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ブロンズの質感を効かせた、大人の上質。　
DRESS UP

全身から個性とセンスが立ち上る、洗練のエアロスタイル。　
MODELLISTA

P.06

P.08
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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。

https://toyota.jp/sienta/customize https://trdparts.jp/sienta/https://www.modellista.co.jp/s/sienta/

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

 3年間6万km保証

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、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。

モデリスタパーツ、TRDパーツは、1年間2万km保証です。

 1年間2万km保証 1年間2万km保証

スタイリッシュなシエンタに自分らしさをプラス。
さあ、ふだんをアゲるスタイルで走りだそう。

EXTERIOR

RECOMMENDED ITEM

P.12

スポーツの感性で磨いた、ダイナミックな個性。　
TRD
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P.16買い物でもレジャーでも、自分流に荷室をアレンジ。

組み合わせ自由自在のラゲージ用品にフロアマットなどをプラス。
2列シート車専用アイテムが一気に揃うお得なセット。

＜セット品目＞
1  ユーティリティフック（4個）　 2  システムバー（2本）　 3  ラゲージアッパーボード　 4  ラゲージアッパーボックス　 5  ラゲージマルチネット
6  グレードエンブレム　 7  フロアマット（デラックスタイプ・2列用）

015 FUNBASEセット

1
1

1

1

5

5

6

7

1

11

1

2
2

2
2

3

4

ラゲージアッパーボード使用例 ラゲージアッパーボックス使用例 ロゴアップ
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シエンタの広びろラゲージをフル活用。  
週末の楽しみをいっぱい積んで出かけよう。

ACTIVITY

RECOMMENDED ITEM

P.19

P.18

334 ロッドホルダー

332 ラゲージウッドデッキ（木目調）

335 ラゲージLED

336 エアスリープマット

ガレージ感覚で思いのままに。

家族と、仲間と週末キャンプを楽しむ。

329 ラゲージベンチシート

330 バックドアラック

331 ラゲージテーブル

328 バックドアタープ
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003 004 005

002 フロントサイドガーニッシュ
26,400円（消費税抜き24,000円）

色：ブロンズメタル　材質：樹脂（ポリプロピレン）

001 ガーニッシュセット（ブロンズメタル）
002＋003＋004  のセット 設定 除く車いす仕様車［お得なセット価格］ 108,900円 （消費税込み）  95,700円（消費税抜き87,000円）

003 サイドガーニッシュ
33,000円（消費税抜き30,000円） 0.3H〈G1FS〉

色：ブロンズメタル　材質：樹脂（ポリプロピレン）

005 リヤスポイラー
33,000円（消費税抜き30,000円）1.4H〈S5A0〉

色：全ボディカラー対応（ラディアントグリーンメタリックは3列シート車専用色、
ベージュは2列シート車専用色、スーパーホワイトⅡは車いす仕様車専用色）、
2トーン選択車はルーフ同色となります。
材質：樹脂（ABS）
設定 単品、室内カーテンまたは、電子インナーミラー、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用
ブラケット同時装着車、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）と室内カーテン、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）と電子インナーミラー、室内カーテンと電子インナー
ミラーとの同時装着車※

※ただし、下線部の場合にはバックドアダンパーが必要となります。詳しくは、各商品の
項目をご覧ください。

002

車両装備 取付
時間

追工
コード

インテリジェント
クリアランスソナー無車

パノラミックビューモニター無車 1.7H 〈BMSU〉
パノラミックビューモニター付車 2.2H 〈BMUU〉

インテリジェント
クリアランスソナー付車

パノラミックビューモニター無車 2.5H 〈BMTU〉
パノラミックビューモニター付車 3.0H 〈BMVU〉

004 リヤガーニッシュ
49,500円（消費税抜き45,000円） 

色：ブロンズメタル　材質：樹脂（ポリプロピレン）
設定 除く車いす仕様車

車両装備 取付
時間

追工
コード

インテリジェント
クリアランスソナー無車

パノラミックビューモニター無車
0.8H

〈P1DF〉
パノラミックビューモニター付車 〈P1DH〉

インテリジェント
クリアランスソナー付車

パノラミックビューモニター無車
1.2H

〈P1DG〉
パノラミックビューモニター付車 〈P1DJ〉

車両装備 取付
時間

追工
コード

インテリジェント
クリアランスソナー無車

パノラミックビューモニター無車 0.6H 〈L1E1〉
パノラミックビューモニター付車 1.1H 〈L1E3〉

インテリジェント
クリアランスソナー付車

パノラミックビューモニター無車 1.0H 〈L1E2〉
パノラミックビューモニター付車 1.5H 〈L1E4〉
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ブロンズの質感を効かせた、大人の上質。
DRESS UP

006 007 008 009

 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。  

006 サイドウインドゥモール
（ダークスモークメッキ調）

33,000円（消費税抜き30,000円） 0.4H〈G1FF〉

材質：樹脂（ABS）

007 サイドミラーチャーム
12,100円（消費税抜き11,000円）0.2H〈S0L4〉

色：ブロンズメタル
材質：樹脂（ABS）

008 ドアミラーカバー（ブラック）
9,900円（消費税抜き9,000円）0.3H〈K8D3〉

材質：樹脂（ABS）
設定 除くボディカラー ブラックマイカ〈209〉車、ヴィンテージ
ブラウンパールクリスタルシャイン〈4X4〉×ホワイトパール
クリスタルシャイン〈070〉［2SF］以外の2トーン選択車

：装着部位

Photo：G Cuero（ハイブリッド車）。ボディカラーのヴィンテージブラウンパールクリスタルシャイン〈4X4〉はメーカーオプション。195/50R16タイヤ＆16×6Jアルミホイールはメーカーオプション。
ガーニッシュセット（ブロンズメタル）、リヤスポイラー、サイドウインドゥモール（ダークスモークメッキ調）、サイドミラーチャーム、ドアミラーカバー（ブラック）を装着しています。

002

007

008

006 005006

004

003

005

003

009 LEDフォグランプ
48,400円（消費税抜き44,000円）

設定 Toyota Safety Sense（標準装備・メーカー
オプション）付車、除くLEDランプパッケージ
（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。

車両装備 取付
時間

追工
コード

インテリジェント
クリアランスソナー無車

パノラミックビューモニター無車 1.1H 〈DBNU〉
パノラミックビューモニター付車 1.6H 〈DCEU〉

インテリジェント
クリアランスソナー付車

パノラミックビューモニター無車 1.5H 〈DBPU〉
パノラミックビューモニター付車 2.0H 〈DCFU〉

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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304 305 306

303 フロントスポイラー
塗装済52,800円（消費税抜き48,000円）0.6H〈WA05〉

素　 地46,200円（消費税抜き42,000円）0.6H 5.0H 〈WA06〉

材質：樹脂（ABS）+メッキ　
地上高：オリジナルより約21mmダウン
全長：オリジナルより約65mmプラス
※ブラックアウト部分は全ボディカラーでツヤ消し黒塗装になります。　

304 サイドスカート
塗装済63,800円（消費税抜き58,000円）1.5H〈WA07〉

素　 地53,900円（消費税抜き49,000円）1.5H 6.0H〈WA08〉

材質：樹脂（ポリプロピレン）
※ブラックアウト部分の塗装色は、ボディカラーがブラックマイカ
〈209〉の場合ツヤ消し黒になり、それ以外の場合にはブラック
〈202〉になります。

