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ベーシック「いちおし」セット カーライフに欠かせない便利なアイテムを、
ひとつにまとめてドライブをより快適にサポート。 あわせて ▶︎ P.033、046、058 もご覧ください

013 フロアマット
（ラグジュアリータイプ）

057 サイドバイザー
（ベーシック）

盗難防止機能付ナンバーフレームセット
075 デラックス

103 ベーシック「いちおし」セット　 
013＋057＋075 のセット

［お得なセット価格］  57,860円（消費税込み）

57,310円（消費税抜き52,100円）0.3H〈EECU〉

設定 除くS“GR SPORT”、LEDサイドライト（ナンバー
フレーム付）、字光式ナンバープレート付車

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

002RECOMMENDED SET ITEM  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。  



PRECIOUS-BLUE STYLE

Photo：Aプレミアム。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。215/45R17 タイヤ＆17×7J アルミホイール、パノラミックビューモニターはメーカーオプション。
ストライプテープ（タイプ1、タイプ2）、サイドプロテクションモール、ピラーガーニッシュ（Cピラー）を装着しています。

デザインで、マテリアルで、インパクトで。視線を奪う“ブルー”が、ここに。

003トヨタ純正  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。  



Photo：Aプレミアム。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。
215/45R17 タイヤ＆17×7J アルミホイール、パノラミックビューモニターはメーカーオプション。
ストライプテープ（タイプ1、タイプ2）、サイドプロテクションモール、ピラーガーニッシュ（Cピ
ラー）を装着しています。 ■架装部位

004トヨタ純正

004

002

001

003

 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。  



001 ストライプテープ（タイプ1）

13,200円（消費税抜き12,000円） 1.2H〈R7AA〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  除くドアエッジプロテクター（ステンレス製、樹脂製）付車

002 ストライプテープ（タイプ2）

13,200円（消費税抜き12,000円）0.6H〈R7AB〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

005トヨタ純正

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  



003 サイドプロテクションモール

35,200円（消費税抜き32,000円） 0.7H〈Q8D0〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ポリプロピレン）

設定  除くドアエッジプロテクター（ステンレス製）付車

004 ピラーガーニッシュ（Cピラー）

25,960円（消費税抜き23,600円） 0.6H〈03L7〉

色：全ボディカラー対応　
材質：樹脂（ABS）

006トヨタ純正

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  



ICONIC DRESS-UP

Photo：A。ボディカラーはスピリテッドアクアメタリック〈791〉。215/45R17 タイヤ＆17×7J アルミホイールはメーカーオプション。
サイドウインドゥモール、リヤバンパーガーニッシュ（メッキ）、ホイールアクセントピース（ブラック）を装着しています。

個性とセンスが冴える、先進のエモーショナル・カスタマイズ。

007トヨタ純正  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。  



Photo：A。ボディカラーはスピリテッドアクアメタリック〈791〉。215/45R17 タイヤ＆17×7J アルミ
ホイールはメーカーオプション。
サイドウインドゥモール、リヤバンパーガーニッシュ（メッキ）、ホイールアクセントピース（ブラッ
ク）を装着しています。 ■架装部位
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008 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。  トヨタ純正



008 サイドウインドゥモール

49,170円（消費税抜き44,700円） 0.4H〈G1F3〉

材質：樹脂（ABS）+メッキ調
設定  除くドアエッジプロテクター（ステンレス製）付車

009 リヤバンパーガーニッシュ （メッキ）

24,200円（消費税抜き22,000円） 0.4H〈BGUU〉

材質：樹脂（ABS）
設定  除くS“GR SPORT”

009トヨタ純正

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  



010

ブラック

011

ブロンズ

ホイールアクセントピース（ブラック・ブロンズ） 010  ブラック 011  ブロンズ

1台分（4個入） 5,060円（消費税抜き4,600円）0.7H ブラック〈U6F3〉、ブロンズ〈U6F4〉

1台分（20個入） 25,300円（消費税抜き23,000円）1.6H ブラック〈BDQU〉、ブロンズ〈BDRU〉

足元をクールに演出するアクセントとして、ホイールのカラーをアレンジできるピースセット。1タイヤにつき1パーツのみ（4個入：バルブ穴有）、または1台分の交換（20個入）が選択できます。
色：ブラック、ブロンズ
材質：【本体】樹脂（PPE＋ナイロン）   【取付金具】ステンレススチール

設定  17インチアルミホイール（メーカーオプション）付車 

010トヨタ純正

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  



エモーショナルな歓びと刺激を誘
いざな

う、鮮烈のアドバンストスタイル。
Photo：S。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。ソーラー充電システム、LEDフロントフォグランプはメーカーオプション。モデリスタエアロキット、フロントグリル
ガーニッシュ、サイドドアガーニッシュ、ヘッドライトガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ、LEDトップノットアンテナ、［フロント］18インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancer
Ⅶ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ BluEarth-GT AE51）、［リヤ］17インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅧ〈ブラック×ポリッシュ〉＆トーヨータイヤ ナノエナ
ジー3 PLUS）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。

011モデリスタ  1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  



アティチュードブラックマイカ218

089 プラチナホワイトパールマイカ

Photo：S。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。ソー
ラー充電システム、LEDフロントフォグランプはメーカーオプション。モデリスタエアロキット、
フロントグリルガーニッシュ、サイドドアガーニッシュ、ヘッドライトガーニッシュ、ドアハンド
ルガーニッシュ、LEDトップノットアンテナ、［フロント］18インチ アルミホイール＆タイヤセッ
ト（MODELLISTA WingDancerⅦ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ BluEarth-GT 
AE51）、［リヤ］17インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅧ〈ブラック×
ポリッシュ〉＆トーヨータイヤ ナノエナジー3 PLUS）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。 ■ブラックアウト部

■架装部位

COLOR ［塗装済設定色］
その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装
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012 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  モデリスタ



＊1. フロントスポイラーのブラックアウト部はベース車に合わせたシボ加工仕上げとなります。　＊2. サイドスカートとリヤスカートのブラックアウト部の黒塗装は、アティチュードブラックマイカ〈218〉
の場合はツヤ消し黒塗装、その他のボディカラーの場合はブラック〈202〉となります。　＊3. リヤスカートを装着したまま牽引フックを使用することはできません。あらかじめご了承ください。

304 リヤスカート＊2＊3 302 フロントスポイラー＊1 303 サイドスカート＊2

設定  LED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、除くS“GR SPORT”

MODELLISTA  AERO  KIT　スピード感とダイナミズムを追求したエアロキット
301 モデリスタエアロキット＊1＊2＊3  302 ＋ 303 ＋ 304 のセット

