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ひとつのこだわりが、
さらなる上質の空間へと誘う。

高品質のアイテムで、
さらに上質な室内へ。

このクルマの魅力をスマートに伝える、さりげない装い。

P4 Exterior Dress Up

P6 Basic Item P8 Interior Item

革調シートカバーフロアマット（ラグジュアリータイプ）
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Interior Item

Illumination Item

Comfort Item

Luggage Item

Driving Support/Other Item

Security & Safety

サポトヨプラス

サポトヨプラス/For Children

 3年間6万km保証

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。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

誰もが快適にドライブを愉しむために。

P14

P11 Luggage Item

大切な荷物の汚れや傷つきを防ぎ
スマートに収める。

ラゲージソフトトレイ

サイドサポートパッド（シートエプロンタイプ）

運転サポート機能で、
ドライブをもっとスムーズに。

P12 Driving Support

フェンダーランプ（デザインタイプ）

サポトヨプラス
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002

002 LEDフォグランプ
40,700円（消費税抜き37,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）付車 0.5H〈K185〉

インテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）付車 0.9H〈K257〉
設定 フロントフォグランプ（標準装備・メーカーオプション）付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。

001

このクルマの魅力をスマートに伝える、さりげない装い。

点灯状態

001 メッキドアミラーカバー
11,000円（消費税抜き10,000円）0.2H〈K8A0〉

材質：樹脂（ABS）

非点灯状態
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Photo：1.5F“EXパッケージ”（2WD）。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。
185/65R15タイヤ＆15×6Jアルミホイールはメーカーオプション。メッキドアミラーカバー、LEDフォグランプを装着しています。
※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。

 架装部位

Exterior Dress Up

002

001

 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。  

5

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12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。



Photo：1.5F“EXパッケージ”（2WD）。内装色はフラクセン。
SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション。フロアマット（ラグジュアリータイプ）を装着しています。

004 フロアマット（ラグジュアリータイプ）*
1台分 34,100円（消費税抜き31,000円）〈A0FG〉

足元に上質感をもたらすフロアマット。車名ロゴはメタル
ネーム仕様。消臭・抗菌機能を備えています。
色：ブラック
材質：ポリプロピレン

005 フロアマット（デラックスタイプ）*
1台分 25,300円（消費税抜き23,000円）〈A0GC〉

車内の快適さをアップします。車名ロゴは刺繍ネーム仕様。
色：ダークグレー
材質：ポリプロピレン

006 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）
（運転席・助手席）*

フロント（運転席・助手席） 11,550円（消費税抜き10,500円）〈A2J6〉

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）

■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。

＊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。

高品質のアイテムで、さらに上質な室内へ。Basic Item

004

005 006

助手席用
ダークグレー

運転席用

■回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車種とは異なります。

フロアに水がこぼれにくい
40mmの縁高形状&ズボン
のすそが濡れにくい段差構造

約40mm

※写真は助手席用

消臭・抗菌
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ブラック

007 サイドバイザー（ベーシック）
1台分 11,000円（消費税抜き10,000円）0.3H〈K0N0〉

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。

008 フルシートカバー（デラックスタイプ）＊1

1台分 26,400円（消費税抜き24,000円）0.7H〈A6E0〉

色［内装色］：ブラック［ブラック］、
　　　　　 グレージュ［フラクセン］
材質:ポリエステル
設定 除く本革シート（メーカーオプション）付車

009 ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）＊1

1台分 17,600円（消費税抜き16,000円）0.3H〈A7D0〉

華やかなレース生地を使用しています。
材質：ポリエステル

010 ハーフシートカバー（デラックスタイプ）＊1

1台分 11,000円（消費税抜き10,000円）0.3H〈A7E0〉

上質なレース生地を使用しています。
材質：ポリエステル

016 字光式ナンバープレート用ブラケット（リヤ）
3,850円（消費税抜き3,500円）0.3H〈K5Z1〉

設定 字光式ナンバープレート付車、除くインテリジェント
クリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）、バック
ガイドモニター（販売店装着オプション）付車
※字光式ナンバープレートを使用する場合は必ずこのブラケットを装着してください。