305 リヤスカート
塗装済38,500円（消費税抜き35,000円）0.7H〈WA09〉

素　 地31,900円（消費税抜き29,000円）0.7H 5.0H 〈WA10〉

材質：樹脂（ABS）　地上高：オリジナルより約42mmダウン
全長：オリジナルより約21mmプラス
設定 除く車いす仕様車、インテリジェントクリアランスソナー
（標準装備・メーカーオプション）、リヤフォグランプ付車
※写真はマフラーカッター317が装着されています。

※リヤスカート/リヤスパッツのブラックアウト部分の塗装色は、ボディカラーがブラックマイカ〈209〉
の場合ツヤ消し黒になり、それ以外の場合にはブラック〈202〉になります。　※牽引フックを使用する
際は、リヤスカート/リヤスパッツの取り外しが必要となります。あらかじめご了承ください。

306 リヤスパッツ
塗装済35,200円（消費税抜き32,000円）0.7H〈WA19〉

素　地28,600円（消費税抜き26,000円）0.7H 5.0H〈WA20〉

材質：樹脂（ポリプロピレン）　地上高：オリジナルより約48ｍｍダウン
全長：オリジナルより約13mmプラス
設定 除く車いす仕様車

303

301 MODELLISTAエアロキットA
設定 除く車いす仕様車、インテリジェントクリアランス
ソナー（標準装備・メーカーオプション）、リヤフォグランプ付車

302 MODELLISTAエアロキットB
設定 除く車いす仕様車

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

ブラック
マイカ209シルバー

メタリック

ブルー
メタリック

1F7

8T7

070

3T3

ホワイトパール
クリスタルシャイン

センシュアルレッド
マイカ

塗装済 143,000 円（消費税抜き130,000円）2.8H  〈WA01〉

塗装済 83,600 円（消費税抜き76,000円）1.3H  〈WA03〉

素 地 121,000 円（消費税抜き110,000円）2.8H 13.0H 〈WA02〉

素 地 71,500円（消費税抜き65,000円）1.3H 8.0H 〈WA04〉

303＋304＋305  のセット

303＋305  のセット

塗装済 139,700 円（消費税抜き127,000円）2.8H  〈WA11〉

塗装済 81,400 円（消費税抜き74,000円）1.3H  〈WA13〉

素 地 118,800 円（消費税抜き108,000円）2.8H 13.0H 〈WA12〉

素 地 69,300 円（消費税抜き63,000円）1.3H 8.0H 〈WA14〉

303＋304＋306  のセット

303＋306  のセット

［お得なセット価格］ 
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308 309 310 311

307 リヤスポイラー
塗装済40,700円（消費税抜き37,000円）1.5H〈WB38〉、2トーン

選択車〈WB37〉

素　地34,100円（消費税抜き31,000円）1.5H 3.5H〈WB39〉

材質：樹脂（ABS）
※ブラックアウト部分の塗装色は、ボディカラーがブラックマイカ
〈209〉の場合ツヤ消し黒になり、それ以外の場合にはブラック〈202〉
になります。　※塗装済設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉、シルバーメタリック〈1F7〉、ブラックマイカ〈209〉、センシュア
ルレッドマイカ〈3T3〉、エアーイエロー〈5B6〉、ブルーメタリック〈8T7〉
※2トーン選択車の場合、塗装済設定色はブラックマイカ〈209〉にな
ります。　※その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装になり
ます。　※写真はトップノットアンテナ 308  が装着されています。

310 15インチ アルミホイールセット
1台分59,400円（消費税抜き54,000円）2.2H〈WB03〉

KYOHO FORTIBLE BM2＜ブラック×ポリッシュ＞
サイズ：15×6.0J
設定 15インチホイール装着車
※タイヤは標準装備されているものを使用。　
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。

308 トップノットアンテナ
塗装済16,500円（消費税抜き15,000円）0.5H〈WB92〉

素　地14,300円（消費税抜き13,000円）0.5H 1.0H〈WB93〉

材質：樹脂（ABS）
※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：ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、シルバーメタ
リック〈1F7〉、ブラックマイカ〈209〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉、ヴィ
ンテージブラウンパールクリスタルシャイン〈4X4〉、エアーイエロー
〈5B6〉、 ブルーメタリック〈8T7〉　

311 15インチ アルミホイールセット
1台分49,500円（消費税抜き45,000円）2.2H〈WB02〉

ウェッズ ギルドXS＜ブラック×ポリッシュ＞
サイズ：15×6.0J
設定 15インチホイール装着車
※タイヤは標準装備されているものを使用。　
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。

309 17インチ アルミホイール&タイヤセット
1台分207,900円（消費税抜き189,000円）0.5H〈WB01〉

MODELLISTA WingDancerⅢ ＜ガンメタリック×ポリッ
シュ＞＆ヨコハマタイヤ ADVAN FLEVA V701
サイズ：17×6.5J＆195/45R17
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。

307

 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。  

：装着部位

全身から個性とセンスが立ち上る、洗練のエアロスタイル。     
Photo（左･中央）：G Cuero（ハイブリッド車） 。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（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスパッツ）、リヤスポイラー、
クールシャインキット、ドアハンドルガーニッシュ、トップノットアンテナ、マフラーカッター、LEDライセンスランプ、17インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅢ＜ガンメタリック×ポリッシュ＞＆
ヨコハマタイヤ ADVAN FLEVA V701）を装着しています。　Photo（右）：G（ハイブリッド車） 。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。LEDランプパッケージはメーカーパッケージ
オプション。MODELLISTAエアロキットA（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカート）、リヤスポイラー、クールシャインキット、ドアハンドルガーニッシュ、トップノットアンテナ、マフラーカッター、LEDライセンスランプ、
17インチ アルミホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅢ＜ガンメタリック×ポリッシュ＞＆ヨコハマタイヤ ADVAN FLEVA V701）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。

303

313

309

304

316
314

306

309

316

303

307308308315 304307

309 304 309 309 305306 317 317

315

■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裏表紙をご覧ください。

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）’19年10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。
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312 クールシャインキット
313＋314＋315  のセット　［お得なセット価格］ 59,400 円（消費税抜き54,000円）1.5H  〈WB31〉

313 ヘッドライトガーニッシュ
20,900円（消費税抜き19,000円）0.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）+メッキ

314 ミラーガーニッシュ
17,600円（消費税抜き16,000円）0.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ABS）　クローム×マットクローム（蒸着）

315 バックドアガーニッシュ
26,400円（消費税抜き24,000円）0.5H〈WB34〉

材質：樹脂（ABS）　クローム×マットクローム（蒸着）

316 ドアハンドルガーニッシュ
13,200円（消費税抜き12,000円）0.5H〈WB35〉

材質：樹脂（ABS）+メッキ
※写真はスマートエントリーパッケージ（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車用。

317 マフラーカッター
24,200円（消費税抜き22,000円）0.4H〈WB11〉

70mm×55mmスクエアデュアル　材質：ステンレススチール
設定 除く車いす仕様車
※写真はHYBRID車、ガソリン車（2WD）用。　※写真はリヤスカート305を装着しています。
※マフラーカッターの排気は片側のみです。もう一方はダミーとなっております。