［お得なセット価格］　塗装済163,900円（消費税抜き149,000円） 2.9H〈WA01〉

　　　　　　　　　 素　地138,600円（消費税抜き126,000円） 2.9H  11.5H〈WA02〉

●エアロパーツ（ 301 ～ 304 ）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と干渉しやすくなります。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。

013モデリスタ

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）’21年6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　■ 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P.071～073をご覧ください。

 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  



303 サイドスカート＊2

塗装済 50,600円（消費税抜き46,000円）1.5H〈WA05〉
素　地 38,500円（消費税抜き35,000円）
1.5H  5.5H〈WA06〉

材質：樹脂（ポリプロピレン）　
地上高：オリジナルより約23ｍｍダウン　

設定  除くS“GR SPORT”

302 フロントスポイラー＊1

塗装済 63,800円（消費税抜き58,000円）0.7H〈WA03〉
素　地 57,200円（消費税抜き52,000円）
0.7H  4.0H〈WA04〉

材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより約38mmダウン
全長：オリジナルより約44mmプラス

設定  LED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、除くS“GR SPORT”

304 リヤスカート＊2＊3 

塗装済 62,700円（消費税抜き57,000円）0.7H〈WA07〉
素　地 53,900円（消費税抜き49,000円）
0.7H  4.5H〈WA08〉

材質：樹脂（ABS）　
地上高：オリジナルより約52ｍｍダウン
全長：オリジナルより約57mmプラス

設定  除くS“GR SPORT”

●エアロパーツ（ 301 ～ 304 ）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と干渉しやすくなります。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。

014

＊1. フロントスポイラーのブラックアウト部はベース車に合わせたシボ加工仕上げとなります。　＊2. サイドスカートとリヤスカートのブラックアウト部の黒塗装は、アティチュードブラックマイカ〈218〉
の場合はツヤ消し黒塗装、その他のボディカラーの場合はブラック〈202〉となります。　＊3. リヤスカートを装着したまま牽引フックを使用することはできません。あらかじめご了承ください。
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）’21年6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　■ 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P.071～073をご覧ください。

 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  モデリスタ



306 フロントグリルガーニッシュ

19,800円（消費税抜き18,000円） 0.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定  除くS“GR SPORT”

308 サイドドアガーニッシュ

35,200円（消費税抜き32,000円） 1.5H〈WB34〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定  除くS“GR SPORT”

309 ヘッドライトガーニッシュ

14,300円（消費税抜き13,000円） 0.5H〈WB36〉

色：ブラック　
材質：樹脂（ABS）

設定  除くS“GR SPORT”

015モデリスタ

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。

 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  



Photo：Aプレミアム。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。
エアロパーツセット（LED付）、ハイレスポンスマフラーVer.S＆マフラーガーニッシュセット、エアロドアミラーフィン、
ルーフガーニッシュ、ルーフサイドガーニッシュ、18インチアルミホイール「TRD TF8」＆タイヤセットを装着しています。
※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。

存在感際立つ、迫力と洗練のエアロスタイル。

016TRD  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  



アティチュードブラックマイカ218

089 プラチナホワイトパールマイカ

Photo：Aプレミアム。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。
エアロパーツセット（LED付）、ハイレスポンスマフラーVer.S＆マフラーガーニッシュセット、エアロ
ドアミラーフィン、ルーフガーニッシュ、ルーフサイドガーニッシュ、18インチアルミホイール「TRD 
TF8」＆タイヤセットを装着しています。
※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。

COLOR ［塗装済設定色］
その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

■架装部位

017TRD  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

505

503

507
505

508
508

522525
506



505 サイドスカート  503 フロントスポイラー（LED付）   504 フロントスポイラー（LEDなし）  

LED付

LEDなし

AERO  PARTS SET　ボディ前後の空力バランスを追求したエアロパーツセット
501 エアロパーツセット（LED付）   503 ＋ 505 のセット

［セット価格］

塗装済135,300円（消費税抜き123,000円） PVM付車 4.9H〈VAEU〉  PVM無車 4.4H〈VADU〉

素　地128,700円（消費税抜き117,000円） PVM付車 4.9H  8.0H〈VBEU〉  PVM無車 4.4H  8.0H〈VBDU〉
設定  除くS“GR SPORT”

502 エアロパーツセット（LEDなし）   504 ＋ 505 のセット

［セット価格］

塗装済96,800円（消費税抜き88,000円） 3.0H〈VAFU〉

素　地90,200円（消費税抜き82,000円） 3.0H  8.0H〈VBFU〉
設定  除くS“GR SPORT”

●パノラミックビューモニター、パノラミックビューモニター付ナビレディセットを「PVM」と表記しています。
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）’21年6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　■ 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P.071～073をご覧ください。

018TRD  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  



503 フロントスポイラー（LED付）   

塗装済 85,800円（消費税抜き78,000円）
PVM付車 2.9H〈VA1E〉   PVM無車 2.4H〈VA1D〉
素　地  82,500円（消費税抜き75,000円）
PVM付車 2.9H  4.0H〈VB1E〉   PVM無車 2.4H  4.0H

〈VB1D〉

材質：樹脂（PPE）　地上高：オリジナルより約15mmダウン
全長：オリジナルより約40mmプラス　発光色：ホワイト

設定  除くS“GR SPORT”

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

504 フロントスポイラー（LEDなし）  

塗装済 47,300円（消費税抜き43,000円） 1.0H〈VA1F〉
素　地 44,000円（消費税抜き40,000円）
1.0H  4.0H〈VB1F〉

材質：樹脂（PPE）　地上高：オリジナルより約15mmダウン
全長：オリジナルより約40mmプラス

設定  除くS“GR SPORT”

※本製品にLEDを追加することはできません。

505 サイドスカート  

塗装済 49,500円（消費税抜き45,000円） 2.0H  〈VA2D〉
素　地 46,200円（消費税抜き42,000円）
2.0H  4.0H〈VB2D〉

材質：樹脂（PPE）
設定  除くS“GR SPORT”

LED付

LEDなし

019TRD  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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　■ 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P.071～073をご覧ください。



522 ルーフサイドガーニッシュ

17,600円（消費税抜き16,000円）
0.5H 〈VAJ6〉

色：ブラック〈202〉　
材質：樹脂（PPE）

設定  除くS“GR SPORT”

