LED威嚇インジケーター
（傾斜センサー内蔵）部

★は“SAⅢ”（スマートアシストⅢ装着車）を含みます。
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BASIC

101 102

099098

100

095

096 097

094
094 サイドバイザー（RVワイドタイプ）
1台分    14,300円（消費税抜き13,000円）0.5H〈K0N5〉

フロント 11,000円（消費税抜き10,000円）0.3H〈K0N6〉

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
アクリル製大型バイザーです。※写真は1台分。

095 サイドバイザー（ベーシックタイプ）
1台分    10,120円（消費税抜き9,200円）0.5H〈K0N2〉

フロント 7,040円（消費税抜き6,400円）0.3H〈K0N3〉

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。※写真は1台分。

096 ドアエッジプロテクター（樹脂製2本入り）
2本入り   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ドアエッジ部分を守ります。
色：ブラック、スーパーシルバー、ホワイト

設定 除くメッキアウターハンドルガーニッシュ付車
※汎用色設定のため車両色とは若干異なります。

097 ドアエッジプロテクター（メッキ調）
1台分    6,600円（消費税抜き6,000円）0.4H〈K6B1〉

フロント 3,960円（消費税抜き3,600円）0.2H〈K6B2〉

設定 除くメッキアウターハンドルガーニッシュ付車

098 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。

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

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。

100 カーカバー（防炎タイプ）
15,400円（消費税抜き14,000円）〈K7BC〉

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
設定 除くリヤアンダーミラー付車
※カーカバー固定ベルトは本製品に含まれておりません。

101 ワンタッチ合金鋼チェーン（ラダータイプ）＊

12,650円（消費税抜き11,500円）〈V1D0〉

102 スチールチェーン＊

6,270円（消費税抜き5,700円）〈V1BA〉

 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。  

揃えておきたい定番アイテム。

ロゴアップ

ロゴアップ

開 開閉 閉

＊■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。
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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）̓19年11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。



FOR CHILDREN

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日（販売した日）から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。
※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。
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11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。
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。

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 バン取扱店または、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。  

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）̓19年11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。 ※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。

 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。  

お子様を守るための必需品。

103 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

104 NEO G-Child ISO tether
60,500円（消費税抜き55,000円）〈77EF〉

サイズ：L475×W435×H630mm

106 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。
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103

104

チャイルドシートとして使用

カジュアル ナチュラル モダン

＊1. 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。　＊2. クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”の分割乗用タイプリヤシート
付車のみ装着できます。

品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席＊2

103 NEO G-Child baby
シートベルト × ○ 後向き
シートベルト      △＊1 ○ 前向き

104 NEO G-Child ISO tether
シートベルト × ○ 後向き
シートベルト 　  △＊1 ○ 前向き

106 ジュニアシート シートベルト      △＊1 ○ 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　　　　　　　　

105 106

カジュアル（最大時）

ナチュラル（最小時）

104

ベビーシートとして使用 チャイルドシートとして使用