318 LEDライセンスランプ
8,800円（消費税抜き8,000円）0.5H〈WB73〉

※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。

313 314

315 316

317 318

クローム

マットクローム

クローム

マットクローム

Photo：G Cuero（ハイブリッド車） 。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。MODELLISTAエアロキットB（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスパッツ）、
リヤスポイラー、クールシャインキット、ドアハンドルガーニッシュ、トップノットアンテナ、マフラーカッター、LEDライセンスランプ、15インチ アルミホイール
セット（KYOHO FORTIBLE BM2＜ブラック×ポリッシュ＞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。

まばゆい輝きが、洗練された個性を主張。
：装着部位

304

313

303

310

316

307

310

306

314
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319 インテリアパネルA（センタークラスター）
23,100円（消費税抜き21,000円）0.5H 木目調×メッキ調〈WB41〉、ピアノブラック×メッキ調〈WB42〉

モダンで上質な室内空間を演出する「木目調」と、艶やかさとクールさを感じさせる「ピアノブ
ラック」を用意しました。
設定 除くLEDシフトノブ 321  付車

321 LEDシフトノブ
39,600円（消費税抜き36,000円）1.8H〈WB77〉

LEDが仕込まれたシフトノブ・メッキリング・上質なシフトブーツが室内空間をグレードアップします。シフトポ
ジションをシフトノブの発光で表現。イグニッションON/OFF時にはイルミネーションで先進性を演出します。
材質：シフトノブ（本革）、シフトブーツ（合皮）
設定 除くインテリアパネルA 319  付車
※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。　※写真は当該車両とは異なります。

323 LEDスマートフットライト
24,200円（消費税抜き22,000円）1.6H ホワイト〈WB72〉、アンバー〈WB62〉

スライドドアの開閉に連動し、LEDライトが足元を照らします。
お好みによりホワイト/アンバーからLED色をお選びいただけます。
※左右セットとなります。　※写真の色や照度は実際とは異なります。　※写真は当該車両とは異なります。

322 LEDスマートライトセット
323＋324  のセット　［お得なセット価格］ 61,600 円（消費税抜き56,000円）3.5H  
アンバー×アンバー〈WB63〉、アンバー×ブルー〈WB64〉、ホワイト×アンバー〈WB65〉、ホワイト×ブルー〈WB66〉

324 LEDスマートグリップライト
44,000円（消費税抜き40,000円）2.6H  ブルー〈WB68〉、アンバー〈WB67〉

LEDライトを組み込んだグリップ。LEDが光ることによって、夜間でもグリップを認識でき、乗降をスマート
にアシストします。走行中は室内側に配置したLEDランプが点灯。先進的なインテリア空間を演出します。
※左右セットとなります。 ※写真の色や照度は実際とは異なります。　※写真は当該車両とは異なります。

325 フロントピラーアシストグリップ
1個12,100円（消費税抜き11,000円）1.0H  運転席側〈WB86〉、助手席側〈WB87〉

運転席・助手席への乗り降りをサポートするグリップ。
設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ（メーカーオプション）付車

320 インテリアパネルB（フロントドアトリム）
26,400円（消費税抜き24,000円）0.5H 木目調×メッキ調〈WB43〉、ピアノブラック×メッキ調〈WB44〉

センタークラスターとコーディネートすれば、インテリアのオシャレなポイントに。
設定 除くG Cuero、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ・ナビレディパッケージ
（メーカーパッケージオプション）付車

木目調×メッキ調 ピアノブラック×メッキ調
※P21の純正用品のインテリアパネル（ウッド調）とは色合い、模様が異
なります。　※写真は撮影、印刷インキの関係で実際の色調、質感とは
異なって見えることがあります。　※写真は当該車両とは異なります。

000

319 320

321 323

324

 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。  

スライドドア開時

スライドドア閉時

ブルー

ブルー

アンバー

アンバー

ホワイト アンバー

照射部

点灯時

パーキング（緑）

ニュートラル

リバース（赤）

ドライブ（青）

消灯時

319 320

木目調×メッキ調（オートエアコン用）

ピアノブラック×メッキ調 ピアノブラック×メッキ調

320

319

：装着部位

325 326

格納時

326 ステッパルS
206,800円（消費税抜き188,000円）

除くハロゲンヘッドランプ・寒冷地仕様（メーカーオプション）同時装着車 4.0H 〈WB91〉
ハロゲンヘッドランプ・寒冷地仕様（メーカーオプション）同時装着車 4.2H  〈WB95〉
スライドドアの開閉に連動し自動で展開格納するスタイリッシュなステップ。

詳しくは
https://www.modellista.co.jp/

s/sienta02/

■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裏表紙をご覧ください。

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）’19年10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。
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503 504

502 フロントスポイラー
塗装済39,600円（消費税抜き36,000円）1.0H〈VA11〉

素　地35,200円（消費税抜き32,000円）1.0H 4.0H〈VB11〉

材質：樹脂（PPE）　地上高：オリジナルより約23mmダウン
全長：オリジナルより約13mmプラス

503 サイドスカート
塗装済55,000円（消費税抜き50,000円）2.0H〈VA21〉

素　地50,600円（消費税抜き46,000円）2.0H 4.0H〈VB21〉

材質：樹脂（PPE）

504 リヤアンダースポイラー
塗装済37,400円（消費税抜き34,000円）1.0H〈VA31〉

素　地33,000円（消費税抜き30,000円）1.0H 4.0H〈VB31〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約4mmダウン
設定 除く車いす仕様車、リヤフォグランプ 100  付車

設定 除く車いす仕様車、リヤフォグランプ 100  付車

502

スポーツの感性で磨いた、ダイナミックな個性。

Photo（右）：FUNBASE G（ハイブリッド車）。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、サイドガーニッシュ、バックドアガーニッシュ、ウィンカーバルブ、15インチアルミ
ホイールセット（KYOHO smack-sfida）を装着しています。 　Photo（左）：FUNBASE G（ハイブリッド車）。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、サイドガーニッシュ、
バックドアガーニッシュ、ウィンカーバルブ、15インチアルミホイールセット（KYOHO seinracing）を装着しています。 

501 エアロパーツセット
502＋503＋504  のセット

塗装済 132,000円（消費税抜き120,000円）4.0H  〈VA1U〉

素　地 118,800円（消費税抜き108,000円）4.0H  12.0H〈VB1U〉

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ブルーメタリック8T7ブラック

マイカ209070 ホワイトパール
クリスタルシャイン
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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。

506 507 508

505 サイドガーニッシュ
18,700円（消費税抜き17,000円）

1.0H〈VAG2〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

508 15インチアルミホイールセット
１台分48,400円（消費税抜き44,000円）2.2H〈VR5A〉

KYOHO seinracing〈ザインレーシング〉
サイズ：15x6.0J
設定 除く16インチホイール付車、車いす仕様車
※15インチアルミホイール装着車に取り付ける場合は標準装備のタイヤ
 （185/60R15）が使用可能です。
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。

506 バックドアガーニッシュ
9,900円（消費税抜き9,000円）

0.4H〈VAL2〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

507 15インチアルミホイールセット
１台分59,400円（消費税抜き54,000円）2.2H〈VR5B〉

KYOHO smack-sfida〈スマックスフィーダ〉
サイズ：15x6.0J
設定 除く16インチホイール付車、車いす仕様車
※15インチアルミホイール装着車に取り付ける場合は標準装備のタイヤ
 （185/60R15）が使用可能です。
※価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。