※ルーフガーニッシュ506との同時装着を推奨
します。

525 エアロドアミラーフィン

22,000円（消費税抜き20,000円）
2.0H 〈VAG6〉

ドアミラー周辺の風の流れを整え、走行時の
操縦安定性を向上させます。
色：ブラック〈202〉
材質：樹脂（ABS）

506 ルーフガーニッシュ

22,000円（消費税抜き20,000円） 0.7H 〈VAJ5〉

色：ブラック〈202〉　
材質：樹脂（PPE）

設定  除くS“GR SPORT”

020TRD  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。



526 セ キ ュ リ テ ィ ロ ッ ク ナ ッ ト
セット

1台分35,200円（消費税抜き32,000円）
0.5H 〈VDC1〉

セキュリティロックナットとTRDラグナット
のセットです。

設定  18インチアルミホイール「TRD TF8」＆
タイヤセット 508 、18インチアルミホイール
「TRD TF8」＆ナットセット 509 付車

507 ハイレスポンスマフラーVer.S
＆マフラーガーニッシュセット

145,200円（消費税抜き132,000円）
1.4H 〈VC11〉

色：【ガーニッシュ】ツヤ消しブラック　
材質：ステンレススチール

設定  除くS“GR SPORT”

※ハイレスポンスマフラーVer.Sを装着する場合、
リヤバンパーの一部切除が必要となります。
※切除部用のガーニッシュが付属します。

＊1. 装着には別途215/40R18のタイヤ4本が必要となります。

508 18インチアルミホイール「TRD TF8」＆タイヤセット

1台分343,200円（消費税抜き312,000円） 0.5H 〈VD81〉
空力と剛性の両立を狙ったエアロデザインホイールです。
グッドイヤータイヤ  EAGLE  LS EXE  
色：ダークガンメタリック　
サイズ：18×7.5J＆215/40R18

設定  除くS“GR SPORT”

※1台分ご注文時、専用ホイールナット1台分が付属します。

509 18インチアルミホイール「TRD TF8」＆ナットセット＊1

1台分202,950円（消費税抜き184,500円） 2.2H 〈VR1U〉
色：ダークガンメタリック　
サイズ：18×7.5J
 設定  除くS“GR SPORT”

※1台分ご注文時、専用ホイールナット1台分が付属します。

021TRD  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。



Photo：S。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。ソーラー充電システム、LEDフロントフォグランプはメーカーオプション。モデリスタエアロキット、フロントグリルガーニッシュ、サイドド
アガーニッシュ、ヘッドライトガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ、LED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 WingDancerⅦ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆
ヨコハマタイヤ BluEarth-GT AE51）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。

022モデリスタ パーツ  1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  



＊1. 塗装済設定色：プラチナホワイトパールマイカ〈089〉、アティチュードブラックマイカ〈218〉　＊2. ON/OFFスイッチはございません（LEDはクリアランスランプONで点灯）。　＊3. 写真は当該車両と
は異なります。　＊4. ソーラー充電システム（メーカーオプション）付車の場合はルーフ色とは異なります。　※写真の色や照度は実際とは異なります。

311 LEDトップノットアンテナ＊1＊2＊3　

塗装済 27,500円（消費税抜き25,000円） 2.5H〈WB78〉＊4
素　地 26,400円（消費税抜き24,000円） 2.5H  1.0H〈WB79〉
クリアランスランプ連動のLEDイルミネーションを内蔵。　
材質：樹脂（ABS）

設定  除くITS Connect（メーカーオプション）付車

312 ドアハンドルガーニッシュ＊3

13,200円（消費税抜き12,000円） 0.5H〈WB35〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ　 設定  除くS“GR SPORT” 

023

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）’21年6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　■ 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P.071～073をご覧ください。

 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  モデリスタ パーツ



＊5. 価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。　＊6. タイヤは車両に装着されているものを使用。　※写真の色や照度は実際とは異なります。

313 18インチ アルミホイール＆タイヤセット＊5

1台分 291,500円（消費税抜き265,000円） 0.5H〈WB01〉

エアロフィンを配したガンメタリック塗装部や、ナットホール部をカバーする大型センターキャップ
を持つ特徴的なデザインです。
MODELLISTA WingDancerⅦ〈ガンメタリック×ポリッシュ〉＆ヨコハマタイヤ BluEarth-GT AE51　
サイズ：18×7.0J＆215/40R18　

設定  除くS“GR SPORT”

314 17インチ アルミホイール＆タイヤセット＊5

315 17インチ アルミホイールセット＊5＊6

1台分 192,500円（消費税抜き175,000円） 0.5H〈WB02〉

1台分 126,500円（消費税抜き115,000円） 2.2H〈WB03〉

切削面とブラック塗装のコントラストが足元をシャープに演出します。MODELLISTA WingDancerⅧ
〈ブラック×ポリッシュ〉＆トーヨータイヤ ナノエナジー3 PLUS 　サイズ：17×7.0J＆215/45R17

設定  除くS“GR SPORT” 

MODELLISTA WingDancerⅧ〈ブラック×ポリッシュ〉　サイズ：17×7.0J　
設定  17インチアルミホイール＆タイヤ（メーカーオプション）付車、除くS“GR SPORT”

024

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。

 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  モデリスタ パーツ



＊5. 価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。　＊6. タイヤは車両に装着されているものを使用。　＊7. MODELLISTA SELECTIONのアルミホイールに対する設定となります。モデリスタ
以外のアルミホイールについては装着できません。　＊8. ホイールロックナットの座面はテーパー形状となり、モデリスタアルミホイールに使用することを前提としております。　
※写真の色や照度は実際とは異なります。

316 15インチ アルミホイールセット＊5＊6

1台分 53,900円（消費税抜き49,000円） 2.2H〈WB04〉

切削加工されたダブルスピンスポーク形状が足元を引き締めます。MODELLISTA SpinAirⅢ〈ガンメタ
リック×ポリッシュ〉　
サイズ：15×6.5J

設定  15インチアルミホイール付車 、除くS“GR SPORT”

317 ホイールロックナット＊7＊8

10,450円（消費税抜き9,500円）〈WB94〉

セット内容：ロックナット（M12×P1.5）4個、専用キーパターンロック1個

025

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。

 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  モデリスタ パーツ



318 インテリアパネルセット

3点セット 46,200円（消費税抜き42,000円） 0.9H

黒木目調×メッキ調〈WB41〉、ヘアライン調×メッキ調〈WB42〉

モダンでシックな室内空間を演出する「黒木目調」と、重厚な金属感によって先進
的かつスポーティな雰囲気を創出する「ヘアライン調」の2種類を設定。

設定  除くS“GR SPORT”

