A C C E S S O R I E S & C U S T O M I Z E C ATA L O G U E

自 分 らしくス タイルアップ。

にプ ラス α の 個 性 を！

そ の スタイル にプラスα のワクワクを 。

P.04-05

P.08-09

P.16-17
02

C O N TEN TS

エクステリア
P.04-05 Styling Package Ver.A

インテリア
P.18-19 インテリアセット

P.06-07

Styling Package Ver.B

P.20

クオリティアップ アイテム

P.08-09

MODELLISTA CROSS STYLE

P.21

ラゲージアイテム

P.10-11

MODELLISTA

P.12-13

MODELLISTA

P.22-23

For G“ツーリングセレクション”/S“ツーリングセレクション”

P.24-25

運転支援 / セキュリティ&ガードアイテム / ベーシックアイテム

P.14-15

MODELLISTA SELECTION

P.26-27

サポトヨプラス

P.16-17

TRD Sportivo

P.28

おすすめアイテム

安心・快適

コンフォートアイテム / チャイルドシート

便 利 アイテム でプラスα の 快 適 ＆ 安 心 を 。

左右からのクリアな光で、夜間も荷物の出し入れがスムーズ。 ラゲージルームランプ

P.21・28

さっと引っ張るだけでラゲージの目隠し完了。

トノカバー

スタイリッシュでしかも消臭・抗菌機能付。

フロアマット（ラグジュアリータイプ）

特別な時間を、光が美しく彩る。 おもてなしイルミセット

P.21

P.28

撥水、
防水機能付だから、
レジャーにも活躍。

ラゲージソフトトレイ

P.21

P.20

乗降時のミラー操作が不要。

オートリトラクタブルミラー

P.24

本格スポーツモデルのカスタムが楽しめる。
標準グレードに装着可能なGRパーツもご用意しています。
詳しくは車両カタログの
「GR PARTS PRIUSα DEALER OPTION」
をご覧ください。
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トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

Styling Package Ver.A
シンプルでありながら主張ある表情に。洗練のエアロスタイル。

Photo: S（7人乗り）。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。
エアロパーツセット、Aピラーガーニッシュ、エアロスタビランジングフィン、LEDフォグランプ（イルミネーション付/ホワイト）を装着しています。

001

エアロパーツセット

設定

G、S、S“Lセレクション”

002 フロントスポイラー

フロントフェイスをワイド＆ローに仕立てるエアロパーツ。
表情にスポーティで迫力あるアクセントを与えます。
色：全ボディカラー対応 材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約44mmダウン
設定 除くGR SPORT

42,900円（消費税抜き39,000円）0.8H〈E020〉

04

価格表記について

0.0H

002 ＋003 ＋004

003

の合計金額114,400円
（消費税抜き104,000円）

サイドスパッツ

サイドビューを精悍に引き締め、
デザイン性を高めます。
また、
泥や小石の跳ね上げからボディを守ります。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約3mmダウン
設定 除くGR SPORT
（消費税抜き40,000円）0.7H〈Q4E0〉
1台分44,000円

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）
ʼ20年8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。

94,600円（消費税抜き86,000円）2.1H 〈PN0U〉

004 リヤバンパースポイラー

リヤまわりに低重心感を強調。
後ろ姿の存在感を際立
たせます。
色：全ボディカラー対応 材質：樹脂
（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより約40mmダウン
設定 G、
S、
S“Lセレクション”

27,500円（消費税抜き25,000円）0.6H〈F013〉

装着部位

005

005

Aピラーガーニッシュ

スポーティなカーボン調のステッカーで、
より躍動感のあるサイドビューへ。

006

5,500円（消費税抜き5,000円）
1.0H〈03L1〉

007

002

003

004

イルミネーション点灯時

006

エアロスタビライジングフィン

F1で蓄積された空力技術を結実させたエアロスタビ

ライジングフィンをリヤピラーに配置。
気流に小さな渦
を発生させて車体を左右から押さえつけ、
操縦安定性を
確保します。
色：全ボディカラー対応
材質：合成ラバー
（EPDM）

16,500円（消費税抜き15,000円）0.4H〈P3Q0〉

007

フォグランプ点灯時

LEDフォグランプ（イルミネーション付/ホワイト）

ホワイトの光が上品に光るイルミネーション付フォグランプ。
イグニッション
フォグランプ点灯時には消灯します。
ONでイルミネーションが点灯し、
また、
夜間でもフォグランプとイルミネーションの選択が可能です。
光束:730lm 色温度:5,000K
設定 除くS“Lセレクション”、
コーナーセンサー
（ボイス４センサー）
、
GR SPORT、
コーナービューモニター（販売店装着オプション）、
ブラインドコーナーモニター
（販売店装着オプション）
付車

009 プレミアムホーン

高級感あふれるデザインと高音質を
お楽しみください。
保安基準適合品。

5,500円（消費税抜き5,000円）
0.7H〈M5C2〉

88,000円（消費税抜き80,000円）1.3H〈K192〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

■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。

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 60,0 0 0 km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。
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トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

010

メッキガーニッシュセット

設定

011

011＋012＋013 の合計金額82,500円
（消費税抜き75,000円）
除くGR SPORT、
ドアエッジプロテクター
（ステンレス製）
付車

ロアグリルガーニッシュ

012

ロアグリルを縁取る細く美しいメッキが
大人の上質感を演出します。
＋メッキ
材質：樹脂
（ABS）
設定 除くGR SPORT

38,500円（消費税抜き35,000円）0.5H〈L2FG〉
※“ツーリングセレクション”および 002 装着車はスポイラーが付くため形状が変わります。

74,800円（消費税抜き68,000円）1.4H 〈BATU〉

サイドプロテクションモール

サイドビューに気品あるアクセントをプラス。
ボディへの傷つきも防止します。
色：全ボディカラー対応
材質：
【本体】
樹脂
（ポリプロピレン）
、
【メッキモール】
樹脂
（塩化ビニル）
＆
クロム蒸着ペットフィルム
設定 除くドアエッジプロテクター
（ステンレス製）
付車

33,000円（消費税抜き30,000円）0.6H〈Q8D0〉

06

価格表記について

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）
ʼ20年8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。

013

メッキドアミラーカバー

メッキの輝きが高級感をプラスし、エクステリア
にアクセントを加えます。
＋メッキ
材質：樹脂（ ABS ）

11,000 円（消費税抜き10,000 円）0.3H 〈K8AB 〉

Styling Package Ver.B
プレミアムな輝きが存在感を際立たせる、メッキスタイル。
015

装着部位

014
013

Photo: G“ツーリングセレクション”（7人乗り）。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。
樹脂パノラマルーフはメーカーオプション。メッキガーニッシュセット、フロントメッキガーニッシュ、
サイドウインドゥモール（メッキ調）、ドアハンドルガーニッシュ、フューエルリッドガーニッシュ、
リヤバンパーステップガードを装着しています。

012

017

011

014 フロントメッキガーニッシュ

太く迫力あるメッキがフロントフェイスに高級感と存在感
を創出します。
材質：樹脂
（ABS）
＋メッキ
設定 除くGR SPORT

22,000円（消費税抜き20,000円）0.4H〈U014〉

017

015

サイドウインドゥモール
（メッキ調）

メッキ調のモールをウインドゥ下側に施すことにより
上質感を高めます。
材質：樹脂
（ABS）
設定 除くドアエッジプロテクター
（ステンレス製）
付車

51,700円（消費税抜き47,000円）0.5H〈G1F4〉

ドアハンドルガーニッシュ

ブラック＆ブルーのツートーンのステッカー
が、
ドアハンドルをスポーティに飾ります。
TOYOTA ロゴ入り。

4,070 円（消費税抜き3,700 円）
0.5H 〈 R8J0 〉

■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。

016

018

016

リヤバンパーステップガード

荷物の積み降ろし時のバンパーステップの傷つきを防止。
リヤビューのさりげないアクセントにもなります。
車名ロゴ入り。 材質：ステンレススチール
設定 除くGR SPORT

12,100 円（消費税抜き11,000 円）0.2H 〈Q1A0 〉

018 フューエルリッドガーニッシュ

ハイブリッドらしい先進的なブルーの
ステッカーで、
スポーティな印象を深めます。
TOYOTA ロゴ入り。

3,300 円（消費税抜き3,000 円）
0.3H 〈 R8J1 〉

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 60,0 0 0 km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。
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モデリスタパーツ
（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。

（販売店取付）

Photo: MODELLISTA CROSS STYLE（ベース車両はG［5人乗り］）。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。インテリジェントパーキングアシストはメーカーオプション。
MODELLISTAクロスキットA、フロントグリルガーニッシュ（メッキ）、スポーツマフラー、トップノットアンテナを装着しています。 ※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。