505

：装着部位

505

508

502

503

505

507

503

507502

504

506

511

508

511

■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裏表紙をご覧ください。

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）’19年10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。
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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。

TRD PARTS

511 ウィンカーバルブ
フロント3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC61〉

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

非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、非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。
設定 除くLEDランプパッケージ（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車
※バルブのみ交換。天候や屋外の照明、その他環境条件により、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。

512 ドアハンドルプロテクター
1台分6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H〈VAG1〉

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。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

514 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ロゴ入りの赤いボタンがインテリアにインパクトを与えます。
設定 スマートエントリーパッケージ（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車

513 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〉

給油口のキャップに貼り付けることで、簡単にドレスアップが可能です。

510 サンシェード
18,700円（消費税抜き17,000円） 〈VCH1〉

ウインドシールドガラス、フロントサイドガラス用3枚セットで専用設計。フロントサイドガラス用
はウインドゥネット（網戸）付。

511

512 513

514

装着後

装着後

ハイブリッド車用 ガソリン車用

装着前

装着前

509 TRDスピーカーセット（標準スピーカー交換タイプ・JBL®）
フロント用160mm 22,000円（消費税抜き20,000円）1.0H〈VCAU〉

リヤ用100mm           16,500円（消費税抜き15,000円）1.0H〈VCBU〉

標準スピーカーからの置き換えで、迫力のサウンドにグレードアップできます。クリアでなめら
かな高音を再生するツィーターと、より広い面積のコーンにより豊かな低音を再生するウー
ハーの同軸2ウェイ構造です。

設定 除くプレミアムダブルツィーターシステム・ダブルツィーターシステム（販売店装着オプション）付車
※各セットには車種専用取付キットが含まれます。
※JBL®はHarman International Industries, inc. の商標です。 

510

フロント リヤ
定格入力 50W 30W
最大入力 150W 90W
音圧レベル 92db/W・m 90db/W・m
インピーダンス 3Ω 3Ω

509

フロント用160mm
（車種取付ブラケットとハーネスのセット）

リヤ用100mm
（ハーネスとセット）

509

※イラストはイメージ。

手軽なサウンドチューンをJBL®で

■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裏表紙をご覧ください。

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）’19年10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。
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

ILLUMINATION

010 インテリアイルミネーション（2モードタイプ）
16,500円（消費税抜き15,000円）1.3H〈B9B2〉

やわらかなウォームホワイトの灯りがフロントシート、セカンドシートの足元を照らす2モード
タイプのイルミネーション。ドアオープンに連動して点灯し、ドアクローズ後はゆっくりと減光
します。夜間はスモールランプに連動し、足元を淡く照らします。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

011 LEDバルブセット
15,400円（消費税抜き14,000円）0.3H〈B9DA〉

ルームランプ、フロントパーソナルランプをLEDに交換できるバルブセット。白色LEDに換える
と室内がより明るくクリアになります。
設定 除く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。　※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。

012 ウェルカムライト（運転席・助手席）
26,400円（消費税抜き24,000円）

パノラミックビューモニター無車 2.5H〈G1K0〉、パノラミックビューモニター付車 3.0H  〈C1Q6〉

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、ドアミラーから白
色LEDの白い光がさし、「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）
※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。

010

装着後 装着前

※写真は3列シート車。

ドアオープン時 減光時

011

012

013

013 ラゲージルームランプ
11,000円（消費税抜き10,000円）1.1H〈B9K0〉

ラゲージ左（助手席側）＊1の車両標準ランプを高輝度
白色LEDに交換するバルブと、後席（運転席側）横＊2に
ランプとスイッチを追加するセットです。3列シート車
の場合はバックドアを開けると両サイドの照明が
点灯。2列シート車は、バックドアを開けると助手席側
の照明が点灯し、運転席側はラゲージルームランプ
スイッチがONのときだけ点灯します。
設定 除く車いす仕様車

※運転席側のランプのみバックドアを閉めた状態で、スイッチ
によるON/OFFが可能。
※穴あけ加工が必要です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

＊1.ランプ位置
（LEDバルブ交換）

＊2.ランプ位置
（ランプ+スイッチ）

＊1.ランプ位置
（LEDバルブ交換）

＊2.ランプ位置
（ランプ+スイッチ）

3列シート車

2列シート車

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）’19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。



16

ACTIVITY ITEM （純正用品）

Photo：FUNBASE X（ハイブリッド車）。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。内装色はブラック×ブラック。FUNBASEセットを装着しています。

充実のラゲージユーティリティセットに、
専用フロアマットなどをお得にプラス。
FUNBASEセットで毎日を快適に。

FUNBASEセットの活用バリエーション例

1  モノを掛ける。

ユーティリティフック ユーティリティフック ラゲージマルチネット＋

ユーティリティフック

ラゲージアッパーボード

システムバー＋ ＋ ユーティリティフック

ラゲージアッパーボックス

システムバー＋ ＋

2  ネットでいろいろ。

4  荷室を上下にわける。

ユーティリティフック システムバー＋

3  間仕切りとして使う。 5  小物類を収納する。

014 ユーティリティフック
2個 3,850円

（消費税抜き3,500円）0.2H〈P4MA〉

ユーティリティホールに取り付
けるフック。システムバーやネット
などを装着するための基本パーツ
です。
設定 2列シート車

※システムバーはユー
ティリティホール①
以外の位置で使用で
きます＊1。
※トノカバーを装着す
る場合、ラゲージアッ
パーボックスの取付
位置はユーティリティ
ホール⑤～⑧となり
ます。　

荷室を自在にカスタマイズ
FUNBASEは荷室左右に各9個のユー
ティリティホールを標準装備。ユーティ
リティフックやシステムバーなどと組み
合わせることで多彩な荷室アレンジを
実現します。

014

015 016

015 FUNBASEセット
［お得なセット価格］ 　

91,300円（消費税込み）

82,500円（消費税抜き75,000円）1.0H  〈CGLU〉

ラゲージユーティリティセットに含まれるユーティリテ
ィフック（4個）、システムバー（2本）、ラゲージマルチネッ
ト、ラゲージアッパーボード、ラゲージアッパーボック
スに、専用フロアマットとグレードエンブレムを加えた
お得なセットです。
設定 2列シート車

※S字フックは市販品。

※ラゲージアッパーボード、ラゲージアッパーボックスに荷物を載せて走行する場合は、必ずラゲージマルチネットを使用し固定してください。

＊1. システムバーをユーティリティホール①に取り付けると、SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な障害を受けるおそれがあります。

1

2

5 6 7 8

9

3 4

Photo：FUNBASE X（ハイブリッド車）。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。内装色はブラック×ブラック。FUNBASEセットを装着しています。
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ロゴアップ

消臭・抗菌

 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。  

017 システムバー
セット＊2  9,900円（消費税抜き9,000円） 0.2H〈CGFU〉

単品（1本） 6,050円（消費税抜き5,500円） 〈J2QD〉

荷室を仕切って荷物を固定できます。耐荷重：5kg
サイズ：【最短】759mm、【最長】1,323mm、【使用時】1,243mm
設定 2列シート車
＊2. ユーティリティフック（2個）を含む価格です。
※システムバーはP16の図のユーティリティホール①以外の位置で使用できます。①に取り付けると、
SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な障害を受ける
おそれがあります。