ヘアライン調 × メッキ調

ヘアライン調

⿊⽊⽬調

318

 装着部位

黒木目調 × メッキ調

026 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。

モデリスタ パーツ



320 LEDスマートフットライト 321 LEDルームランプセット（面発光タイプ）

フロント左右2個セット24,200円（消費税抜き22,000円） 1.6H〈WB72〉 36,300円（消費税抜き33,000円） 0.5H〈WB71〉

センターピラーの前方に取り付ける小型LEDライト。双眼レンズから運転席・助手席それぞれのドア開
閉に連動して点灯するホワイトビームが足元を広角に照射し、夜間の乗降をサポートします。
LED：ホワイト

レンズ全面がムラなく光る面発光タイプのLEDルームランプ。広範囲に明るく照らし、室内の視認性が
向上します。
インテリアランプ（フロント・2個）、バニティミラーランプ（２個）、インテリアランプ（リヤ・1
個）、ラゲージルームランプ（1個）のセット。
LED：ホワイト

※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。

※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。

照射部
取付位置

装着前装着後

インテリアランプ（リヤ）

発光範囲※図はインテリアランプ（フロント）
標準ハロゲン
バルブ

面発光
タイプLED

027 1年間
2万km保証

モデリスタパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。

モデリスタ パーツ



加速も、コーナリングも。
思い通りのパフォーマンスを愉しむ。
Photo：Aプレミアム。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。エアロパーツセット（LED付）、ハイレスポンスマフラーVer.S＆マフラーガーニッシュセット、ルーフガー
ニッシュ、ルーフサイドガーニッシュ、18インチアルミホイール「TRD TF8」＆タイヤセットを装着しています。

028TRDパーツ  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  



511 MCB®（モーションコントロールビーム） 512 メンバーブレースセット

リヤ側のみ49,500円（消費税抜き45,000円） 1.4H〈VC51〉 66,000円（消費税抜き60,000円） 1.5H〈VC55〉

ボディに装着することで、サスペンション＋ボディ剛性チューニングに匹敵する効果を発揮。車両運動
性能と乗り心地が向上します。高速での安定性はもちろん、街中での運転のしやすさにも貢献します。

設定  除くS“GR SPORT”

ボディ剛性を向上させることで、ワンランク上の走りを実現。 　
材質：スチール　部品構成：ブレース3点とスペーサーのセット

設定  除くS“GR SPORT”

※MCB®はアイシン精機株式会社の登録商標です。

029TRDパーツ  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。



ブラック シルバー

523 サンシェード 514 ドアハンドルプロテクター

1台分9,900円（消費税抜き9,000円）〈VCH1〉 1台分6,600円（消費税抜き6,000円） 0.2H ブラック〈VAG1〉、シルバー〈VAG7〉

ウインドシールドガラス用。使用しない時はコンパクトに収納可能です。 ドアハンドルのくぼみ部分に貼るカーボン調フィルム。ツメなど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。TRDロゴ入り。
色：ブラック、シルバー　
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

030TRDパーツ  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。



521 スマートキーケース

2,750円（消費税抜き2,500円）〈VCJ2〉

スマートキー専用のカーボン調キーケースです。TRDロゴ入り。

515 プッシュスタートスイッチ

15,400円（消費税抜き14,000円） 0.4H〈VCJ1〉

TRDロゴ入り。　
色：【ボタン】レッド

517 フューエルキャップガーニッシュ

1,100円（消費税抜き1,000円） 0.2H〈VC26〉

031TRDパーツ  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 

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P.071～073をご覧ください。



518 15インチアルミホイール
「KYOHO SMACK-BASALT」＊1

1台分57,200円（消費税抜き52,000円） 2.2H〈VR5B〉

色：グレーメタリック×ポリッシュ　
サイズ：15×6.5J

設定  除くS“GR SPORT”、17インチアルミホイール（メーカーオ
プション）付車

524 15インチアルミホイール
「weds RIZLEY ZM」＊1

1台分50,600円（消費税抜き46,000円） 2.2H〈VR5A〉

色：ブラックメタリック×ポリッシュ　
サイズ：15×6.5J

設定  除くS“GR SPORT”、17インチアルミホイール（メーカーオ
プション）付車

519 15インチアルミホイール
「weds VELVA SPORT」＊1

1台分46,200円（消費税抜き42,000円） 2.2H〈VR5C〉

色：ディープメタル　
サイズ：15×6.5J

設定  除くS“GR SPORT”、17インチアルミホイール（メーカーオ
プション）付車

032TRDパーツ  1年間
2万km保証

TRDパーツ（販売店取付）
（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。  

＊1. 標準装備のタイヤ（195/65R15）とナットを使用。商品にホイールナットは付属しておりません。
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）’21年6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：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　■ 
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P.071～073をご覧ください。



033インテリア

＊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。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  

ベーシック「いちおし」セット あわせて ▶︎ P.002もご覧ください

意匠登録済

013 フロアマット（ラグジュアリータイプ）＊1

1台分37,400円（消費税抜き34,000円）〈A0AS〉

新開発の3Dマルチループを採用。フロアマット全体で、「走行中の風の流れ（空
力）」を立体的に表しています。ボディラインを描いた大型ネーム＆“PENTAGON 
STAR5α®”対応も魅力。　
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

設定  除くS“GR SPORT”

※"PENTAGON STAR5α®"は林テレンプ株式会社、ヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。
※光触媒チタンアパタイトは日本特許3697608号取得。

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。

“PENTAGON STAR5α®”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。

※写真は当該車両とは異なります。

■回転ノブ取り付け部位

イメージ図

特徴的な専用デザインで、
足元にワンランク上の装いを。



034インテリア  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。  

ウッド調〈CDFU〉、ブルーシェル〈CDGU〉

落ち着きと高級感のある「ウッド調」と、先進的なデザインの
「ブルーシェル」の2タイプを用意しました。

INTERIOR PANEL SET
014 インテリアパネルセット  015 ＋ 016 のセット

［セット価格］25,300円（消費税抜き23,000円） 0.5H

016 インテリアパネル（スイッチベース）

フロントのみ14,300円（消費税抜き13,000円） 0.3H

ウッド調〈H084〉、ブルーシェル〈H086〉

015 インテリアパネル（シフトノブまわり）

11,000円（消費税抜き10,000円） 0.2H

ウッド調〈H085〉、ブルーシェル〈H087〉

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

015

016

 装着部位

014  Wood ［ウッド調］ 014  Blue Shell ［ブルーシェル］



017 革調シートカバー（ホワイト）＊1

1台分79,200円（消費税抜き72,000円） 1.0H〈A8E6〉

高級感あふれる色合いが魅力のシートカバーです。表面には汚れが付きにくく落としやすい防汚加工
を施し、背座センター部には通気性の良いファブリックを採用。
色：ホワイト　
材質：【センター・サイド部】合成皮革【マチ部・背裏】ポリ塩化ビニル【背座センター】編物
（メッシュ） 