＊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います。
＊2.SRSサイ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。

011

012

009

007 008

016

010

■ 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

011  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＊3。
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
＊3.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。

012  ベーシック 
［お得なセット価格］
5,940円（消費税込み）  5,390円（消費税抜き4,900円）〈BHHU〉

ナンバーフレーム（ベーシック/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＊3。
ナンバーフレーム表面処理：シルバー塗装
設定 除く字光式ナンバープレート付車
＊3.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。

SRS サイドエアバッグ 対応＊2

SRS サイドエアバッグ 対応＊2SRS サイドエアバッグ 対応＊2

 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。  
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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12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。



設定 1.8X、1.5F“Lパッケージ”、1.5F

コンソールボックスとコンソールサイドポケットの使
い勝手をアップさせる便利アイテム。トレイや仕切り
板の装着により、煩雑になりがちな手回り品をすっ
きりと整理できます。
色：ダークグレー
設定 除く1.5F“EXパッケージ”、1.5F“Lパッケージ”、
1.5F、本革シート（メーカーオプション）、カメラ
別体型ドライブレコーダー（販売店装着オプション）付車
※コンソールボックス用セパレーターのトレイと仕切り板の色は
ブラックのみとなります。

Photo：1.5F“Lパッケージ”（2WD）。内装色はフラクセン。
SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション。革調シートカバー（グレージュ）を装着しています。

017 革調シートカバー＊1

1台分 62,700円（消費税抜き57,000円）1.0H〈A8A1〉

ギャザー＆ダブルステッチ仕様で高級感を演出。
上質な触感がくつろぎのひとときを包みます。
色［内装色］：ブラック［ブラック］、
　　　　　 グレージュ［フラクセン］
材質：ポリウレタン
設定 除く本革シート（メーカーオプション）付車
＊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います。
＊2.SRSサイ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。

018 ウッド調シフトノブ（茶木目）
8,800円（消費税抜き8,000円）〈B7F1〉

019 コンソールセパレーターセット
7,700円（消費税抜き7,000円）0.4H〈D13A〉

ひとつのこだわりが、さらなる上質の空間へと誘う。Interior Item
017

017 018

トレイは設置する深さを変えられます 仕切り板使用時

ペン置き

仕切り板

カード入れ

019 コンソールボックス用セパレーター

SRS サイドエアバッグ 対応＊2

SRS サイドエアバッグ 対応＊2

仕切り板使用時（ダークグレー）

コンソールサイドポケット用
セパレーター（左右）

仕切り板
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26,950円（消費税抜き24,500円）0.4H〈B9DA〉 設定 除く1.8X、1.5F

19,250円（消費税抜き17,500円）0.3H〈B9DB〉 設定 1.8X、1.5F

Photo：1.5F“EXパッケージ”（2WD）。内装色はフラクセン。
SRSサイドエアバッグ＆SRSカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション。エントリーライト、スカッフイルミネーションセット、インテリアイルミネーション（2モードタイプ）、灰皿（高級タイプLED付）を装着しています。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

021 エントリーライト※

13,200円（消費税抜き12,000円）1.7H〈B9J0〉

運転席、助手席のドアトリム下部に高輝度白色LEDを配置。ドア
を開けると足元を明るく照らし、乗る人をやさしく迎え入れます。

022 スカッフイルミネーションセット※

1台分（4枚セット） 27,500円（消費税抜き25,000円）0.6H〈G1HU〉

ドアオープン時、運転席・助手席の足元で、車名ロゴがブルー
のLED照明に美しく浮かび上がります（フロントのみ）。

023 インテリアイルミネーション（2モードタイプ）※

16,500円（消費税抜き15,000円）1.1H〈B9B1〉

ドアオープン時にホワイトの光が足元を照らし、ドアクローズ
後は徐々に減光。ラグジュアリー感を醸し出します。夜間は
スモールライトに連動し、足元を照らします。

024 LEDバルブセット※

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。バニティミラー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。
交換部位：フロントパーソナルランプ（2灯）、バニティミラーランプ
（2灯）、リヤ読書灯（2灯＊）、ラゲージルームランプ（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。
＊除く1.8X、1.5F