018 ラゲージマルチネット
セット＊2  12,650円（消費税抜き11,500円） 0.6H〈CGGU〉

単品　　  8,800円（消費税抜き8,000円） 0.4H〈J1A5〉

荷崩れ防止や荷物の固定に使えます。
設定 2列シート車
＊2. ユーティリティフック（2個）を含む価格です。

022 グレードエンブレム
4,950円（消費税抜き4,500円） 0.3H〈S9M4〉

クラフトワークをイメージした専用ロゴデザイン。アクティブなFUNBASEにふさわしい
立体感あるエンブレムステッカーです。
設定 2列シート車

021 フロアマット（デラックスタイプ・2列用）
1台分31,350円（消費税抜き28,500円） 〈A0AK〉

ウールライクな質感の心地よいマットです。クラフト感のある専用刺繍ネームを採用し、
足元から楽しさを演出。車内を快適な空間に保つ消臭・抗菌機能を備えています。
色：ブラウン　材質：ポリプロピレン
設定 2列シート車
※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が施されています。詳しくはP21をご覧ください。

セット内容一覧

019 ラゲージアッパーボード
セット＊3  41,800円（消費税抜き38,000円） 0.7H〈CGJU〉

単品　　  13,200円（消費税抜き12,000円） 〈J0PF〉

荷室を上下に仕切ることで、荷物の収納や出し入れをスムーズに行うことが可能。軽量
で脱着も簡単に行えます。耐荷重：5kg　
材質：【表面】樹脂（PET）、【基材】樹脂（ポリプロピレン）
サイズ：W1,206×L660mm（最大部の厚さ46mm）
設定 2列シート車
＊3. ユーティリティフック（4個）、システムバー（2本）、ラゲージマルチネットを含む価格です。
※ラゲージアッパーボードに荷物を載せて走行する場合は、必ずラゲージマルチネットを使用し固定
してください。　※ラゲージアッパーボックス併用時の耐荷重は合計5kgです。

020 ラゲージアッパーボックス
セット＊3  41,800円（消費税抜き38,000円）0.7H  〈CGHU〉

単品　　  13,200円（消費税抜き12,000円） 〈J0C4〉

後席や荷室からもアクセスしやすく、頻繁に出し入れする荷物に最適なファブリック製
の収納ボックスです。耐荷重：5kg
材質：ポリエステル　サイズ：L310×W1,000×H120mm
設定 2列シート車
＊3. ユーティリティフック（4個）、システムバー（2本）、ラゲージマルチネットを含む価格です。
※ラゲージアッパーボックスに荷物を載せて走行する場合は、必ずラゲージマルチネットを使用し固定
してください。　※ラゲージアッパーボード併用時の耐荷重は合計5kgです。

016 ラゲージユーティリティセット
55,000円（消費税抜き50,000円） 0.7H〈CGKU〉

ユーティリティフック（4個）、システムバー（2本）、ラゲージマルチネット、ラゲージ
アッパーボード、ラゲージアッパーボックスを一度に揃えられるセットです。
設定 2列シート車

ユーティリティフック システムバー ラゲージマルチネット ラゲージアッパーボード ラゲージアッパーボックス フロアマット グレードエンブレム
015  FUNBASEセット ○4個 ○2本 ○ ○ ○ ○ ○
016  ラゲージユーティリティセット ○4個 ○2本 ○ ○ ○ ー ー
017  システムバー（セット） ○2個 ○1本 ー ー ー ー ー
018  ラゲージマルチネット（セット） ○2個 ー ○ ー ー ー ー
019  ラゲージアッパーボード（セット） ○4個 ○2本 ○ ○ ー ー ー
020  ラゲージアッパーボックス（セット） ○4個 ○2本 ○ ー ○ ー ー

017

018

019

020

021 022

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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328 バックドアタープ
30,800円（消費税抜き28,000円）〈WB53〉

バックドアを利用した撥水タープ。着替えや日よけなど、あらゆるアウトドアシーンの可能性を広げます。
材質：【表面】ポリエステル　色：【表面】オフホワイト、【中幕】シルバー　サイズ：W約1,200mm×H約1,804mm×L約1,190mm
設定 除く車いす仕様車
※遮光生地ではありません。　※ペグやウエイトは商品に含まれません。ペットボトル等を重りに簡単に使用で
きます。　※バックドアタープ使用時は必ずエンジンを停止してパーキングブレーキをかけてください。

331 ラゲージテーブル
44,000円（消費税抜き40,000円）0.5H〈WB56〉

荷室の両サイドにあるユーティリティホールに固定して使用するカップホルダー付きのテーブル。工
具なしでお好みの位置に取り付けられ、車中泊シーンやアウトドアシーンでテーブルとして使用でき
ます。マットブラックと木目調の組み合わせによってファッショナブルな室内空間を演出します。
材質：【表面】ポリ塩化ビニル 、【基材】樹脂（ポリプロピレン）
サイズ：W約1,206mm×L約421mm、最大部の厚さ（約36mm）　耐荷重：約10kg
設定 2列シート車　※テーブル上に荷物を置いての走行はできません。　※サイクルホルダーと同時使用はできません。

329 ラゲージベンチシート
17,600円（消費税抜き16,000円）〈WB55〉

バックドア開口部に設置する撥水加工を施したベンチシート。バックドアを開けてくつろぐ際、衣類へ
汚れが付着するのを防ぎます。表面には帆布生地を使用しており、自然な風合いを楽しめます。
材質：【表面】綿（帆布生地、オフホワイト）、【表面下部】ポリ塩化ビニル（茶色）、【裏面】ポリエステル（ベージュ）
サイズ：W約880mm×L約588mm、最大部の厚さ（約33mm）
設定 除く車いす仕様車

330 バックドアラック
16,500円（消費税抜き15,000円）1.0H〈WB54〉

バックドアを開けて使用します。衣類やランタンをかけることができるラック。ブラックアルマイ
ト処理を施すことでアウトドアシーンに合うカジュアルな空間を演出します。
サイズ：W約886mm×約58mm　耐荷重：約2kg
設定 除く車いす仕様車　※写真はラゲージLED 335  を装着しています。

000

331

329

328

330

ACTIVITY ITEM （MODELLISTA）

Photo：FUNBASE X（ハイブリッド車）。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。MODELLISTAエアロキットA（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカート）、レジャーキット、ラゲージテーブル、17インチ アルミ
ホイール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅢ＜ガンメタリック×ポリッシュ＞＆ヨコハマタイヤ ADVAN FLEVA V701）、マフラーカッターを装着しています。
※バックドアタープ使用時は必ずエンジンを停止してパーキングブレーキをかけてください。

327 レジャーキット

詳しくは 
https://www.modellista.co.jp/s/

sienta01/

ユーティリティホール締結部

※ペグやウエイトは商品に含まれません。　
※バックドアタープ使用時は必ずエンジンを停
止してパーキングブレーキをかけてください。

こだわりをプラスして
週末レジャーを楽しもう。
こだわりをプラスして
週末レジャーを楽しもう。

［お得なセット価格］ 59,400円（消費税抜き54,000円）1.0H  〈WB52〉328＋329＋330  のセット
設定 除く車いす仕様車

中幕装着時

収納袋
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332 ラゲージウッドデッキ（木目調）
44,000円（消費税抜き40,000円）1.0H〈WB51〉

ラゲージボードを木目調にすることで、華やかさを創出。また、水や泥汚れなどをサッと拭くこと
ができる機能性も持ち合わせています。
材質：樹脂（ABS）　設定 2列シート車