設定  除くAプレミアム、S“GR SPORT”

018 革調シートカバー（ブラック）＊1

1台分72,600円（消費税抜き66,000円） 1.0H〈A8A5〉

ダブルステッチがクールなシートカバー。難燃性・耐光性・表面摩擦強度を考慮したジャストフィッ
ト仕様が魅力です。
色：ブラック　
材質：ポリ塩化ビニル  

設定  除くAプレミアム、S“GR SPORT”

防汚加工

035インテリア

＊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PHV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。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  

SRS SIDE AIRBAG 対応＊2＊2 SRS SIDE AIRBAG 対応＊2＊2



ロゴアップ 夜間の反射時

昼間の状態

中央部ロゴアップ

＊1.写真の色や照度は実際とは異なります。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

087 プロジェクションカーテシイルミ＊1

19,800円（消費税抜き18,000円）0.2H〈D4C2〉

フロントドアのカーテシランプから車名ロゴのグラフィックを路面に照射。
夜間の乗り降りを特別な体験として演出します。

設定  除くLEDバルブセット（7灯）付車

※周囲の明るさや路面状況によって見え方が異なります。

ストライプテープ（タイプ1、タイプ2）については   P.005参照

086 バックドアリフレクション

19,800円（消費税抜き18,000円）1.3H〈J1JB〉

光源の方向に光が反射する再帰反射フィルムの使用で、夜間のバックドアオープン
時の被視認性を高めます。ロゴ部分周辺のデザインをストライプテープとコーディ
ネート。　材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

※写真の色や見え方は実際とは異なります。また、本製品自体は発光しません。

036コンフォート  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。  



030 スカッフプレート（ステンレス）

フロント左右16,500円（消費税抜き15,000円）0.4H〈G1C0〉

乗降時の足元をドレスアップし、ステップへの傷付きも防止します。
車名ロゴ入り。　
材質：ステンレススチール

029 ウェルカムライト（運転席・助手席側）＊1

26,400円（消費税抜き24,000円）1.9H〈G1K1〉

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、ドアミラーから光が
さし「おもてなし」を演出。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） 設定  除くパノラミックビューモニター（メーカーオプション）、パノラ
ミックビューモニター付ナビレディセット（メーカーオプション）付車

※写真はドアミラーが格納されていない時の照射状態です。

037コンフォート  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。  

＊1.写真の色や照度は実際とは異なります。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。



028 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ＊1

19,140円（消費税抜き17,400円）0.4H〈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LEDバルブセット付車

※標準装備のインテリアランプ（リヤ）と交換となります。

038コンフォート  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。  

＊1.写真の色や照度は実際とは異なります。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

※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。



装着前装着後

ドアカーテシランプ（フロント）バニティミラーランプ

インテリアランプ（フロント）

＊1.写真の色や照度は実際とは異なります。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

031 LEDバルブセット＊1

7灯26,950円（消費税抜き24,500円）0.3H〈B9DA〉

交換部位：インテリアランプ（フロント・2個）、インテリアランプ（リ
ヤ・1個）、バニティミラーランプ（2個）、ドアカーテシランプ（フロン
ト・2個）

設定  除くプロジェクションカーテシイルミ、プラズマクラスター搭載LED
ルームランプ付車

※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。

5灯19,250円（消費税抜き17,500円）0.2H〈B9DB〉

交換部位：インテリアランプ（フロント・2個）、インテリアランプ（リ
ヤ・1個）、バニティミラーランプ（2個）

設定  プロジェクションカーテシイルミ付車、除くプラズマクラスター搭
載LEDルームランプ付車
白色LEDによって室内がより明るくクリアになります。

039コンフォート  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。  



ドア開閉時 減光時

032 インテリアイルミネーション（2モードタイプ）＊1

16,500円（消費税抜き15,000円）1.2H〈B9B2〉
ドアオープン時にブルー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、スイッチのON/OFF操作で点灯・
消灯が可能。

※インテリアイルミネーションを装着した場合、イルミネーテッドエントリーシステムのフロント足
元ランプは点灯しません。
※写真は当該車両とは異なります。

039 アームレスト（スライドタイプ）

13,200円（消費税抜き12,000円）0.5H〈E7M6〉
コンソールボックスのフタを前方に約80mmスライド可能。  
色：ブラック　材質：樹脂（ABS＋ナイロン）

設定  除くソーラー充電システム（メーカーオプション）付車

※コンソールボックスのフタは縦開きとなります。お客様のシートポジションによっては、アームレ
ストに肘がかからない場合があります。アームレスト部は、車両に装着されているものを使用します。

040コンフォート  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。  

＊1.写真の色や照度は実際とは異なります。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。



赤 外 線

約
（クリア）

74%
CUT

約
（スモーク）

53%
CUT

紫 外 線

約99%
CUT

※ 写真のフィルムはクリア。

IR（赤外線）カットフィルム貼付位置

040  IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・
バックガラス）

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　
透過率： 【クリア】約87％　【スモーク】約35％ 

22,000円（消費税抜き20,000円）

2.8H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

041コンフォート  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）’21年6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P.071～073をご覧ください。



プロテクションフィルム

車名ロゴ

プロテクションフィルム

041 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）0.7H〈S1AL〉

荷物の積み降ろし時にリヤバンパー上部への傷付きを防止。透明フィルムに車名ロゴ入り。　
材質：ウレタン　 設定  除くS“GR SPORT”

※車両になじむ透明フィルムを使用しています。

042 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、ツメなどによるボディへの傷付きを防ぎます。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。

042コンフォート  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）’21年6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P.071～073をご覧ください。



［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］
革本来の風合いを楽しむ
深みのあるレザー

使用例

044 本革キーケース

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

内側に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：L112×W67×H22mm

※天然皮革のため、色・シボ感は物によって異なります。
※リモートスタート（スマートキー一体タイプ）のリモコンは収納できません。

043コンフォート  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）’21年6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P.071～073をご覧ください。



★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。

※写真は助手席用。

■回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車両
とは異なります。

イメージ図

054 フロアマット（デラックスタイプ）＊1

1台分25,300円（消費税抜き23,000円）〈A0GC〉

ハイブリッドシステムの電子回路をモチーフにした、シンプルかつ先進感のあるデザインのフロアマット。ドア側に配置したネームが、乗降時にさりげなくプリウスPHVの名を
主張します。
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

設定  除くS“GR SPORT”

★フロアマット（ラグジュアリータイプ）については   P.033参照

044

＊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。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  ベーシック