301
333

MODELLISTA クロスキットA
MODELLISTA クロスキットB

302 フロントスポイラー

除く“ツーリングセレクション”、
GR SPORT 231,000円（消費税
のセット 設定 LEDフロントフォグランプ付車、
除くGR SPORT 173,800円（消費税抜き158,000円）3.9H 除く“ツーリング
のセット 設定 LEDフロントフォグランプ付車、

302＋303＋304＋305＋327
302＋303＋304＋305

フロントフェイスをラギッドテイストに変化させるアイテムです。
ダークカラーのスポイラー中央にはワイドなスキッドプレート
デザインを採用することでスポーツギア感をＵＰさせています。
色：グレーメタリック
〈1G3〉
＋艶消しシルバー
材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約13mmダウン
設定 LEDフロントフォグランプ付車、
除くGR SPORT

303 フェンダーガーニッシュ

足元の力強さを強調するオーバーフェンダー。
ボディ全
体のイメージを存在感のあるスタイルに仕上げます。
色：グレーメタリック
〈1G3〉
材質：樹脂
（PPE）
設定 除くGR SPORT

49,500円（消費税抜き45,000円）1.0H〈WB30〉

51,700円（消費税抜き47,000円）

304

サイドスカート

ダークカラーに塗られたサイドスカートがクロススタイル
らしい力強さを創出しています。
色：グレーメタリック
〈1G3〉
材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約20mmダウン
設定 除くGR SPORT

49,500円（消費税抜き45,000円）1.5H〈WA47〉

0.7H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA42〉
、
1.5H “ツーリングセレクション”
〈WA45〉

※艶消し塗装部への艶出し用ワックスのご使用はお控えください。
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価格表記について

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）ʼ20年8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。

■各ボディカラー装着イメージ

×
ィブ
アクテ

。
イル
スタ
ス
ロ
るク
ロす
ク
とシン
自由
。
ン
ョ
パッシ
323

303

303

装着部位

315

304
327

302

305

325

327

抜き210,000円）6.1H 〈WA51〉
セレクション”〈WA41〉、4.9H “ツーリングセレクション”〈WA44〉

305 リヤスカート

ダークカラーのスカート中央に、
スキッドプレート形状に
アレンジされたディフューザーを配置。
スポーツテイストの
高い、
新しいスタイルのリヤビューを作り出しています。
＋艶消しシルバー
色：グレーメタリック
〈1G3〉
材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約18mmダウン
設定 除くGR SPORT

52,800円（消費税抜き48,000円）

0.7H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA43〉
、
0.9H “ツーリングセレクション”
〈WA46〉

※艶消し塗装部への艶出し用ワックスのご使用はお控えください。

327

16インチ アルミホイールセット

〈マットブラック×
MODELLISTA X-CLAW（エクスクロー）

ポリッシュ〉
「クロススタイル」
の足元をより魅力的に見せる、
かぎ爪を連想させる存在感あるスポークデザインが特徴
です。
半艶消しブラック塗装はリム部を中心にモダンに
切削されて、
コントラストの高いラギッドなコーディネート
を実現しています。
剛性感と軽量化を高い次元でバランス
させた、
モデリスタオリジナルデザインホイールです。
サイズ：16×6.5J
設定 除く“ツーリングセレクション”、
GR SPORT
（消費税抜き64,000円）2.2H〈WB03〉
1台分70,400円

※価格には、
ナット・センターキャップ・バルブも含まれます。
※タイヤは標準装備されているものを使用。

■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 ■モデリスタパーツは、㈱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あり、トヨタ
純正用品ではありません。 ■ 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。

保証

モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、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 20,0 0 0 kmまでとなります。

※詳細につきましては、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。
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モデリスタパーツ
（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。

（販売店取付）

知的×上質。アヴァンギャルドに決めるか、シンプルに攻めるか。

306

設定

MODELLISTA エアロキットA

除くGR SPORT
LEDフロントフォグランプ付車、

308 ＋ 309 ＋ 310

のセット

127,600円（消費税抜き116,000円）

塗装済

2.9H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA11〉
、
3.9H “ツーリングセレクション”
〈WA31〉

107,800円（消費税抜き98,000円）

素 地

2.9H 10.0H “除くツーリングセレクション”
〈WA12〉
、
3.9H 10.0H “ツーリングセレクション”
〈WA32〉

307

設定

MODELLISTA エアロキットB

除くGR SPORT
LEDフロントフォグランプ付車、

308 ＋ 309 ＋ 311

のセット

192,500円（消費税抜き175,000円）

塗装済

4.8H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA19〉
、
5.8H “ツーリングセレクション”
〈WA37〉

176,000円（消費税抜き160,000円）

素 地

4.8H 10.0H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA20〉
、
5.8H 10.0H “ツーリングセレクション”
〈WA38〉

10

308 フロントスポイラー

価格表記について

立体が重なったような特徴的なフロントスポイラー。
左右に
大胆なクサビ形状のメッキ調ガーニッシュを配置し、
ワイド
＆ローなフロントフェイスを作り出しています。
材質：樹脂
（PPE） 地上高：オリジナルより約14mmダウン
設定 LEDフロントフォグランプ付車、
除くGR SPORT

51,700円（消費税抜き47,000円）

塗装済

0.7H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA13〉
、
1.5H “ツーリングセレクション”
〈WA33〉

48,400円（消費税抜き44,000円）

素 地

0.7H 4.0H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA14〉
、

309

サイドスカート

後方へと駆けあがるように入れられたキャラクターラインが、
フロントスポイラーからリヤスカートまでの流れるような
一体感を作り出します。
材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約20mmダウン
設定 除くGR SPORT

49,500円（消費税抜き45,000円）1.5H〈WA15〉
40,700円（消費税抜き37,000円）

塗装済

素 地

1.5H 5.0H 〈WA16〉

1.5H 4.0H “ツーリングセレクション”
〈WA34〉

0.0H

は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装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）ʼ20年8月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費、塗装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。

323
装着部位

316
315

319

317

317

313

318

318

319

324

309

310

311

328

325

308

塗装済設定色

070

1G3

218

ホワイトパール
クリスタルシャイン

グレー
メタリック

アティチュード
ブラックマイカ

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

311 リヤ“インテグレート”スタイル

サイドからの流れを感じるシャープでダイナミックな造形の中に、
ステンレスのビルトインマフラーカッターを配し先進のリヤ
スタイルを演出します。
また、
下端には空気の流れを感じさせる
ディフューザー形状を融合しスポーティーさも表現します。
材質：樹脂
（PPE） 地上高：オリジナルより約72mmダウン
設定 除くGR SPORT

107,800円（消費税抜き98,000円）

塗装済

2.6H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA21〉、2.8H “ツーリングセレクション”〈WA39〉

102,300円（消費税抜き93,000円）

素 地

2.6H 4.0H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA22〉
、
2.8H 4.0H “ツーリングセレクション”
〈WA40〉

310 リヤスカート

コントラストが際立つブラックアウトされたディフューザー
スタイルがリヤビューを軽快に見せています。
材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約5mmダウン
設定 除くGR SPORT

46,200円（消費税抜き42,000円）

塗装済

0.7H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA17〉、0.9H “ツーリングセレクション”〈WA35〉

37,400円（消費税抜き34,000円）

素 地

0.7H 4.0H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA18〉
、
0.9H 4.0H “ツーリングセレクション”
〈WA36〉

［フロント・リヤ/右］MODELLISTA（ベース車両
Photo：
はS［7人乗り］）。
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。
MODELLISTAエアロキットA 、クールシャインキット、
ロアグリルガーニッシュ
（メッキ）、
フェンダーイルミアー
チ、
スポーツマフラー、
トップノットアンテナ、
カラードドア
ミラーアームカバー、18インチアルミホイール＆タイヤ
セット
（MODELLISTA WingDancer V〈ガンメタリック
×ポリッシュ〉
＆ヨコハマタイヤ BluEarth RV-02）
を装着
しています。
［リヤ/左］MODELLISTA（ベース車両はS［7人
Photo：
乗り］
）
。
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。
MODELLISTAエアロキットB 、クールシャインキット、
フェンダーイルミアーチ、
トップノットアンテナ、
カラード
ドアミラーアームカバー、
18インチアルミホイール＆タイヤ
セット
（MODELLISTA WingDancer V〈ガンメタリック
×ポリッシュ〉
＆ヨコハマタイヤ BluEarth RV-02）
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。

※車両左側のマフラーカッターは、ステンレスのダミーになります。
（排気は右側のみになります）
※装着の際、純正マフラーの加工が必要となります。
■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 ■モデリスタパーツは、㈱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あり、トヨタ
純正用品ではありません。 ■ 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。

保証

モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、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 20,0 0 0 kmまでとなります。

※詳細につきましては、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。
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モデリスタパーツ
（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。

（販売店取付）

for G“ツーリングセレクション”/S“ツーリングセレクション”
クール×スタイリッシュ。洗練された魅力で視線を奪うプレミアムスタイル。

335
設定

MODELLISTA エアロキットC

G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション”