333 サイクルホルダー
29,700円（消費税抜き27,000円）〈WB82〉

ロードバイクやマウンテンバイクを1台積載できます。ホイールホ
ルダーに取り外したフロントタイヤを固定できます。固定用ベルト
が2本付属し、しっかりと固定できます。
搭載目安サイズ：【3列シート車】全長約1,500mm、高さ約1,000mm 
【2列シート車】全長約2,000mm、高さ約980mm
設定 除く車いす仕様車
※自転車の種類やサイズにより搭載できない場合があります。　※助手席は前寄りの位置になるため、着座できな
い場合があります。　※ロッドホルダーと同時使用はできません。　※ラゲージテーブルと同時使用はできません。

334 ロッドホルダー
41,800円（消費税抜き38,000円）0.7H〈WB81〉

フィッシングロッドを5本収納できます。
搭載可能寸法（上向き使用時：約170cmまで、下向き使用時：約190cmまで）
設定 除く車いす仕様車、SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ（メーカーオプション）付車
※後席用アシストグリップを外しての取付となります。　※寸法内であっても形状によっては収納できない場合
があります。　※搭載方法やロッドの種類によっては、助手席側に乗車できない場合があります。　※サイクルホ
ルダーと同時使用はできません。

335 ラゲージLED
14,300円（消費税抜き13,000円）1.5H〈WB74〉

バックドアインナーに配された2つのLED照明が足元とラゲージルームを明るく照らし、夜間の
作業性を格段に向上させます。
※室内に標準装備のラゲージルームランプに連動して点灯・消灯します。　※一定時間が経過すると消灯いたします。　
※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。

336 エアスリープマット
22,000円（消費税抜き20,000円）〈WB99〉

車中泊やキャンプなど、さまざまなシーンで活躍するエアマット。エアバルブを開くだけで厚さ
約9cmに自然に膨らみ、シートや地面の凹凸を吸収して快適な寝心地を実現します。
サイズ（展開時）：L約195cm×W約61cm
設定 2列シート車　　※カバー部のみ難燃性素材を使用しています。

332

333 334

335 336

 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。  

■自転車搭載位置

遊びの道具を積み込んで、
心躍るフィールドへ。

Photo：FUNBASE G（ガソリン車）。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。インテリジェントクリアランスソナーはメーカーオプション。LEDランプパッケージ、スーパーUVカット＆シートヒーターパッケージはメーカーパッ
ケージオプション。MODELLISTAエアロキットB（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスパッツ）、ラゲージウッドデッキ（木目調）、バックドアラック、ラゲージテーブル、ロッドホルダー、ラゲージLED、17インチ アルミホ
イール＆タイヤセット（MODELLISTA WingDancerⅢ＜ガンメタリック×ポリッシュ＞＆ヨコハマタイヤ ADVAN FLEVA V701）、マフラーカッターを装着しています。　※写真の色や照度は実際とは異なります。

固定用
ベルト
2本付

フロントフォーク
締結部

ホイール
ホルダー

照射部 収納時

■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裏表紙をご覧ください。

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）’19年10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。
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LUGGAGE
023 ラゲージボード
11,000円（消費税抜き10,000円） 〈J0P3〉

サードシートをダイブインした時にできる隙間や凹凸をカバーし、フラットな
床面に仕立てるボード。載せるだけで荷物の隙間への落下を防ぎ、使いやすさ
が向上します。サードシート使用時は荷台部分に折りたたんで収納できます。
材質：樹脂（ポリプロピレン）［ボード］＋
樹脂（PET）［表皮材］
設定 除く2列シート車、車いす仕様車
※写真は当該車両とは異なります。

024 ラゲージトレイ
22,000円（消費税抜き20,000円） 〈i8B0〉

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
設定 除く車いす仕様車
※サードシートを格納しない状態でも使用可能です。
※写真は3列シート用。2列シート用とは形状が異なります。
※写真は当該車両とは異なります。

025 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。
材質：ポリエステル
設定 除く車いす仕様車
※サードシートを格納しない状態でも使用可能です。
※写真は3列シート用。2列シート用とは形状が異なります。
※写真は当該車両とは異なります。

026 トノカバー
14,300円（消費税抜き13,000円）0.3H  〈O4A0〉

荷室を隠せるカバー。外から見えないため車上荒らし予防に効果的です。
設定 除く車いす仕様車
※写真は当該車両とは異なります。

027 ロングラゲージマット
18,700円（消費税抜き17,000円） 〈A2E0〉

ラゲージルームから２列目シートの背面までの汚
れを防止する防水タイプのマット。分割ファス
ナー付なのでシートアレンジにも対応できます。
色：ブラック　材質：ポリ塩化ビニル
設定 除く車いす仕様車、アシストグリップ
（サードシート乗降用）付車
※写真は3列シート用。2列シート用とは形状が異
なります。　※写真は当該車両とは異なります。

028 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
ナーを開ければマットとして使用可能。撥水機能付です。
色：ブラック　材質：ポリエステル
設定 除く車いす仕様車
※写真は当該車両とは異なります。

029 ラゲージネット（3列シート用）
5,500円（消費税抜き5,000円） 〈J1C0〉

急カーブやバックドアを開けた際の荷崩れを軽減します。
設定 除く2列シート車、車いす仕様車、アシストグリップ（サードシート乗降用）付車
※写真は当該車両とは異なります。

030 リヤバンパーステップガード
12,100円（消費税抜き11,000円）0.2H  〈Q1AU〉

ステンレス製のプレートで、荷物の積み下ろし時のリヤバンパーへの傷つき
を防止します。
設定 除く車いす仕様車
※写真は当該車両とは異なります。

サードシート格納時

サードシート格納時

フラットラゲージモード時

ボックスオープン時

ボックス状態

マット状態

ハーフラゲージモード時

023

024

025

027

029

028

026

030

装着前
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

INTERIOR
031

032

033

034

035

036

031 フロアマット（デラックスタイプ・3列用）＊1

3列用・車いす仕様車  1台分 41,800円（消費税抜き38,000円）〈A0AL〉

ウールライクな質感の心地よいマットです。ジュエリーのような専用メタルネームを採用し、足元
から高級感を演出。車内を快適な空間に保つ消臭・抗菌機能を備えています。
色：ブラウン　材質：ポリプロピレン
設定 除く2列シート車
＊1.トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。他のフロアマット類
と重ねて使用しないでください。
※写真は当該車両とは異なります。

032 革調シートカバー＊2

1・2列目用59,400円（消費税抜き54,000円） 1.0H〈A8C0〉

3列目用    25,300円（消費税抜き23,000円） 0.5H〈A8C1〉

ダブルステッチや切り替えを施した、高級感あふれるシートカバーです。運転席と助手席の
背面と運転席座側面に収納ポケットを設けました。
色：ブラック　材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定 除く車いす仕様車
＊2.トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィッティングに配慮した専用設計となってい
ます。　＊3. SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ
対応純正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。　
※写真は当該車両とは異なります。