SRS SIDE AIRBAG 対応＊2＊2SRS SIDE AIRBAG 対応＊2＊2

055 フルシートカバー＊1 抗ダニアレルゲン加工

1台分45,100円（消費税抜き41,000円） 0.6H〈A6L0〉

生地表面に特殊加工された抗アレル材により、花粉やダニアレルギー物質などを包み込み、アレルゲンの
働きを抑制するフルシートカバーです。　
色：ブラック　
材質：ポリエステル

設定  除くAプレミアム、S“GR SPORT”

056 ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）＊1

1台分18,700円（消費税抜き17,000円） 0.2H〈A7D0〉

材質：ポリエステル
設定  除くS“GR SPORT”

045

＊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PHV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。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  ベーシック



■装着部位

ベーシック「いちおし」セット あわせて ▶︎ P.002もご覧ください

057 サイドバイザー（ベーシック） 058 ドアエッジプロテクター（ステンレス製） 059 ドアエッジプロテクター（樹脂製）

13,200円（消費税抜き12,000円） 0.3H〈K0E3〉

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。車名ロゴ入り。
材質：樹脂（アクリル）

1台分12,100円（消費税抜き11,000円） 0.4H〈K6A0〉 2本入2,750円（消費税抜き2,500円） 0.2H フロント
〈K6B4〉、 リヤ〈K6B5〉質感と耐久性に優れたステンレス製。ドア開閉時に傷付きやすい

エッジをガードします。
設定  除くストライプテープ（タイプ1）、サイドプロテクション

モール、サイドウインドゥモール付車

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、レッドマイカメタリック、
ダークブルー

設定  除くストライプテープ（タイプ1）付車
※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。

※1台分はフロント・リヤそれぞれ1セットずつ必要です。
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

046

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  ベーシック



閉開（インナーケース付）

060 クリーンボックス 061 カーカバー（防炎タイプ） 065 三角表示板

7,700円（消費税抜き7,000円） 0.3H〈D3A3〉

色：ブラック
ゴミを捨てやすいインナーケース付。

22,000円（消費税抜き20,000円）〈K7B2〉 2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

材質：ポリエステル

047

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  ベーシック



助手席用

運転席用

※写真は当該車両とは異なります。

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

約40mm

052 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊1★

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） ■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。

053 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  除くS“GR SPORT”

048

＊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。★フロアマットを固定する工夫については P.044参照
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  ベーシック



※商品には充電ケーブルは含まれません。

もう絡まない、ゴチャつかない。
持ち運びもスマートに。
012 充電ケーブルホルダー

4,950円（消費税抜き4,500円）〈R8KA〉

充電ケーブルを収納できるホルダーです。長いケーブルもスッキリとまとめられる
ため、持ち運びにも便利。
色：ブラック　材質：樹脂（ポリプロピレン）　サイズ：L390×W200×H64mm
重量：【ホルダー単体】380g　【充電ケーブル収納時】約3.3kg

※充電ケーブル（7.5ｍ）専用となります。
　15ｍの充電ケーブル（メーカーオプション）は収納できません。

012 充電ケーブルホルダー

本体

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

049ドライビングサポート  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。  



 Pレンジ（空色）  D、Bレンジ（青緑）  Nレンジ（緑）  Rレンジ（朱色）
白色ドットLEDが点灯

 ハイブリッドエコモード（青緑）  エコモード（黄緑）

 パワーモード（橙）  チャージモード（青）

主に、Dレンジ中にブレーキを踏んでいるが、
車速が2km/h以上になった場合（   黄色点滅）

降車時にスムーズな運転ができたかどうかを色と
白色ドットLEDで採点

（緩やか：   青緑、 少し緩やか：   黄緑、 少し急/急：   橙）

走行中の急減速時に白色ドットLEDが点灯（3カ所）してお知らせ（写真はチャージモード時：  青）

走行中の急加速時に白色ドットLEDが点灯（3カ所）してお知らせ（写真はパワーモード時：  橙）

 ドアオープン時、乗車側から白色ドットLEDが点灯（空色）

ドアオープン時

ドライブサポートイルミネーションの色と光がもたらす、3つの主な機能

パワーONで、緑 →黄 →赤 →青 →空色の順に点灯 信号待ち、渋滞等5秒以上の停止時にゆらぎの
リズムで点滅。（写真はDレンジ状態：  青緑）

1

3

2H O S P I T A L I T Y

S A F E T Y

E C O L O G Y
乗降時や停止中に、流れる光がドライバーをおもてなしします。

速度状況やシフト位置などに合わせて、色と光で分かりやすくお知らせします。

走行中のモードに合わせて4色に変化し、エコ運転をサポートします。

起動時 停車時

急加速時

急減速時 スムーズな運転評価クリープ時など

多彩な色と光で、安全＆快適ドライブをサポート。
019 ドライブサポートイルミネーション

※写真はハイブリッドエコモード時のイメージです。

31,900円（消費税抜き29,000円） 1.1H〈DGUU〉

車両情報に連動し、メーターフード上部のLEDでお知らせ。急な加減速時やシフト
操作時など、色と点滅で様々な情報をドライバーに伝え、エコドライブや安全運
転のきっかけづくりに貢献します。　材質： 【カバー】樹脂（PC、ABS複合材） 　
【ライトガイド】樹脂（アクリル＋フッ素樹脂の2層構造）

設定  除くS“GR SPORT”

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

※写真の計器盤と画面表示は、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。
※昼夜判定し、夜間は減光します。
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※穴あけ加工が必要となります

050ドライビングサポート  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。  



★サポトヨプラスについて詳しくは   P.060参照

急アクセル時
加速抑制
作動時

加速抑制
機能なしの
場合

クリープ走行　※ブレーキなし
加速抑制あり時

加速を抑制

アクセルを踏み間違えて加速

急アクセル時
加速抑制
作動時

加速抑制
機能なしの
場合

クリープ走行　※ブレーキなし
加速抑制あり時

加速を抑制

アクセルを踏み間違えて加速

障害物がないシーンでも､ペダル踏み間違い時に加速を抑制。

エンジンを始動すると、メーターにプラスサポート始動を示す
表示が出たあと、インジケータが点灯しプラスサポートである
ことを知らせます。

以下のような時には、プラスサポートにならないことがあります。
■登録済みの標準スマートキーが車両の近くにある時
■通常モードで使用したあと、ドアロックしなかった時
必ずプラスサポート用スマートキーのみが車両の近くおよび室内にある状態でご使用ください。プラス
サポートにならないときはプラスサポート用スマートキーで一度ドアロック後、再度プラスサポート用ス
マートキーのみを持った状態でアンロックを行ってください。