025 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。

Illumination Item 柔らかな光がオーナーとゲストを、上品におもてなし。

022021

※写真の色や照度は実際とは異なります。

025

リヤ読書灯フタを閉めた状態

023

ドアオープン時

024

フロントパーソナルランプ、バニティミラーランプ

装着前

ラゲージルームランプ

装着後リヤ読書灯

 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。  

9

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12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。



除く1.8X、1.5F〈M6RU〉　1.8X、1.5F〈M6SU〉

※写真のフィルムはスモーク。

さらに快適なひとときを過ごすために。Comfort Item

026 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・バックガラス）
24,200円（消費税抜き22,000円）

寒冷地仕様車 3.1H  クリア〈F0FE〉、スモーク〈F0FF〉

除く寒冷地仕様車 2.6H  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。
色：クリア、スモーク

027 リモートスタート（LEDアンサーバックタイプ）
66,000円（消費税抜き60,000円）1.1H

遠隔操作でエンジンを始動・停止できるキーシステム。動作
状態をリモコンに音とLED（緑色）の点滅でお知らせします。
サイズ：【リモコン部】L74×W35×H18mm
　　　 【リモコンアンテナ部】211mm（伸長時）

028 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、ツメ等によるボディへの
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。

026

027

028

作動条件 作動内容

外気温 エアコン デフロスター・
デフォッガー

5℃以下 25℃オート ＯＮ

6℃～24℃ ※ OFF

25℃以上 25℃オート OFF

※ 降車時の設定で作動。

●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。　
●一部地域（兵庫県・埼玉県・京都府等）では、車両の停止中にエンジンをみだりに稼働させた場合、条例等に触れ、罰則を受けることが
ありますので十分ご注意ください。
※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。

■エアコン・デフォッガー制御

プロテクションフィルム

※バックガラス部のフィルムは3分割となります。
透過率 約87％（クリア）

約35％（スモーク）

赤外線 約74％カット（クリア）
約53％カット（スモーク）

紫外線 約99％カット

IR（赤外線）カットフィルム
貼付位置
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サイズ：L92×W819mm

ロゴ部分プロテクションフィルム
（リヤバンパー）

大切な荷物の汚れや傷つきを防ぎスマートに収める。Luggage Item

032 ラゲージソフトトレイ
13,200円（消費税抜き12,000円）〈J0A1〉

大切な荷物の傷つきやトランクルーム内の汚れを防ぎ、表面
に滑り止めと撥水・防水加工を施したトレイです。外周緑付
で濡れたものの収納に便利です。車名ロゴ入り。
色：ブラック
材質：ポリエステル＋ポリウレタンフィルム＋ポリウレタン＋
ポリエステルの4層ラミネート

033 トランクマット（カーペットタイプ）
7,700円（消費税抜き7,000円）〈A2A0〉

トランクルームを汚れから守るカーペットタイプです。
色：ブラック
材質：ポリプロピレン

034 ラゲージトレイ
12,100円（消費税抜き11,000円）〈i8B0〉

完全防水のトレイタイプなので、濡れたものも気にせず積み
込めます。
色：ブラック
材質：樹脂（軟質オレフィン）

035 ロングラゲージマット
15,400円（消費税抜き14,000円）〈A2E0〉

リヤ席のシートアレンジに対応する撥水機能付のラゲージ
マット。フルフラットスペース全体をカバーするので、シート
を汚す心配がありません。
色：ブラック
材質：ポリエステル

036 プロテクションフィルム（リヤバンパー）
11,000円（消費税抜き10,000円）0.5H〈S1AL〉

荷物の積み降ろし時にリヤバンパー上部への傷つきを防ぎ
ます。
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。

032

033

035

034

036

 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。  

11

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12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。



運転サポート機能で、ドライブをもっとスムーズに。Driving Support
040 フェンダーランプ（デザインタイプ）
13,200円（消費税抜き12,000円）

除くインテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）付車 0.8H〈K2J0〉

インテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）付車 1.2H〈K2J1〉

スモールランプに連動してポールの先端がブルーに点灯。
運転席から見やすい高さに無段階で調整（手動）できます。
ポールの長さ：約320～410mm
※写真の色や照度は実際とは異なります。

★サポトヨプラスについて詳しくは  P14参照
   
041 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、視認性を向上。太陽光により
親水性の回復および自己回復効果が持続します。また、
ブルーの鏡面がオシャレを演出します。

042 リヤフォグランプ（右側のみ）
29,700円（消費税抜き27,000円）

霧・降雪時に後方からの視認性をアップ。
設定 寒冷地仕様車
※写真の色や照度は実際とは異なります。

対象
グレード

フロント
フォグランプ

インテリジェント
クリアランスソナー 取付時間 追工

有 無 有 無

1.8X・1.5F ● ×
● × 1.8H DAHU

× ● 1.4H DASU

除く
1.8X・1.5F

● × 標準装備 × 1.8H DAGU

1.5F“L
パッケージ” × ● 標準装備 × 1.8H DAQU

1.5F × ●
● × 1.8H DARU

× ● 1.4H DBAU

●：設定あり　×：設定なし

041 042

装着後 装着前

040

伸長時 収縮時

061 ドアエッジプロテクター（ステンレス製）
1台分7,700円（消費税抜き7,000円）0.4H〈K6A0〉

質感と耐久性に優れたステンレス製。
ドア開閉時に傷つきやすいエッジをガードします。

062 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〉

色：ホワイト、スーパーシルバー、
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
※1台分はフロント・リヤそれぞれ1セット（合計2セット）必要です。
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

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

064 クリーンボックス
6,600円（消費税抜き6,000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

065 キー付ホイールナット
11,000円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

設定 アルミホイール付車

066 カーカバー（防炎タイプ）
19,800円（消費税抜き18,000円）〈K7B2〉

材質：ポリエステル100％

■装着部位

065 066

061 062

063 064

閉開（インナーケース付）開閉

Other Item 使いやすい機能的なアイテムをプラスワン。

無
段
階
調
整
可
能

★
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043 オートアラームセット（セルフパワーサイレン付）
49,500円（消費税抜き45,000円）1.5H〈M6LU〉

スマートエントリー＆スタートシステムおよびワイヤレスドア
ロックリモートコントロールに連動して自動的に盗難警報シ
ステムをON/OFFします。車両バッテリーが外された際や、
ホーン配線が切られた時でも異常を検知した際には、バッテリー
内蔵サイレンが警報を発します。LEDインジケーター付。
T-Connectナビ（販売店装着オプション）DCMパッケージ
装着車の場合、マイカーSecurity対応のオートアラーム
機能がご利用いただけます。
●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。

044 オートアラーム（ベースキット・多重）
33,000円（消費税抜き30,000円）1.0H〈M6K8〉

045 オートアラーム（セルフパワーサイレン）
16,500円（消費税抜き15,000円）0.7H〈M6K4〉

設定 オートアラーム（ベースキット・多重）付車

046 車載防災セット
13,200円（消費税抜き12,000円）〈J1K0〉

緊急避難時に想定される帰宅支援用・車内待機用のアイテム
を、リュックタイプの搭載ケースに収納。ラゲージ内平面に搭載
しやすく持ち運びしやすいリュック形状に加え、マジックテープ
固定により搭載時のズレを防止できます。
※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。

047 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。

048 三角表示板
2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

049 合金鋼チェーンスペシャル＊

20,240円（消費税抜き18,400円）〈V1CA〉

設定 タイヤサイズ195/65R15付車
20,130円（消費税抜き18,300円）〈V1CA〉

設定 タイヤサイズ195/55R16付車

050 スチールチェーン（樹脂ケース入り）＊

10,010円（消費税抜き9,100円）〈V1A0〉

設定 タイヤサイズ185/65R15付車

051 バイアスロンチェーン＊

33,000円（消費税抜き30,000円）〈V1B1〉

設定 タイヤサイズ195/65R15付車

＊■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。

＊ T-Connectナビ（販売店装着オプション）DCMパッケージの装着が必要です。DCMをご利用の場合、基本利用料は初年度無料、2年目以
降13,200円／年（税込み）となります。