033 インテリアパネル（ウッド調メーターフード）
11,000円（消費税抜き10,000円）0.3H〈B6SB〉

材質：樹脂（ABS）＋ウッド調フィルム

034 インテリアパネル（インパネガーニッシュ）
11,000円（消費税抜き10,000円）0.4H ウッド調〈CBDU〉、いぶし銀調〈CBEU〉

色：ウッド調、いぶし銀調　材質： 樹脂（ABS）＋ウッド調フィルム、樹脂（ABS）＋いぶし銀調塗装　

035 インテリアパネル（スイッチベース）
10,450円（消費税抜き9,500円） 0.3H ウッド調〈CCNU〉、いぶし銀調〈CBBU〉

色：ウッド調、いぶし銀調　材質： 樹脂（ABS）＋ウッド調フィルム、樹脂（ABS）＋いぶし銀調塗装

036 インテリアパネル（センタークラスター）
14,300円（消費税抜き13,000円）0.3H ウッド調〈B65U〉、いぶし銀調〈CAVU〉

色：ウッド調、いぶし銀調　材質：樹脂（ABS）＋ウッド調フィルム、樹脂（ABS）＋いぶし銀調塗装

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。
※写真は当該車両とは異なります。

フロアマットを固定する工夫が施されています。
イメージ図
■回転ノブ取り付け部位

ロゴアップ

消臭・抗菌

生地アップ

ウッド調

いぶし銀調

ウッド調

ウッド調

いぶし銀調

いぶし銀調

SRS SIDE AIRBAG 対応＊3

：装着部位
033

034

035

031

036

032

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■設定のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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037 LED サイドライト（ナンバーフレーム付）
フロント部のみ29,700円（消費税抜き27,000円）

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、気づきやすい青色の光を
照射することで、見通しの悪い丁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。
材質：【メッキフレーム】樹脂（ABS）＋メッキ、【灯体レンズ】樹脂（アクリル）
設定 除く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

039 バンパープロテクター
1台分（2個入）4,950円（消費税抜き4,500円）0.4H〈Q6G0〉

こすりやすいフロントのコーナー部を保護します。
色：ホワイト、シルバー、ブラック、レッド、ブルー　材質：樹脂（TPE）

040 乗降中表示器
23,870円（消費税抜き21,700円）1.5H〈DHGU〉
助手席側のスライドドアが開くと、バックガラス室内部にLEDで「乗降中」と表示することで、
後続車に注意喚起を行います。
材質：【ハウジング、ベゼル】樹脂（AES） 【レンズ】樹脂（アクリル）
設定 単品、字光式ナンバープレート用ブラケットまたは、電子インナーミラー、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）同時装着車、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）と電子インナーミラーとの同時装着車、除くIR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド･バックガラス）付車※

※ただし、下線部の場合にはバックドアダンパーが必要となります。その場合は、下記のダンパー付をご購入ください。
ダンパー付乗降中表示器
37,730円（消費税抜き34,300円）1.7H〈DHRU〉

038

037

039 040

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/

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真は当該車両とは異なります。

非装着時 カメラ部

非装着時

038 電子インナーミラー 
60,500円（消費税抜き55,000円）2.1H〈B4GC〉
バックドアガラス内側に取り付けたカメラからの画像をインナーミラーに表示。デジタル補正
で視認性が向上したインナーミラー。後方視野角が広く、後席に同乗者がいても後方を確認
しやすく安心です。
色：【カメラカバー】ブラック　材質（ミラー部）：【本体】樹脂（ASA）　【表示面】ガラス

【シャフト】アルミニウム＋塗装　サイズ：【ミラー】L68.7×W267×H75.4mm
設定 単品、リヤスポイラーまたは字光式ナンバープレート用ブラケット、室内カーテン、乗降中表示器、
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）同時装着車、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）と室内カーテン、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）とリヤスポイラー、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）と乗降中表示器、リヤスポイラーと室内カーテンとの同時装着車、除くIR（赤外線）カットフィルム

（リヤサイド･バックガラス）付車※

※ただし、下線部の場合にはバックドアダンパーが必要となります。その場合は、下記のダンパー付をご購入ください。

ダンパー付電子インナーミラー　74,360円（消費税抜き67,600円）2.3H〈DHSU〉

注意
電子インナーミラーにも死角はあり
ます。特に後退の際は直接後方をご
確認ください。
※バックドアガラスが曇っていたり汚れ
ている場合は、デフォッガー、リヤワイ
パーとご併用ください。　※切替ノブに
てOFFにすると、通常のミラーとしても
ご使用いただけます。　※LED光源を
使用した照明や電光掲示板などが映っ
た時は、映像がちらつく場合がありま
す。詳しくは取扱書をご覧ください。　
※通常のミラーとの見え方の違いによ
り、目が疲れたり、対象物の大きさが異
なって見える場合があります。　※写真
は当該車両とは異なる場合があります。

約40°約20°

 インナーミラーで確認できる視野
 電子インナーミラーで確認できる視野

 インナーミラーで確認できる視野
 電子インナーミラーで確認できる視野

車両装備 取付時間 追工コード

インテリジェントクリアランスソナー無車
パノラミックビューモニター無車 1.0H 〈K231〉

パノラミックビューモニター付車 1.5H 〈K233〉

インテリジェントクリアランスソナー付車
パノラミックビューモニター無車 1.4H 〈K232〉

パノラミックビューモニター付車 1.9H 〈K234〉

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

■照射イメージ図
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

詳しくは
こちらを
Check！

※写真は当該車両とは異なります。

043 回転クッション
16,500円（消費税抜き15,000円）〈B0EC〉

座面が回転することで身体の向きを簡単に変えられ、乗り降りをサポートする座布
団型のクッションです。
材質：【表皮材】ポリエステル

【クッション材】ウレタン、樹脂（PET）
取付位置：助手席、セカンドシート左右席

※写真は当該車両とは異なります。

042 アシストグリップ（シンプルタイプ）
6,270円（消費税抜き5,700円）〈F7PF〉

柔らかい感触のグリップで長時間の乗車でも使いやすく、乗車中の不安定な姿勢をサポート
します。
材質：【表皮】ポリエステル
取付位置：運転席、助手席ヘッドレスト部

041  安心ドライブパッケージ
042＋043  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〉

044  同乗者サポートパッケージ
046＋047  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〉

045  同乗者サポートプラスステップパッケージ
046＋047＋048  のセット

［お得なセット価格］ 
54,890円（消費税込み）  42,900円（消費税抜き39,000円） 〈CGPU〉

設定 除く車いす仕様車

046 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〉

シートへの乗り降りをサポートし、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。
色：グレー　材質： 樹脂（TPE）、樹脂（ABS）　
取付位置：助手席ヘッドレスト部
※助手席に取り付けてご使用ください。アシストグリップを付けた状態でシートポジションを変更する際
には、十分注意して操作してください。ポジションによってはシートと干渉したり、シートが起き上がらな
い場合があります。その場合はアシストグリップを取り外してからシート操作を行ってください。

047 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付けるつり革型グリップ。乗車中腕を高く上げなくて
もラクに握ることができます。
取付位置：セカンドシート左右席（アシストグリップ）

048 ステップ（170mmタイプ）
33,550円（消費税抜き30,500円） 〈F7QB〉

車両への昇り降りをラクに行うための置き型ステップ。折りたたんで収納できます。（搭載
ケース及び固定用ベルト付）
設定 除く車いす仕様車

※写真は当該車両とは異なります。

042

043

046

047

048

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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050

051

052

053

054

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

身体の動きや体型の違いにも柔軟にフィットする樹脂弾性体「ファインレボ」を採用。ほどよい
柔軟性で座り心地を高め、圧力を分散して疲れにくくします。
材質：【表面生地】ポリエステル　【クッション材】ウレタン　