312 ＋ 309 ＋ 310

素

のセット

116,600円（消費税抜き106,000円）3.1H〈WA61〉
地94,600円
（消費税抜き86,000円）3.1H 10.0H 〈WA62〉

塗装済

337 ＋ 309 ＋ 310

のセット

126,500円（消費税抜き115,000円）3.1H〈WA63〉
素地＊ 110,000円
（消費税抜き100,000円）3.1H 7.5H 〈WA64〉
塗装済

336
設定

MODELLISTA エアロキットD

G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション”

312 ＋ 309 ＋ 311

素

のセット

180,400円（消費税抜き164,000円）5.0H 〈WA65〉
（消費税抜き147,000円）5.0H 10.0H 〈WA66〉
地161,700円

塗装済

337 ＋ 309 ＋ 311

のセット

191,400円（消費税抜き174,000円）5.0H 〈WA67〉
（消費税抜き162,000円）5.0H 7.5H 〈WA68〉
素地＊ 178,200円

塗装済

337 フロントアンダー

リップスポイラー（メッキ）

華麗なメッキの輝きが、
フロントの表情に高級感をプラス
します。
材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約40mmダウン
設定 G“ツーリングセレクション”、
S“ツーリングセレクション”

47,300円（消費税抜き43,000円）0.7H〈WA01〉

312 フロントアンダーリップスポイラー

スポーティーな形状が、
フロントの表情を精悍に変化
させます。
材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約40mmダウン
設定 G“ツーリングセレクション”、
S“ツーリングセレクション”

38,500円（消費税抜き35,000円）0.7H〈WA02〉
33,000円（消費税抜き30,000円）0.7H 3.0H 〈WA03〉

塗装済

素 地

＊サイドスカート・リヤ“インテグレート”スタイル・リヤスカートのみ素地品となります。

12

価格表記について

0.0H

は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装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）ʼ20年8月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費、塗装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。

装着部位

323
316
315

塗装済設定色

317

317

070

1G3

218

ホワイトパール
クリスタルシャイン

グレー
メタリック

アティチュード
ブラックマイカ

313
328

309

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

328

309

312

328

318

325

337

Photo：［フロント/左・リヤ］MODELLISTA for G“ツーリングセレクション”/S“ツーリングセレクション”（ベース車両はG“ツーリングセレクション”［7人乗り］）。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。

樹脂パノラマルーフはメーカーオプション。フロントアンダーリップスポイラー（メッキ）、サイドスカート、クールシャインキット、ロアグリルガーニッシュ（メッキ）、スポーツマフラー、
トップノットアンテナ、18インチアルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancer V〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ BluEarth RV-02）を装着しています。
［フロント/右］MODELLISTA for G“ツーリングセレクション”/S“ツーリングセレクション”（ベース車両はS“ツーリングセレクション”［5人乗り］）。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャインは〈070〉はメーカーオプション。
フロントアンダーリップスポイラー、フロントグリルガーニッシュ（メッキ）、ミラーガーニッシュ（メッキ）、ロアグリルガーニッシュ（メッキ）、スポーツマフラー、
トップノットアンテナ、18インチアルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancer V〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ BluEarth RV-02）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。

309

サイドスカート

後方へと駆けあがるように入れられたキャラクターラインが、
フロントスポイラーからリヤスカートまでの流れるような
一体感を作り出します。
材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約20mmダウン
設定 除くGR SPORT

49,500円（消費税抜き45,000円）1.5H〈WA15〉
地40,700円
（消費税抜き37,000円）

塗装済
素

1.5H 5.0H 〈WA16〉

311 リヤ“インテグレート”スタイル

サイドからの流れを感じるシャープでダイナミックな造形の中に、
ステンレスのビルトインマフラーカッターを配し先進のリヤ
スタイルを演出します。
また、
下端には空気の流れを感じさせる
ディフューザー形状を融合しスポーティーさも表現します。
材質：樹脂
（PPE） 地上高：オリジナルより約72mmダウン
設定 除くGR SPORT

107,800円（消費税抜き98,000円）

塗装済

2.6H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA21〉
、
2.8H “ツーリングセレクション”
〈WA39〉

102,300円（消費税抜き93,000円）

素 地

2.6H 4.0H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA22〉
、
2.8H 4.0H “ツーリングセレクション”
〈WA40〉

310 リヤスカート

コントラストが際立つブラックアウトされたディフュー
ザースタイルがリヤビューを軽快に見せています。
材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約5mmダウン
設定 除くGR SPORT

46,200円（消費税抜き42,000円）

塗装済

0.7H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA17〉
、
0.9H “ツーリングセレクション”
〈WA35〉

37,400円（消費税抜き34,000円）

素 地

0.7H 4.0H 除く“ツーリングセレクション”
〈WA18〉
、
0.9H 4.0H “ツーリングセレクション”
〈WA36〉

※車両左側のマフラーカッターは、ステンレスのダミーになります。
（排気は右側のみになります）
※装着の際、純正マフラーの加工が必要となります。
■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 ■モデリスタパーツは、㈱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あり、トヨタ
純正用品ではありません。 ■ 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。

保証

モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、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 20,0 0 0 kmまでとなります。

※詳細につきましては、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。
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モデリスタパーツ
（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。

（販売店取付）

314

クールシャインキット

315 ＋ 316 ＋ 317 ＋ 318

315 フロントグリルガーニッシュ
（メッキ）

材質：樹脂
（ABS） 設定 除くGR SPORT

25,300円（消費税抜き23,000円）
0.5H 〈WB35〉

338

のセット 設定 除くGR SPORT

316 ミラーガーニッシュ
（メッキ）

材質：樹脂
（ABS）

16,500円（消費税抜き15,000円）
0.5H 〈WB36〉

LEDトップノットアンテナ

317

77,000円（消費税抜き70,000円）3.0H 〈WB34〉

サイドドアガーニッシュ
（メッキ）

材質：樹脂
（ABS） 設定 除くGR SPORT

37,400円（消費税抜き34,000円）
1.5H 〈WB37〉

323 トップノットアンテナ

材質：樹脂
（ABS）

27,500円（消費税抜き25,000円）2.5H 〈WB78〉
26,400円（消費税抜き24,000円）2.5H 1.0H 〈WB79〉

324

材質：樹脂
（ABS）

16,500円（消費税抜き15,000円）0.5H 〈WB92〉
14,300円（消費税抜き13,000円）0.5H 1.0H 〈WB93〉

13,200円（消費税抜き12,000円）

カラードドアミラーアームカバー

材質：樹脂
（ABS）

塗装済

塗装済

塗装済

素 地

素 地

※使用エリアや状況により受信感度（FM、AM、VICS）が低下することがあります。
※塗装済設定色：スーパーホワイトII〈040〉、ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、
グレーメタリック〈1G3〉、アティチュードブラックマイカ〈218〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

0.5H 〈WB38〉

素 地

※塗装済設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、グレーメタリック
〈1G3〉、
アティチュードブラックマイカ〈218〉
※写真は当該車両とは異なります。
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※クリアランスランプ連動のLEDイルミネーションを内蔵。

318

材質：樹脂
（ABS） 設定 除くGR SPORT

13,200円（消費税抜き12,000円）0.5H 〈WB39〉
11,000円（消費税抜き10,000円）0.5H 1.5H 〈WB40〉

※車両前側のみのカバーです。
車両後ろ側はカバーされません。
※塗装済設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、グレーメタリック
〈1G3〉、
アティチュードブラックマイカ〈218〉

点灯時

313

ロアグリルガーニッシュ
（メッキ）

材質：樹脂
（ABS）
設定 除くGR SPORT

24,200円（消費税抜き22,000円）0.5H〈WB31〉

325

スポーツマフラー

サイズ：100×60mm オーバルデュアル

設定

除くGR SPORT

71,500円（消費税抜き65,000円）0.5H〈WB11〉

※ 307 MODELLISTAエアロキットB、336 MODELLISTAエアロキットD、
311 リヤ“インテグレート”スタイルとの同時装着はできません。

消灯時

319 フェンダーイルミアーチ

材質：樹脂
（ABS）
設定 除くGR SPORT

85,800円（消費税抜き78,000円）2.0H
〈WB32〉
、
ハロゲンヘッドランプ車
〈WB33〉
LEDヘッドランプ車

※前後左右4点セットとなります。 ※写真の色や照度は実際とは異なります。
※フェンダーイルミアーチ装着後にはバンパー脱着作業ができなくなります。

328

18インチ アルミホイール＆
タイヤセット

MODELLISTA WingDancerV〈ガン
メタリック×ポリッシュ〉
＆ヨコハマタイヤ
BluEarth RV-02

サイズ：18×7.5J & 225/45R18
設定 除くGR SPORT

（消費税抜き250,000円）
1台分275,000円
0.5H〈WB01〉

※価格には、
ナット・センターキャップ・バルブも含まれます。
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価格表記について