043

046

047 048

049 050 051

異常検知機能 警報

ドア
こじ開け

室内
侵入

車両バッテリー ハザード
点滅 ホーン 通知 サイレン

外し 再装着

043
  マイカー Security＊＋

　   オートアラームセット（セルフパワーサイレン付） ○ ○
（ガラス割れ）

○ ○ ○ ○ ○
（メールおよび電話へ）

○

043
  オートアラームセット

　   （セルフパワーサイレン付） ○ ○
（ガラス割れ）

○ ○ ○ ○ × ○

044   マイカー Security＊＋
　　 オートアラーム（ベースキット・多重） ○ ○

（ガラス割れ） × ○ ○ ○ ○
（メールおよび電話へ） ×

044   オートアラーム（ベースキット・多重） ○ ○
（ガラス割れ） × ○ ○ ○ × ×

セット内容
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）

＋さらに安心044  オートアラーム（ベースキット・多重）

抑止機能 LEDインジケーター、警告ステッカー

異常検知機能 
⇒ 警報①

ドアこじ開け、侵入センサー（ガラス割れ）、
バッテリー外し後の再装着
⇒ 車両ホーン、ハザード点滅

045  オートアラーム（セルフパワーサイレン）

警報②
車両バッテリーが外された際や、
ホーン配線が切られたときでも異常を
検知した際にはバッテリー内蔵サイレンが警報。

警告ステッカー
※写真は説明のために黒い背景に置い
た状態。実際のステッカーの地色は透明
となります。

●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。

043 オートアラームセット（セルフパワーサイレン付）

■セキュリティ機能比較

1

4

98

5 6

7

2

3

LEDインジケーター（運転席インパネ上）
※写真は当該車両とは異なります。

Security & Safety 万一に備えるアイテムで、安心のカーライフを。

10 11 12

 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。  

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12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。



052 サイドサポートパッド（シートエプロンタイプ）
21,780円（消費税抜き19,800円）〈B0E4〉

リヤ席専用。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：【シートエプロン背部】ポリ塩化ビニル、【シートエプロン座面・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

052

070 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：ヘッドレスト部

    
068 安心ドライブパッケージ 069＋070 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〉

069 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、リヤシート左右席

055 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

053 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〉

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、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）
※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。

054 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ラクに握ることができます。
取付位置：リヤシート左右席（アシストグリップ）

    
067 同乗者サポートパッケージ 053＋054 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〉

＊1.写真は当該車両とは異なります。

＊「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/

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。 詳しくはこちらをCheck！

055

053

069 070

054
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For Children 小さな家族とのドライブに欠かせない必須アイテム。

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

058 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）

059 NEO G-Child ISO tether★1

1台分 60,500円（消費税抜き55,000円） 〈77EF〉

NEO ISOベース 38,500円（消費税抜き35,000円） 〈77DD〉

サイズ：L475×W435×H630mm（本体のみ）

060 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

057

059 060

058

カジュアル ナチュラル モダン

ベビーシート
として使用

チャイルドシート
として使用 カジュアル（最大時） ナチュラル（最小時）

★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 ナチュラル モダン

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）

057  NEO G-Child baby
シートベルト × ○ × 後向き
シートベルト ▲★2 ○ × 前向き

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

059  NEO G-Child ISO tether ★1
シートベルト × ○ ○ 後向き
シートベルト ▲★2 ○ ○ 前向き

ISO FIX × ○ × 前向き
060  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　　　　　　　　

056 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

072 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

071 コンフォートクッション＊1

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

056

＊2.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。
※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。
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セット内容
❶ ワンタッチ便器（1個）＊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

072

071

※FINE REVOはアイシン精機
株式会社の登録商品です。

公益財団法人日本デザイン振興会

＊1.写真は当該車両とは異なります。

 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。  

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。

 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。  

15

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12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。



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12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、お近くのプレミオ取扱店または、下記へ

ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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

ベース車両および純正用品（P.2〜15）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