100 プラスサポート用スマートキー

14,300円（消費税抜き13,000円） 0.2H〈M61P〉

ドアを解錠するだけで、プラスサポート（急アクセル時加速抑制）を始動させる専
用キー。障害物の有無にかかわらず、アクセルの踏みすぎや踏み間違いを検知する
とクルマの加速を抑制。警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示
でドライバーに注意喚起します。右左折など加速が必要なシーンでは加速が可能で
す。プラスサポート用スマートキーでドアを解錠した時に自動でプラスサポートが
始動するので、面倒な設定も不要です。
色：サテンゴールド　サイズ：L90×W42×H16mm

設定  除くS“GR SPORT”

注意 
■急アクセル時加速抑制機能は自動で停止する機能ではありません。必ず運転者が
ブレーキペダルを踏んで停止してください。ブレーキを制御するシステムではあり
ません。■アクセルを速く強く踏み込むような運転をした時に、意図せずシステム
が作動することがあります。　■プラスサポート用スマートキーと標準スマート
キーを同時に携帯せず、目的にあった1種類のキーのみを携帯してください。両方
のキーが近くにあると、プラスサポート用スマートキーを判定できず、プラスサ
ポートにならない可能性があります。また始動時はメーター等でモードの表示を必
ずご確認ください。　■本製品にメカニカルキーは付属していません。標準スマー
トキーに付属のメカニカルキーを本製品に差し替えてご使用ください。　■メカニ
カルキーが無い状態では、電子キーの電池が切れた時にドアロックを解除できなく
なります。メカニカルキーは追加で購入していただくことも可能です。お買い上
げの販売店にお問い合わせください。　■自車車速約30km/h以下で作動します。　
■前進および後退時に作動します。　■植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご
使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両
に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近
づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販
売店におたずねください。　※詳しくは販売店におたずねください。　※写真は作
動イメージです。

プラスサポートで運転中でも加速が必要なこんなシーンは、加速が可能。

方向指示レバーを操作しないで右左折
や車線変更をしたり、ブレーキを踏まな
い状態から発進するとシステムが作動す
ることがあります。
その場合でも、一度アクセルを離して
ゆっくり踏みなおすと加速が可能です。

右左折時や車線変更時

ウインカー作動中・解除直後
約2秒間は加速できます。

一時停止位置や信号待ちからの発進時

ブレーキ作動中・解除直後
約2秒間は加速できます。

急な坂道での発進や加速時

急な坂道では
通常通り加速できます。

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

専用キーでドアを解錠するだけで、
『プラスサポート（急アクセル時加速抑制）』を始動。

マルチインフォメーションディスプレイ表示

★

051ドライビングサポート  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。  

MOVIE

詳しくは
動画を

Check！

https://www.youtube.com/watch?v=kULE3g_Rmgo


024 スマートキー一体タイプ

リモートスタート

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動。乗車前から車内を快適な温度に保てます。

スマートキーと一体化し、携帯性が大幅に向上します。
サイズ：【リモコン】L91×W44×H20mm（メカニカルキー装着時。除く突起部分） 
【リモコンアンテナ部】149mm（伸長時）

68,200円（消費税抜き62,000円） 0.8H〈DFVU〉

025 ベーシックタイプ

サイズ：【リモコン】L62×W36×H18mm（除く突起部分） 
【リモコンアンテナ部】156mm（伸長時）

■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。
※リモートスタート（スマートキー一体タイプ）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、車両に付属のスマートキーを携帯して
ください。　

48,400円（消費税抜き44,000円） 0.8H〈DFUU〉

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

052ドライビングサポート  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。  



通常時 作動時 非装着時 装着時

026 リバース連動ミラー

16,500円（消費税抜き15,000円）

パノラミックビューモニター、パノラミックビューモニター付ナビレディセット付車、除く

S“GR SPORT” 1.6H〈K8J0〉

S“GR SPORT” 、パノラミックビューモニター、パノラミックビューモニター付ナビレディ

セット無車 1.1H〈K8J3〉

Rレンジにすると助手席側のドアミラー鏡面が連動し、リヤタイヤ付近を映します。ミラースイッチで
ミラーの位置調整も可能。「R」を解除すれば元に戻ります。

027 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、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。

053ドライビングサポート  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）’21年6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P.071～073をご覧ください。



無段階調整可能

収縮時伸長時

★サポトヨプラスについて詳しくは   P.060参照

101 フェンダーランプ（デザインタイプ）

24,200円（消費税抜き22,000円）

パノラミックビューモニター、パノラミックビューモニター付ナビ

レディセット付車 2.0H〈K2J1〉

パノラミックビューモニター、パノラミックビューモニター付ナビ

レディセット無車 1.5H〈K2J0〉

スモールランプに連動してポール先端がブルーに点灯。ドライバーの見や
すい高さに無段階で調整（手動）できます。 
ポールの長さ：約200～650mm

設定  除くS“GR SPORT”

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真は当該車両とは異なります。

★

054ドライビングサポート  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）’21年6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P.071～073をご覧ください。



045 ラゲージマット

8,800円（消費税抜き8,000円）〈J0E0〉

荷物積載時の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。着脱も簡単にでき、掃除も楽に行えます。
材質：ポリプロピレン

設定  除くS“GR SPORT”

046 ラゲージソフトトレイ

13,200円（消費税抜き12,000円）〈J0A1〉

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。
色：ブラック　
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

047 ラゲージトレイ

11,000円（消費税抜き10,000円）〈i8B0〉

完全防水のトレイタイプ。濡れたものを気にせず積むことができ
ます。
材質：樹脂（軟質オレフィン）

055ラゲージ

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  



048 ロングラゲージマット

18,700円（消費税抜き17,000円）〈A2E0〉

荷室を保護するロングタイプのマット。傷や汚れに強く、濡れた荷物の収納にも便利です。6：4分割機能付。　
色：ブラック　
材質：【表面】ポリエステルメッシュ 【裏面】ポリ塩化ビニル

056ラゲージ

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  



ボックスクローズ時

マット状態ボックスオープン時

051 ラゲージソフトボックス

18,700円（消費税抜き17,000円）〈J0N0〉

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　
サイズ：【ボックス時】L320×W980×H300mm 【マット時】L1,248×W1,565mm

057ラゲージ

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  



080 キー付ホイールナット

1台分
11,000円（消費税抜き10,000円）

〈U5A0〉

セット内容：ロックナット4個、専用キーパター
ンロック1個

102 キー付ホイールナットセット
（ブラック）

1台分
19,800円（消費税抜き18,000円） 0.4H

〈U5D6〉

セット内容：ロックナット4個、ナット16個、専
用キーパターンロック1個

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LEDサイドライト（ナンバーフレー
ム付）、字光式ナンバープレート付車