0.0H

329

16インチ アルミホイールセット

〈ナイトガン
KYOHO SMACK スパロー

メタリック×ポリッシュ〉
サイズ：16×6.5J
設定 除く“ツーリングセレクション”、

GR SPORT

（消費税抜き48,000円）
1台分52,800円
2.2H〈WB02〉

※価格には、
ナット・センターキャップ・バルブも含まれます。
※タイヤは標準装備されているものを使用。

は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装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）ʼ20年8月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費、塗装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。

プラネットブルー

330

木目調

ピアノブラック

インテリアパネルセット

アクティブな印象を演出する
「オレンジメタリック」、
先進性をグラデーションで表現した「プラネットブルー」、
モダンで上質な室内空間を演出する
「木目調（半艶
消し）」、艶のあるセクシーなインテリアを作り出す
「ピアノブラック」
の4色を用意しました。
設定 除くGR SPORT、
T-Connectナビ９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車

35,200円（消費税抜き32,000円）1.0H

〈WB41〉
、
〈WB42〉
、
オレンジメタリック
プラネットブルー
〈WB43〉
、
〈WB44〉
木目調
ピアノブラック

オレンジメタリック

パネル 6 点セット

装着前

■START UP MODE

キーON-OFF時には光の回転と音に
よってSTART UPをお知らせします。

■FUNCTIONAL MODE

お車の走行状態に応じて、光が点滅や回転をしながら
さまざまな色に変化します。
車両停止時

モーター走行時

エンジン＋
モーター走行時

エンジン
高回転時＊1

フロントパーソナルランプ/バニティミラーランプ

■ILLUMINATION MODE

自動で光が点滅しながら、さまざまな色に変化します。
● START UP MODE は、READY-ON( 走行可能になる状態 ) で入ります。● START UP MODE 以外では、
スイッチ操作で、
「 FUNCTIONAL MODE 」、
「 ILLUMINATION MODE 」の切り替えができます。
＊ 1. エンジンが約 3000 回転を超えるとこのモードに移行します。

331 ファンクショナルLED

ドームランプ

332

ドアカーテシランプ

ラゲージルームランプ

LEDルームランプセット（フロントパーソナルランプ、ドームランプ、
バニティミラーランプ、
ドアカーテシランプ、
ラゲージルームランプ）

車両の走行状態を、
シフトレバーを囲むイルミネーションで表現。
システム起動時には、
音と光で先進性を演出します。
設定 除くGR SPORT、
（販売店装着オプション）
付車
T-Connectナビ９インチモデル

より洗練されたインテリアへと魅力を一新。
LEDのクリアな光でハイブリッドカーらしい、

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真のメーター表示や画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態
を示すものではありません。

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※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。

35,200円（消費税抜き32,000円）2.0H〈WB71〉

消費電力も低減します。

30,800円（消費税抜き28,000円）0.6H〈WB72〉

322 ラゲージLED

321

バックドアインナーに配された2つのLED
照明が、
夜間でのラゲージルームの使い
勝手を格段に向上させます。

を照らし、
洗練されたイメージを作り出し
ます。

25,300

8,800円（消費税抜き8,000円）

円
（消費税抜き23,000円）1.5H
ブラック内装
〈WB73〉
、
グレージュ内装
〈WB74〉

0.5H〈WB76〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

■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 ■モデリスタパーツは、㈱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あり、トヨタ
純正用品ではありません。 ■ 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。

LEDライセンスランプ

LEDのシャープな光がライセンスプレート

※写真の色や照度は実際とは異なります。

保証

モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、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 20,0 0 0 kmまでとなります。

※詳細につきましては、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。
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T R Dパーツ
（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。

（販売店取付）

512
装着部位

512

塗装済設定色

070

218

ホワイトパール
クリスタルシャイン

アティチュード
ブラックマイカ

503

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

501

エアロパーツセット

502＋503＋504

507

514

のセット 設定 除くGR SPORT

502 フロントスポイラー

503

サイドスカート

（PPE）
TRD Sportivoオーナメント付 材質：樹脂
地上高：オリジナルより約30mmダウン 全長：オリジナルより約24mmプラス
設定 除くGR SPORT

材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約14mmダウン
設定 除くGR SPORT

塗装済

塗装済

44,000円（消費税抜き40,000円）G、S、S“Lセレクション” 1.0H〈VA1D〉、
G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション” 1.5H 〈VA1E〉
40,700

素 地

504

513

505

125,400円（消費税抜き114,000円） G、S、S“Lセレクション” 4.0H 〈VADU〉、G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション” 5.0H 〈VAEU〉
（消費税抜き105,000円） G、S、S“Lセレクション” 4.0H 12.0H 〈VBDU〉
、
地115,500円
G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション” 5.0H 12.0H 〈VBEU〉

塗装済
素

502

円
（消費税抜き37,000円）
G、S、S“Lセレクション” 1.0H 4.0H 〈VB1D〉、

G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション” 1.5H 4.0H 〈VB1E〉

※メッキガーニッシュセット
（ 010 ）、
ロアグリルガーニッシュ
（ 011 ）
との同時装着はできません。
※装着後、LEDデイタイムランプを追加することはできません。

49,500円（消費税抜き45,000円）

2.0H 〈VA2D〉

46,200円（消費税抜き42,000円）

素 地

2.0H 4.0H 〈VB2D〉

504 リヤバンパースポイラー

材質：樹脂
（PPE）
地上高：オリジナルより約5mmダウン
全長：オリジナルより約10mmプラス
設定 除くGR SPORT

44,000円（消費税抜き40,000円）

塗装済

、
G、
S、
S“Lセレクション” 1.0H〈VA31〉
G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション” 1.5H〈VA32〉

40,700円（消費税抜き37,000円）
、
G、
S、
S“Lセレクション” 1.0H 4.0H 〈VB31〉
G“ツーリングセレクション”、S“ツーリングセレクション” 1.5H 4.0H 〈VB32〉

素 地

非装着時

505

LEDデイタイムランプ

LEDグラウンドイルミネーション
（運転席・助手席）

506

（計6灯）
のセット
LEDランプ片側3灯
発光色：ホワイト
設定 TRDフロントスポイラー付車

33,000円（消費税抜き30,000円）2.0H〈VC65〉

※ON/OFFスイッチはございません。
（イグニッションオンで常時点灯）
※写真の色や照度は実際とは異なります。
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価格表記について

0.0H

ドアオープン時に、
地面を照らすTRDロゴ
（イルミ
ネーション）
が乗員を迎え入れます。
設定 除くGR SPORT

19,800円（消費税抜き18,000円）1.5H〈VCG1〉

※本品装着によりカーテシランプは不点灯となり、
ランプ部分は赤色リフ
レクターに変更となります。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

507

ハイレスポンスマフラーVer.S

テールエンド：真円デュアル（φ70mm）
材質：ステンレス
設定 除くGR SPORT

61,600円（消費税抜き56,000円）

508 プッシュスタートスイッチ

TRDロゴ入り ボタン色：レッド

15,400円（消費税抜き14,000円）
0.3H〈VCJ1〉

0.5H〈VC11〉

※TRDリヤバンパースポイラーとの
同時装着を推奨します。

は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装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）ʼ20年8月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費、塗装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。

Photo: TRD Sportivo（ベース車両はS［7人乗り］）。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。
エアロパーツセット、LEDデイタイムランプ、
ハイレスポンスマフラーVer.S、
ウィンカーバルブセット
（ドレスアップ）、
（ダイヤモンドカットシルバー）&タイヤセット、
[フロント]18インチアルミホイール｢TRD TF6」
リヤ
インチアルミホイール｢
」
タイヤセットを装着しています。
[
]17
TRD TF4A &

走りへのこだわりを、スタイルで主張する。

518 ドアハンドルプロテクター

510 ドアスタビライザー

ドア開閉時のひっかき傷を防止するだけ
でなく、
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。

ドアのストライカー部分の隙にスペーサー
を入れ、
隙間を埋めることで、
ステアリング
操作時の車両の応答遅れを低減。
クイック
なレスポンスに仕上げました。
材質：スチールおよび樹脂
設定 除くGR SPORT

1台分

6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H〈VAG1〉

1台分（4個）33,000円（消費税抜き30,000円）
0.8H〈VC54〉

※写真は当該車両とは異なります。

511

HIDヘッドランプキット

（ハロゲンヘッドランプ車のロービーム専用）
ハロゲンヘッドランプ車専用のＨＩＤヘッド
ランプキットです。
ハロゲンランプに比べ、
消費電力の軽減と、
光量アップを実現。
夜道
でも安心で快適なドライビングが可能です。
色温度：4,300K 消費電力：35Ｗ
設定 S 、
S “ L セレクション”、除くBi-Beam
LEDヘッドランプ（メーカーオプション）付車

ウィンカーバルブセット
（ドレスアップ）

512

装着後

装着前

513

18インチアルミホイール「TRD TF6」＆タイヤセット＊1

タイヤ：ミシュランタイヤ
「Primacy4」
色：ブラックマイカ、
ダイヤモンドカットシルバー
サイズ：18x7.5J & 225/45R18
設定 除くGR SPORT

ブラックマイカ
円
（消費税抜き286,000円）0.5H〈VD81〉
1台分
ダイヤモンドカットシルバー
円
（消費税抜き286,000円）0.5H〈VD82〉
1台分

314,600
314,600

＊1.1台分ご注文時、
専用ホイールナットが1台分付属します。

17インチアルミホイール
「TRD TF4A」
＆タイヤセット＊1

3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC61〉
3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC62〉

※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。

装着後

装着前

※バルブのみ交換。天候や屋外の照明、
その他の環境条件
により、
オレンジ色が若干見える場合がございます。
あらかじめご了承ください。

16インチアルミホイール 520 スマートキーケース
「weds RIZLEY ZM」 スマートキー専用のカーボン調
キーケースです。
＆ナットセット＊1

514

519

タイヤ：グッドイヤータイヤ
「EAGLE RV-F」
色：ダイヤモンドカットシルバー
サイズ：17x7.0J & 215/50R17
設定 除くGR SPORT

色：ブラックメタリック＆ポリッシュ
サイズ：16×6.5J
設定 G、
S、
S“Lセレクション”

1台分239,800円

（消費税抜き218,000円）0.5H〈VD71〉

■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 ■TRDパーツは、
(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
い商品であり、
トヨタ純正用品ではありません。
■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

フロント

リヤ

66,000円（消費税抜き60,000円）1.5H 〈VC63〉

※ヘッドランプ本体は車両標準装着品を使用します。
※マニュアルレベリング機能はそのまま使用可能です。
※本商品は必ず車両登録後に装着してください。

未点灯時のオレンジ色が目立たないシルバー
コーティングのウィンカーバルブ。
点滅色は
そのままに、
未点灯時の表情をスッキリと
スタイリッシュな印象に仕立てます。

1台分57,200円

TRDロゴ入り。

2,750円（消費税抜き2,500円）

〈VCJ2〉

（消費税抜き52,000円）2.2H〈VR6A〉
※タイヤは標準装備のものをご使用ください。

保証

TRD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、
裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。

17

トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

◆革調コーディネート◆

身をゆだねるほどに感じられるこの上ない寛ぎ。
ここは、高級感に満ちたもうひとつのリビング。
インテリアセット
（タイプA）
［ブルー・1～2列目用］

019

（消費税抜き95,000円）
104,500円
お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

83,600円（消費税抜き76,000円）2.4H 〈D25U〉
インテリアセット
（タイプB）
［ブラウン・1～2列目用］

020

（消費税抜き95,000円）
104,500円
お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

83,600円（消費税抜き76,000円）2.4H 〈D26U〉
インテリアセット
（タイプC）
［ブルー・1～3列目用］

021

写真はインテリアセット
（タイプ C）。内装色はブラック。

（消費税抜き115,000円）
126,500円
お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

101,200円（消費税抜き92,000円）2.9H 〈D27U〉
インテリアセット
（タイプD）
［ブラウン・1～3列目用］

022

（消費税抜き115,000円）
126,500円
お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

101,200円（消費税抜き92,000円）2.9H 〈D28U〉
〈セット内容〉
027 革調シートカバー
029 センターコンソールリッド
030 インテリアパネル（革調）
031 カラードスイッチパネル

写真はインテリアセット
（タイプ D）。内装色はグレージュ。

ブルー

ブラウン

027

革調シートカバー

＊1

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

インテリアの雰囲気を一新させる高級感に満ちたシートカバー。
深々と身をゆだねたくなる上質な素材感も大きな魅力です。
色：ブルー、
ブラウン
材質：
【センター部】
ポリエステル（一部人工皮革）
【サイド・マチ部】
ポリ塩化ビニル
設定 除くGR SPORT
1・2列目用
3列目用

66,000 円（消費税抜き60,000 円）1.0H
ブルー
〈A8DK〉
、
ブラウン
〈A8DM〉

22,000 円（消費税抜き20,000 円）0.5H
ブルー
〈A8DL〉
、
ブラウン
〈A8DN〉

18

価格表記について

0.0H

028 ドレスアップシート

＊1

ブルー

ブルー

ブラウン

ブラウン

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

スポーティなメッシュ素材のシートカバーが、
インテリアに躍動感を加えます。
色：ブルー、
ブラウン ※ 3 列目はブラックのみとなります。
材質：ポリエステル
設定 除くGR SPORT
1・2列目用

44,000 円（消費税抜き40,000 円）0.9H

3列目用

16,500 円（消費税抜き15,000 円）0.4H

ブルー
〈AAL0〉
、
ブラウン
〈AAL2〉
ブラック
〈AAL1〉

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）
ʼ20年8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。

029

センターコンソールリッド

センターコンソールボックスのアームレスト部分を、
好みに合わせてコーディネートすることができます。
色：ブルー、
ブラウン
材質：ファブリック

9,900

円
（消費税抜き9,000円）0.4H
ブルー
〈H028〉
、
ブラウン
〈H029〉

◆ドレスアップコーディネート◆

乗り込んだその瞬間から、
きっと走り出したくなる。
ここは、
スポーツテイストあふれるコックピット。
インテリアセット
（タイプE）
［ブルー・1～2列目用］

023

（消費税抜き66,000円）
72,600円
お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

58,080円（消費税抜き52,800円）1.9H 〈D29U〉
インテリアセット
（タイプF）
［ブラウン・1～2列目用］

024

（消費税抜き66,000円）
72,600円
お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

58,080円（消費税抜き52,800円）1.9H 〈D30U〉
インテリアセット
（タイプG）
［ブルー・1～3列目用］

025

※ドレスアップシートの3列目はブラックとなります。

（消費税抜き81,000円）
89,100円

写真はインテリアセット
（タイプ E）
。内装色はブラック。

お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

71,280円（消費税抜き64,800円）2.3H 〈D31U〉
インテリアセット
（タイプH）
［ブラウン・1～3列目用］

026

※ドレスアップシートの3列目はブラックとなります。

（消費税抜き81,000円）
89,100円
お得なセット価格

除くGR SPORT、T-Connectナビ
９インチモデル
（販売店装着オプション）
付車
設定

71,280円（消費税抜き64,800円）2.3H 〈D32U〉
〈セット内容〉
028 ドレスアップシート
030 インテリアパネル（革調）
031 カラードスイッチパネル
写真はインテリアセット
（タイプ F）。内装色はグレージュ。

インテリアパネル（革調）部位

ステッチ部位

ブルー

ブラウン

030

インテリアパネル
（革調）

優しく上品な質感の革調パネルが室内をシックに彩ります。
アクセントとなるステッチは、
2色から選べます。
色：
【パネル】
ブラック
【ステッチ】
ブルー、
ブラウン
設定 除くGR SPORT

22,000円（消費税抜き20,000円）0.7H

ブルー
〈B55U〉
、
ブラウン
〈B56U〉

ブルー

031

ブラウン

カラードスイッチパネル

ブルーはハイブリッドらしい先進感を、
ブラウンは上質な雰囲気をフロント席のインテリアに演出します。
色：ブルー、
ブラウン
）シフトパネル】
樹脂
（PC）
＋樹脂
（ABS）
材質：
【スイッチベゼル】
樹脂
（ABS【
設定 除くT-Connectナビ 9インチモデル(販売店装着オプション)付車

6,600円（消費税抜き6,000円）0.3H

ブルー
〈H026〉
、
ブラウン
〈H027〉

＊ 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.プリウスαは SRS サイ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。

■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 60,0 0 0 km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。
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トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

QUALITY UP
032

おもてなしイルミセット

033＋034

の合計金額42,900円
（消費税抜き39,000円）

38,500円（消費税抜き35,000円）3.3H 〈CCUU〉

ドア開閉時

033 ウェルカムライト
（運転席・助手席）

スマートキーを携帯し近づくか、
ワイヤレス機能にてドアロックを解除すると、
ドア
「おもてなし」
を演出します。
ミラーから白色LEDの白い光がさし、
夜間の乗車時に便利です。
なお、
イグニッションをONにすると消灯します。
色：ホワイト
（LED）

26,400円（消費税抜き24,000円）1.9H〈C1Q5〉

034

インテリアイルミネーション
（2モードタイプ）

フロント・リヤシートの足元を照らし、
ムードある室内空間を演出するイルミネーション。
ドアオープンに連動して点灯し、
ドアクローズ後も数秒間点灯し続けます。
夜間はスモールライトに連動して減光し、
淡く足元を照らします。

16,500円（消費税抜き15,000円）1.4H〈B9DF〉

※インテリアイルミネーションを装着した場合、Gシリーズのフロント足元ランプ（標準装備・アンバー色）は点灯しません。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