盗難防止機能付ナンバーフレームセット
075 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〉

076 ベーシック 080 キー付ホイールナット075 デラックス

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LEDサイドライト（ナンバーフレー
ム付）、字光式ナンバープレート付車

076 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〉

102 キー付ホイールナットセット（ブラック）

ベーシック「いちおし」セット あわせて ▶︎ P.002もご覧ください

058

＊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。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  セキュリティ



❸

❼
❺

❶
❷

❻

❹

❾❽ ⓫ ❿ ⓬ 

081 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。

【セット内容】
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）

※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。
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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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  エマージェンシー



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/

詳しくは
こちらを
Check！

060サポトヨプラス  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。  



■照射イメージ図

LEDライトが
青色の光を
照射

日中、青い光で
周囲に注意喚起 ※写真の色や照度は実際とは異なります。

090 LEDサイドライト（ナンバーフレーム付）

フロント部分のみ 29,700円（消費税抜き27,000円）
パノラミックビューモニター、パノラミックビューモニター付ナビ
レディセット付車 2.0H〈K233〉
パノラミックビューモニター、パノラミックビューモニター付ナビ
レディセット無車 1.5H〈K231〉

両サイドにLEDライトが埋め込まれたメッキナンバーフレーム。
日中でも気づきやすい青色の光を照射することで、見通しの悪いT字路や交
差点などで自車の存在を周囲にいち早くアピールできます。イグニッション
ON/OFF、または専用スイッチで点灯/消灯が可能。スモールランプ点灯時に
は自動消灯します。

設定  除くS“GR SPORT”、盗難防止機能付ナンバーフレームセット（デラッ
クス・ベーシック）、字光式ナンバープレート付車 
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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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



装着前

装着後

091 ひと目でスイッチラベル＊1

2,200円（消費税抜き2,000円） 0.4H〈C3J6〉

見やすい配色と日本語が表記されたラベルを、ヒーターコント
ロールパネルに装着することで、エアコンスイッチの操作性をひ
と目で分かりやすく向上させます。

設定  S、S“GR SPORT”、除くパノラミックビューモニター
（メーカーオプション）、パノラミックビューモニター付ナビレ
ディセット（メーカーオプション）付車、寒冷地仕様車

092 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

070 シートベルトパッド（タイプ2）＊1

6,160円（消費税抜き5,600円）〈B0E6〉

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楽に装着でき
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

062

＊1. 写真は当該車両とは異なります。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



SRS SIDE AIRBAG 対応＊2＊2
 エクスジェル部

イメージ図

094 ランバーサポートクッション（汎用タイプ）＊1

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持つエクスジェル®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。

095 サイドサポートパッド（汎用タイプ）＊1

20,900円（消費税抜き19,000円）〈B0EB〉

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

063

＊1. 写真は当該車両とは異なります。　＊2. プリウスPHV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。　
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



▶

096 安心ドライブパッケージ　 097 ＋ 098 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〉

097 アシストグリップ（シンプルタイプ） 098 回転クッション

064

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



▶
097 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

098 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

065

＊1. 写真は当該車両とは異なります。　
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



099 同乗者サポートパッケージ　 068 ＋ 069 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〉

068 アシストグリップ （ヘッドレスト取付タイプ） 069 アシストグリップ（つり革タイプ）

066

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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



068 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）　
取付位置：助手席ヘッドレスト部

※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。

069 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）
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＊1. 写真は当該車両とは異なります。　
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



❶ 

❼ 

❷ 
❺ 

❹ 

❻ 

❸ 

071 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 
セット内容：
❶ ワンタッチ便器（1個）＊1
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

※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。

068

＊1. ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  サポトヨプラス



072 NEO G-Child baby 073 NEO G-Child ISO leg＊1 074 ジュニアシート

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

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〉

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

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
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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。
＊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。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  チャイルドシート等

カジュアル ナチュラル モダン

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

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）



070

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。
＊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。
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）’21年6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P.071～073をご覧ください。

 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。  チャイルドシート等

チャイルドシート装着方法一覧表

品名 取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右）

072  NEO G-Child baby
シートベルト × ○ 後向き

シートベルト 　  ▲＊2 ○ 前向き

073  NEO G-Child ISO leg＊1
ISO FIX × ○ 後向き

ISO FIX × ○ 前向き

074  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



000 TRDパーツ（販売店取付）

（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

000 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

モデリスタパーツ（販売店取付）

（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

000

071注意事項

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’22年2月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影および表示
画面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等の加工が必要となる場合があります。

【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お問い合わせください。　
●モデリスタパーツの装着により、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。　　●フロントスポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあ
ります。

エアロパーツ
●エアロパーツ（ 301 〜 304 、501 〜 505 ）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と干渉しやすくなります。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 〜 304 、501 〜 505 ）は樹脂（ABS/ポリプロピレン/PPE）製です。樹脂（ABS/ポリプロピレン/PPE）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。　●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（ 313 、314 、508 ）、アルミホイールセット（ 315 、316 、509 、518 、519 、524 ）を装着した場合、走行音が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（ 313 、314 、508 ）、アルミホイールセット（ 315 、316 、509 、518 、519 、524 ）の装着に際し、本カタログ記載の適合を必ず守ってください。　●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着
した場合にはハミ出し、干渉など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、専用パターンキーが必要となりますので必ず車載ください。

ハイレスポンスマフラーVer.S
●ハイレスポンスマフラーVer.S＆マフラーガーニッシュセット（ 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などと干渉しやすくなります。また、音質、性能が変化する
場合があります。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。



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。

 3年間6万km保証 モデリスタパーツ、TRDパーツは、
1年間2万km保証です。
モデリスタパーツ、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、P.073のお問い合わせ先にてご確認ください。　

 1年間2万km保証 1年間2万km保証

072保証について



ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

0800-700-7700
365日　9:00〜16:00
〒450-8711 
名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
https://toyota.jp ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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 ホームページ

オープン時間

TEL

所在地

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

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PHV取扱店または、下記へ

トヨタ自動車株式会社　取り扱い商品 株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　取り扱い商品

ベース車両および純正用品（001〜103＊）に
関するお問い合わせ先

モデリスタコールセンター TRDコールセンター

モデリスタの商品（ 301〜 321）に
関するお問い合わせ先

TRDの商品（ 501〜 526）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

＊途中番号が抜けているところもございます。

073お問い合わせ先
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