※写真はドアミラーが格納されていないときの照射状態です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

ドアハンドル

ドアポケット

035 ドアハンドル＆ポケットイルミネーション
（フロント）

運転席・助手席のドアハンドル、
ドアポケット部をブルーの光でライトアップ。
イグニッション
ドアミラー格納
ONに連動して点灯し、
OFF時にも数秒間点灯し続ける残光機能付です。
状態では点灯しません。
設定 除くオートリトラクタブルミラー付車

13,200円（消費税抜き12,000円）1.1H〈B9JU〉

シングル

036

ツイン

カップホルダーイルミネーション
（シングル／ツイン）

カップホルダーから優しく放たれるブルーの光が、
スモールライトに連動して夜間の室内
空間をシックに照らします。

9,900円（消費税抜き9,000円）0.7H〈B4BQ〉
15,400円（消費税抜き14,000円）0.9H〈B4BR〉

シングル
（5人乗り）

ツイン
（7人乗り）

※写真の色や照度は実際とは異なります。

※写真の色や照度は実際とは異なります。

商品部分

※商品はステアリング
部のみです。ホーン
パッドやステアリング
スイッチは含みません。

037

スカッフイルミネーション

ドアオープン時に運転席・助手席の足元で、車名ロゴと彫り込まれた
ラインを白色に点灯させ、美しい陰影を生み出します。なお、運転席側
と助手席側ではデザインの向きが前後方向反転した状態となります。
設定 除くGR SPORT

（消費税抜き30,000円）0.5H〈G1H0〉
1台分（2枚・2灯）33,000円

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※GR SPORT専用スカッフイルミネーションの詳細は車両カタログをご覧ください。
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価格表記について

0.0H

038

革巻きステアリング

本革がステアリングのグリップ感、
インテリアの高級感を
アップします。
色：ブラック
設定 S、
S“Lセレクション”

27,500円（消費税抜き25,000円）1.1H〈B5S0〉

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）
ʼ20年8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。

スピーカーガーニッシュ
（メッキ）
［運転席・助手席］

039

フロントドアトリムのスピーカー周りをメッキで飾り、
高級感を醸し出します。
材質：樹脂
（ABS）

11,000円（消費税抜き10,000円）0.6H〈C3K0〉

LUGGAGE

040 ラゲージルームランプ

バックドアを開けるとラゲージの両サイドから白色LEDの明るい光が点灯。
夜間の荷物の
出し入れやアウトドアにも便利です。
バックドアを閉めるか、
スイッチを押せば消灯します。

14,300円（消費税抜き13,000円）5人乗り 1.0H〈B9K0〉、7人乗り 1.2H〈B9K1〉

〈O4A0〉
25,300円（消費税抜き23,000円）

※左側のランプは、
車両標準のバルブをLEDに交換しています。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

042 ラゲージソフトトレイ

柔軟性のある生地でできた扱いやすい
トレイ。
撥水・防水機能に加え、
車内への
水滴浸入を防ぐ外周縁も付いています。
車名ロゴ入り。
材質：ポリエステル＋ウレタンフィルム＋
ウレタン＋ポリエステルの4層ラミネート

041 トノカバー

荷室のプライバシーを保護します。
自動巻き取り式です。
色：ライトグレー

※7人乗りの場合は、
サードシートを倒してご使用ください。
※セカンドシートの前後スライドやリクライニング位置によっては前方カバーが装着できない場合があります。

043 ラゲージトレイ

完全防水のトレイ。
汚れた荷物を気にせ
ずに積めます。
車名ロゴ入り。
材質：軟質オレフィン樹脂
〈i8B0〉
15,400円（消費税抜き14,000円）

※7人乗りの場合は、
サードシートを倒してご使用ください。

〈J0A1〉
13,200円（消費税抜き12,000円）

044 トランクマット
（カーペットタイプ）

045 ラゲージネット

汚れや傷つきからラゲージを守るカーペット
タイプのマット。
上質感のある素材を採用して
いるので、
ラゲージをスタイリッシュに演出
します。
車名ロゴ入り。 材質：ポリプロピレン
設定 除くGR SPORT

ラゲージフロアに置いた荷物を包み込み、
しっかりと固定できる便利なネットです。
材質：
【ネット】
ナイロン＋ウレタン
【フック】
ポリアセタール
ポリエステル＋ウレタン
【外周テープ・ゴムひも】

〈A2F5〉
7人乗り9,900円（消費税抜き9,000円）

※7人乗りの場合は、
サードシートを倒してご使用ください。

〈A2F4〉
5人乗り13,200円（消費税抜き12,000円）

〈J1C0〉
4,950円（消費税抜き4,500円）

※GR SPORT専用トランクマットの詳細は
車両カタログをご覧ください。

左右両側での使用

ボックスオープン時

046

ロングラゲージマット

大きな荷物の運搬やペットとの
ドライブに役立つワイドな防水マット。
分割ファスナーが
付いているので、
フルラゲージモードにもロングラゲージ
モードにも対応可能です。
車名ロゴ入り。
色：シルバー
材質：
【表面】
ポリエステルメッシュ
【裏面】
ポリ塩化ビニル
〈A2E0〉
17,600円（消費税抜き16,000円）

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社

左側のみでの使用

047 ラゲージソフトボックス

マット状態

仕切り板により最大で3つのスペース
に区分けできる収納ボックス。
ファスナーを開けること
でマットとしても使用できます。
撥水機能付。
色：ブラック
材質：ポリエステル
〈J0N0〉
18,700円（消費税抜き17,000円）

※7人乗りの場合は、
サードシートを倒してご使用ください。

■ 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。

048 ラゲージベルト

シンプルな方法で荷物の固定ができる便利なベルト。
スーツケースおよそ3個分まで固定することができます。
色：グレージュ、
ブラック
材質：
【リトラクター】
金属【リトラクターカバー】
樹脂
（ポリプロピレン）
【フック】
金属・樹脂
（ポリプロピレン）

22,000円（消費税抜き20,000円）

、7人乗り 1.5H〈J1J2〉
5人乗り 1.1H〈J1J1〉

※7人乗りの場合は、サードシートを倒してご使用ください。
※走行時には後方視界確保、荷物の転倒防止にご注意ください。また、必ず取扱書をご覧ください。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

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 60,0 0 0 km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。
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トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

COMFORT
IR（赤外線）カットフィルム
（リヤサイド・バックガラス）

063

紫外線

真夏の直射日光による肌への
「ジリジリ感」 赤外線
を緩和するウインドゥフィルム。
色：クリア、
スモーク

22,000

円
（消費税抜き20,000円）1.3H
クリア
〈F0F3〉
、
スモーク
〈F0F4〉

064

サンシェード

夏場の必須アイテム。
駐車中の日射を緩和し、
運転席
まわりの不快な温度上昇を軽減します。
フロントガラス、
室内へ
フロントドアガラスをぴったりと覆う3枚セットで、
の目隠し効果にも役立ちます。
材質：ポリエステル

IR（赤外線）カットフィルム貼付位置

〈H2B1〉
15,400円（消費税抜き14,000円）

※写真のフィルムはクリア。

美しい空気と明るい光で、さらに快適なドライブへ。

ネーム部

うれしさ① プラズマクラスターで車内を快適空間に
うれしさ② LEDルームランプで明るい室内
◆省電力で明るさは約 2 倍
◆純正らしいすっきりした見栄え

070 フロアマット
（デラックスタイプ）

足元に上質感をもたらすフロアマット。
人工皮革のネーム
部にシルバーの車名ロゴをプリントしました。
色：ブラック 材質：ポリプロピレン
設定 除くGR SPORT

吹き出し口
モード切替
スイッチ

（1台分）
〈A0GL〉
5人乗り
25,300円（消費税抜き23,000円）

ルームランプ
スイッチ

（1台分）
〈A0GM〉
7人乗り
34,100円（消費税抜き31,000円）

※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。
※GR SPORT専用フロアマットの詳細は車両カタログをご覧ください。

065 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ

色：グレー
設定 除く樹脂パノラマルーフ
（メーカーオプション）
付車

19,140円（消費税抜き17,400円）0.4H〈104N〉

※写真は当該車両とは異なります。

※本製品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。

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。

071 フルシートカバー＊2

銀イオンの力で細菌やカビなど微生物の活動を抑える
銀糸を使用した、
抗菌・防臭効果の高いフルシートカバー
です。
車名ロゴ入りタグ付き。
色：グレー 材質：ポリエステル、
ジャカード織物
設定 除くGR SPORT

37,400円（消費税抜き34,000円）0.5H〈A6A0〉
11,000円（消費税抜き10,000円）0.2H〈A6A1〉

1・2列目用

3列目用

072

＊2
ハーフシートカバー（ラグジュアリー）

気品あるレースのカバーで、
シートを豪華に演出します。
車名ロゴ刺繍入り。
材質：ポリエステル
設定 除くGR SPORT

SRS SIDE AIRBAG 対応＊1

SRS SIDE AIRBAG 対応＊1

17,600円（消費税抜き16,000円）0.3H〈A7CE〉
5,500円（消費税抜き5,000円）0.2H〈A7CF〉

1・2列目用

3列目用

＊1.プリウスαはSRSサイ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。 ＊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。
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価格表記について

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）
ʼ20年8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。

074

クリーンボックス後席用

075

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
設定 除くS“Lセレクション”

クリーンボックスEX

コンソール助手席側にすっきり収まる
ダストボックス。
ゴミを捨てるときに便利
な取り外しタイプです。
インナーケース付。
色：グレージュ、
ブラック

4,400円（消費税抜き4,000円）
0.3H〈D3A0〉

〈D3B0〉
12,100円（消費税抜き11,000円）

▲

ブラウン

革本来の
風合いを楽しむ
深みのあるレザー

内側色：ブラウン
▲

ブラック

きめ細かく
上品な質感の
スムースレザー
ブラウン

ブラック
内側色：グレー

076

本革キーケース

077

本革キーケース

こだわりの本革素材を使用した、
本物志向の大人のキーケース。
スマートキーと自宅の鍵に加え、
ETCカードなどを収めるポケットが付いています。
TOYOTAロゴ型押し入り。
色：ブラック
（内側：グレー）
、
ブラウン
材質：牛革 サイズ：L104×W67×H22mm

こだわりの本革素材を使用した、
本物志向の大人のキーケース。
シンプルな作りなの
で簡単に出し入れが可能。
大切なスマートキーを保護します。
TOYOTAロゴ入り。
色：ブラック、
ブラウン
材質：
【ケース部】
本革 【ピン／キーリング部】
スチール
（真鍮色）

※スマートキーは付属しません。※天然皮革のため、
色・シボ感は物によって異なります。

※スマートキーは付属しません。※天然皮革のため、
色・シボ感は物によって異なります。

4,070円（消費税抜き3,700円）ブラック〈B1J0〉、ブラウン〈B1J1〉

11,000円（消費税抜き10,000円）ブラック〈B1J5〉、ブラウン〈B1J6〉

FOR CHILDREN
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。

シートベルト固定

身長・体重の目安

70cm 〜9kg

85cm 13kg

100cm 15kg

100cm 18kg

150cm 36kg

年齢

9カ月

18カ月

3歳

4歳

12歳

ベビーシートとしての使用期間

前向き取付
チャイルドシート
▶
として使用

084

刺繍ロゴ入り

カジュアル

ナチュラル

後向き取付
チャイルドシート
▶
として使用

085

刺繍ロゴ入り

ナチュラル

084

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

41,800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〉

モダン

前向き取付

ベビーシート
▶
として使用

085

NEO G-Child ISO leg

★1

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）

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〉

カジュアル

モダン

086

：ベビーシートとして使用

取付方法
品 名
084

NEO
G-Child baby

シートベルト ISO FIX
○
○

085 NEO G-Child

ISO leg★1

086 ジュニアシート

：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

取付位置
セカンドシート セカンドシート サードシート
（左右） （中央） 7人乗りのみ
○
○
○
▲★2
○
○
○

助手席

○
○

○

○
○
▲★2

※年齢と体重、
身長の体格の
設定はあくまで目安です。

チャイルドシートとしての使用期間

後向き取付
ベビーシート
▶
として使用

ISO FIX固定

○

○

○

○：適合あり

取付向き
後向き
前向き
後向き
前向き
前向き

前向き取付

刺繍ロゴ入り ナチュラル カジュアル

086

38,500

最小時

：適合なし

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さまの体にジャス
トフィットします。
サイズ：
【最小時】
L480×W450×H690mm
【最大時】
L500×W500×H830mm

最大時

円
（消費税抜き35,000円）
カジュアル
〈77G4〉
ナチュラル
〈77G3〉、

★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尋ねください。
★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。

■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 60,0 0 0 km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。
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トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

DRIVING SUPPORT

通常時

050

オートリトラクタブルミラー

051

ドアのロック・アンロックに連動してドアミラーが格納・
復帰。乗降時のミラー操作の手間が省けて便利です。
設定 除くドアハンドル＆ポケットイルミネーション付車

作動時

リバース連動ミラー

シフトレバーを
「 R 」にすると助手席側のドアミラー鏡面が
連動して下方に動き、リヤタイヤ付近を映します。さらに
車両のミラースイッチでお好みの位置にミラーを調整
することが可能。
「 R 」を解除すれば元に戻ります。

12,100 円（消費税抜き11,000 円）0.5H 〈K8L0 〉

14,300 円（消費税抜き13,000 円）1.0H 〈K8J0 〉

052

レインクリアリングブルーミラー

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機能が持続します。
また、ブルーの鏡面がワンポイントの個性を演出します。

13,200 円（消費税抜き12,000 円）0.2H 〈K8GC 〉

SECURITY & GUARD ITEM
058

オートアラームセット
（セルフパワーサイレン付）

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
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
的に盗難警報システムをON/OFFします。
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）
マイカーSecurity対応のオートアラーム
DCMパッケージ装着車の場合、
機能がご利用いただけます。

49,500円（消費税抜き45,000円）5人乗り 2.0H〈DGNU〉、7人乗り 2.2H〈DGPU〉

LED インジケーター（インパネ上）
※写真は当該車両とは異なります。

059

オートアラーム
（ベースキット）

33,000円（消費税抜き30,000円）1.3H

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。

058 オートアラームセット
（セルフパワーサイレン付）

ドアこじ開け

室内侵入

警報
車両バッテリー

外し

再装着

059 オートアラーム
（ベースキット）

ハザード点滅

ホーン

通知

サイレン

059

オートアラーム
（ベースキット）

○

○
（ガラス割れ）

×

○

○

○

×

×

059

マイカー Security＊＋
オートアラーム
（ベースキット）

○

○
（ガラス割れ）

×

○

○

○

○
（メールおよび電話へ）

×

○

○
（ガラス割れ）

○

○

○

○

×

○

○

○
（ガラス割れ）

○

○
（メールおよび電話へ）

○

058

○

○

○

＊ 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。

061 ドアエッジプロテクター
（ステンレス製）

質感と耐久性に優れたステンレス製で、
ドア開閉時に傷つきやすいエッジをガードします。
設定 除くサイドウインドゥモール
（メッキ調）
、
サイドプロテクションモール付車
（消費税抜き11,000円）0.4H〈K6A0〉
1台分12,100円
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オートアラーム
（ベースキット）
付車

、
5人乗り 0.7H〈M6KN〉
7人乗り 0.9H〈M6KP〉

異常検知機能

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）

オートアラーム
（セルフパワーサイレン）

設定

16,500円（消費税抜き15,000円）

〈M6LA〉
、
〈M6LB〉
5人乗り
7人乗り

■セキュリティ機能比較

オートアラームセット
058 （セルフパワーサイレン付）

060

価格表記について

0.0H

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
＋さらに安心

（セルフパワーサイレン）
060 オートアラーム
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。

●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。

062 ドアエッジプロテクター
（樹脂製）

ドアの開閉時に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、
ダークブルー
（消費税抜き2,500円）0.2H〈K6B3〉
2本入り2,750円

●1台分は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。

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）
ʼ20年8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。

BASIC ITEM
スノー・レジャー用フロアマット
（縁高タイプ）

助手席用
運転席用

純正用品ならではの嬉しさ

◆ぴったりフィットの専用設計で、
ズレ防止
◆しっかり固定＆カンタン取付け・取外し
◆優れた耐久性と純正用品ならではの安心保証

合金鋼チェーン
スペシャル

087

088

約 40mm の縁高形状、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。雪や雨の日だけでなく、
マリンスポーツ・キャンプなどレジャーで
お車を使用される方に最適な防水マットです。
色 :ブラック 材質 : 合成ラバー（ SBR ）

タイヤとボディのクリアランスが
狭い車両専用の合金鋼チェーン。
ツイスト
（ひねり）
タイプの合金鋼
を使用しています。
設定 除くGR SPORT

20,240円（消費税抜き18,400円）

フロント
（運転席・助手席）

〈A2J6〉
11,550円（消費税抜き10,500円）

※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。

089

〈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については当該車両とは異なります。

盗難防止機能付ナンバーフレームセット
（ベーシック）

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＊1。
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
（消費税抜き5,400円）
5,940円
〈BHHU〉
5,390円（消費税抜き4,900円）

お得なセット価格

＊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。

093 リモートスタート
（LEDアンサーバックタイプ）

094

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

66,000円（消費税抜き60,000円）1.3H〈DEJU〉

●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。●車両の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。

106

灰皿（高級タイプLED付）

11,000円（消費税抜き10,000円）

〈U5A0〉

107

灰皿
（ベーシックタイプ）

〈C2E7〉
1,870円（消費税抜き1,700円）

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。

〈C2E8〉
7,700円（消費税抜き7,000円）

※写真の色や照度は実際とは異なります。

098 シートエプロン

099

濡れたままでも座れる吸水性があり、
速乾性にもすぐれたカバーです。
運転席・助手席に装着可能です。
色：グレー

キー付ホイールナット

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。
設定 除くS“Lセレクション”

カーカバー（防炎タイプ）

（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

097

字光式ナンバープレート用
ブラケット（リヤ）

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パーキングアシスト
（メーカーオプション）
、
雨滴除去機能付き
マルチビューバックガイドモニター・ブラ
インドコーナーモニター・雨滴除去機能
付きバックガイドモニター・バックガイド
モニター（販売店装着オプション）付車

3,850円（消費税抜き3,500円）
0.2H〈K5Z1〉

18,700 円（消費税抜き17,000円）

1席分

〈K7B2〉

11,000円（消費税抜き10,000円）

〈B0A2〉

101

三角表示板

①

いざというときに備えておきたい、
非常表示板です。

③

②

2,750円（消費税抜き2,500円）

〈77R0〉

100 レスキューマンⅢ

④

2,530円（消費税抜き2,300円）

⑧

（ハンマー＆カッター）

〈77P2〉

102

【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。

■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。

⑥

⑤

⑨

⑩ ⑪

⑦

⑫

車載防災セット

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 ）

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。
〈J1K0〉
13,200円（消費税抜き12,000円）

※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。

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 60,0 0 0 km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。
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トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

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。 h ttp s: //toy ota . jp /sa p otoy o/
▲

＊
「サポトヨ」
とは
“サポートトヨタ”の
略称です。

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。

053

053 コーナーセンサー
（ボイス4センサー・インジケーター表示タイプ）
51,700円（消費税抜き47,000円）2.0H〈K2QU〉

108

バンパーの角に配置した超音波センサーで、
障害物との距離を検知。
音声とインジケーターの表示ランプ、
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。
色
（センサーフェイス部）
：ホワイト、
シルバー、
ブラック
設定 除くGR SPORT、
（イルミネーション付/ホワイト）
、
LEDフォグランプ
コーナービューモニター
（販売店装着オプション）
、
プレミアムダブル
ツィーターシステム
（販売店装着オプション）
、
ダブルツィーターシステム
（販売店装着オプション）
、
ブラインドコーナーモニター
（販売店装着
オプション）
付車

杖ホルダー＊1

108

〈F7A3〉
5,610円（消費税抜き5,100円）

インジケーター部（インパネ上）

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

109

＊1
ランバーサポートクッション
（汎用タイプ）

109

運転席用

〈B0EA〉
32,450円（消費税抜き29,500円）

優れた体圧分散性と衝撃吸収性を持つ
立体サポート
エクスジェル®を埋め込んだ、
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 ※エクスジェル®は株式会社
やわらげます。
加地の登録商標です。
エクスジェル部
イメージ図

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2

111

112

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

110

安心ドライブパッケージ

111 ＋ 112 のセット

［お得なセット価格］ 22,770 円（消費税込み）

〈CDVU〉
20,570円（消費税抜き18,700円）

111

回転クッション＊1

〈B0EC〉
16,500円（消費税抜き15,000円）

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

112

114

＊1
アシストグリップ
（シンプルタイプ）

〈F7PF〉
6,270円（消費税抜き5,700円）

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

114

＊1
サイドサポートパッド
（汎用タイプ）

〈B0EB〉
20,900円（消費税抜き19,000円）

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：リヤ左右席
＊1. 写真は当該車両とは異なります。
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価格表記について

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）
ʼ20年8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。

詳しくは
こちらを
Check！

116

115

同乗者サポートパッケージ

116 ＋ 117 のセット

［お得なセット価格］ 21,340 円（消費税込み）

〈CGMU〉
17,600円（消費税抜き16,000円）

116

＊1＊3
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、
リヤシートへの乗り降りもサポートします。
（TPE）
、
樹脂
（ABS）
色：グレー 材質：樹脂
取付位置：助手席ヘッドレスト部

117

118

117

＊1
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楽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）

118

シートベルトパッド＊1

〈B0E5〉
6,160円（消費税抜き5,600円）

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

119

119

❶
セット内容

❼

＊4
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）

❺

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。
※保証期間はご購入日から１年間です。
［ワンタッチ便器サイズ（組立時）］天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm

❹ 消臭凝固剤
（2個）

❻
❸

携帯トイレ
（簡易セット）

8,250円（消費税抜き7,500円）〈J1K1〉

（2枚）
❺ 廃棄用袋
❷

（2枚）
❻ 吸収シート
❼ 搭載ケース

❹

＊2.SRSサイ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。
アシストグリップを付けた状態でシート
＊3.助手席に取り付けてご使用ください。
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。 ＊4.ワンタッチ
便器は繰り返しご使用になれます。

＊1. 写真は当該車両とは異なります。

■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。

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 60,0 0 0 km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。
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トヨタ純正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

RECOMMENDED ITEM
消臭・抗菌

ネーム部＆生地アップ

103 フロアマット
（ラグジュアリータイプ）

細部にまでこだわり抜いた消臭・抗菌機能付の高級フロアマットです。
のびやかに交差
する直線モチーフ、
ブラックとクールグレーのスタイリッシュな色使い。
ネーム部には
美しい光沢のメタルプレートを採用。 色：ブラック 材質：ポリプロピレン
設定 除くGR SPORT
（1台分）
〈A0S5〉
5人乗り
37,400円（消費税抜き34,000円）

（1台分）
〈A0FQ〉
7人乗り
50,600円（消費税抜き46,000円）

14,300円（消費税抜き13,000円）

、
5人乗り 1.0H〈B9K0〉
7人乗り 1.2H〈B9K1〉

※運転席側のフロアマットには、
走行中のズレを防止する回転ノブを2カ所に施しています。
※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。
※GR SPORT専用フロアマットの詳細は車両カタログをご覧ください。

104

040 ラゲージルームランプ

バックドアを開けるとラゲージの両サイドから
夜間の荷物の出
白色LEDの明るい光が点灯。
し入れやアウトドアにも便利です。
バックドアを
閉めるか、
スイッチを押せば消灯します。

※左側のランプは、
車両標準のバルブをLEDに交換しています。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

サイドバイザー（RVワイド）

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
車名ロゴ入り。
です。

22,000円（消費税抜き20,000円）0.3H〈K0H0〉

※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。

105

左側

右側

盗難防止機能付ナンバーフレームセット
（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＊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

7,260円（消費税抜き6,600円）

お得なセット価格

〈BHGU〉
6,710円（消費税抜き6,100円）

＊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。

価格表記に
ついて

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）
ʼ20年8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

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 60,0 0 0 km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。

■ 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下記をご覧ください。

【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。 ●TRDパーツにつきましては、
「トヨタ純正用品」
および
「モデリスタパーツ」、
モデリスタパーツは、
「トヨタ
純正用品」
および
「TRDパーツ」
との組み合わせは原則できません。
ただし、
一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。
詳しくは、
TRDパーツはTRDコールセンター、
モデリスタパーツはモデリスタコールセンターまで
ガレージジャッキが指定の位置で使えなくなる場合があります。
あらかじめご了承ください。 エアロパーツ ●エアロパーツ
（ 301 、302 、304 〜 312 、333 、335 〜 337 、
お問い合わせください。●モデリスタパーツの装着により、
501 〜 504 ）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、
スロープなどで干渉し易くなります。
また積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、
エアロパーツが破損する恐れがあります。
●エアロパーツ
（ 301 、302 、304 〜 312 、333 、335 〜 337 、501 〜 504 ）は樹脂（PPE）、樹脂（ABS）製です。樹脂（PPE）、樹脂（ABS）製は一般的に衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
を装着した場合、
走行音が
●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。 アルミホイール／タイヤ ★アルミホイール&タイヤセット／アルミホイールセット
（ 327 〜 329 、513 、514 、519 ）
増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。
また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。
タイヤチェーンが
328
513
514
327
329
519
使用できない場合があります。
あらかじめご了承ください。 ●アルミホイール＆タイヤセット
（
、 、 ）
、
アルミホイールセット
（
、 、 ）
の装着に際し、
本カタログの適合を必ず守ってください。
●スタッドレスタイヤ等
設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉等の可能性があります。 ★パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプターが必要となりますので、必ず車載してください。
スポーツマフラー ●スポーツマフラー（ 325 ）、
ハイレスポンスマフラーVer.S（ 507 ）
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易くなります。
また、音質、性能が
（ 511 ）
は、必ず車両登録後に装着してください。
変化する場合があります。
スポーツマフラーは素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。 HIDヘッドランプキット ●HIDヘッドランプキット
保証 ●モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、
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。 ●TRD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、下記のお問い合わせ先にてご確認ください。
このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのプリウスα取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.4〜7、P.18〜28）
に関するお問い合わせ先

TRDの商品（P.16〜17）
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
TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

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

モデリスタの商品（Ｐ8〜15）
に関するお問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
TRDコールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

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

モデリスタコールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

050 - 3161-1000

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.modellista.co.jp

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8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。
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。