【ファインレボ】スチレン系エラストマー　
取付位置：運転席、助手席、セカンドシート左右席

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

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：セカンドシート左右席

050 シートベルトパッド 
6,160円（消費税抜き5,600円）〈B0E5〉

シートベルトにシートベルトパッドを装着して使用。パッドに付いているハンドルを引っ
張るだけでシートベルトをラクに装着でき、腰まわりを圧迫しません。
材質：【表面】ポリ塩化ビニル 【裏面】ナイロン 【クッション材】ウレタン
取付位置：運転席、助手席

051 バックドアストラップ
4,510円（消費税抜き4,100円）0.5H〈J1JE〉

ストラップを引っ張れば、小柄な方でもラクラクバックドアが閉められます。
材質：ポリエステル

※FINE REVOは
アイシン精機株式会社の
登録商品です。

公益財団法人日本デザイン振興会

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

052 ランバーサポートクッション（汎用タイプ）
運転席用 32,450円（消費税抜き29,500円）〈B0EA〉

優れた体圧分散性と衝撃吸収性をもつエクスジェル®を埋め込んだ、立体サポート構造を採用した
エプロンタイプのクッションです。運転時のお尻・腰・背中への負担をやわらげます。
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
＊1. SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以
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。

エクスジェル部イメージ図

※エクスジェル ® は
株式会社加地の登録商標です。

SRS SIDE AIRBAG 対応＊1

049  運転者サポートパッケージ
050＋051  のセット

［お得なセット価格］ 
10,670円（消費税込み）  6,600円（消費税抜き6,000円）0.5H  〈CGNU〉
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■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社、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裏表紙をご覧ください。

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、塗装費を含まないメーカー希望小売価格もしくは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）̓19年10
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。

 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。  

Welcab
059

064 337

055 ヘッドサポートクッション
11,000円（消費税抜き10,000円）0.3H〈B0EE〉

助手席側スライドドアの開口部上部に装着し、乗降時にうっかり頭をぶつけても優しく
頭部を保護します。
材質：【表皮材】ポリエステル　【中クッション材】ウレタン
取付位置：助手席側スライドドア上部
設定 除くSRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ（メーカーオプション）、
室内カーテン付車

057 杖ホルダー 
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　収納：1本

056 アシストグリップ（サードシート乗降用）
11,000円（消費税抜き10,000円）0.4H〈F7PL〉

セカンドシートへ取り付けることで、サードシートへの乗り降りをサポートします。送迎等で
サードシートの利用頻度の高い方におすすめです。
取り付け位置：助手席側セカンドシート
設定 除く2列シート車、車いす仕様車、ロングラゲージマット、ラゲージネット付車

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

車内に設置して使う、緊急時の簡易トイレです。
※使用回数につきましては、お客様の使用環境によって異なります。
※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
＊2.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

※写真は当該車両とは異なります。

059 専用車いす［ウェルチェア］
198,000円（消費税非課税） 〈T8D0〉

設定 車いす仕様車

060 胸部固定ベルト
5,500円（消費税抜き5,000円） 〈T8B0〉

設定 専用車いす［ウェルチェア］付車

063 車いす用固定ベルト
22,000円（消費税抜き20,000円）0.2H

専用車いす［ウェルチェア］用〈T8EA〉、
専用車いす［電動ウェルチェア］用〈T8EB〉

設定 専用車いす付車

064 専用車いす［電動ウェルチェア］
775,000円（消費税非課税） 〈T9C0〉

設定 車いす仕様車かつ車いす用固定ベルト
専用車いす［電動ウェルチェア］用付車

337 車いす用電動ウインチ
253,000円（消費税抜き230,000円）3.0H〈WB83〉

車いすを電動で引き上げます。
設定 車いす仕様車
※写真は当該車両とは異なります。

061 車いす用ヘッドレスト
19,800円（消費税抜き18,000円） 〈T8E0〉

062 車いすステッカー
3,300円（消費税抜き3,000円） 〈T8C0〉

設定 車いす仕様車

 1年間2万km保証

060

061

詳しくは
こちらを
Check！

セット内容

❶ ワンタッチ便器（1個）＊2

❷ エチケット用ポンチョ（1枚）　
❸ ケアバッグ（2個）
❹ 消臭凝固剤（2個）
❺ 廃棄用袋（2枚）
❻ 吸収シート（2枚）
❼ 搭載ケース

※写真は当該車両とは異なります。

❼

❺

❷

❻

❶

❹
❸

055

056 057

058
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065

066

067

COMFORT

065 IR（赤外線）カットフィルム（リヤサイド・バックガラス）
22,000円（消費税抜き20,000円）2.5H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

真夏の直射日光による肌への「ジリジリ感」を緩和するウインドゥフィルム。
色：クリア、スモーク
設定 除く電子インナーミラー、乗降中表示器付車
※バックガラス部のフィルムは2枚組となります。

066 室内カーテン
38,500円（消費税抜き35,000円）2.2H〈F4R9〉
仮眠時など、室内の目隠しに最適。また、室内を落ち着いた雰囲気にドレスアップすることも
できます。
色［トリムカラー］：グレー［ブラック］、アイボリー［フロマージュ］
材質：カーテン生地／ポリエステル　カーテンレール/樹脂（ABS）
設定 単品、リヤスポイラーまたは、字光式ナンバープレート用ブラケット、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）、電子インナーミラー同時装着車、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）とリヤスポイラー、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）と電子インナーミラー、リヤスポイラーと電子インナー
ミラーとの同時装着車、除くSRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグ

（メーカーオプション）、ヘッドサポートクッション付車※

※ただし、下線部の場合にはバックドアダンパーが必要となります。その場合は、下記のダンパー付をご購入ください。

ダンパー付室内カーテン

52,360円（消費税抜き47,600円）2.4H〈CCPU〉

067 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ
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に。LED照明付。
設定 除くLEDバルブセット付車

4つの

おすすめ

ポイント

室内の温度上昇を抑えて、エアコンの効果もアップ。

日焼けやシミ、シワ対策に。後席のお子さまにも優しい。

効率的にエアコンを使えて、燃費にも貢献。

ガラスが割れても、破片が飛散しにくく安心。

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

■カーテン取付図 ■カーテン色

グレー アイボリー

：フィルム貼付位置

紫外線 　約99％カット

赤外線 　約74％カット（クリア）

　　　 　約53％カット（スモーク）

透過率 　約87％（クリア） 約35％（スモーク）

※写真は当該車両とは異なります。

赤外線
紫外線

※写真のフィルムはクリア。

※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。
※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。
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

068

069

070

072

071

073

068 コンソールボックス
19,800円（消費税抜き18,000円）0.3H〈E7A0〉

運転席と助手席の間に装着する便利な収納ボックスです。
色：ブラック　材質：樹脂（ポリプロピレン）　
収納容量：CD10枚またはDVD4枚

070 リヤアシストグリップ（左側用／右側用）
各10,450円（消費税抜き9,500円）  左側用 0.9H〈F7M1〉、右側用 0.9H〈F7M2〉

左右2個20,900円（消費税抜き19,000円）

リヤ席に乗り込む時、掴まるところがあると安心です。
色：ライトグレー
※写真は左側／右側を同時装着した状態です。

069 大型アームレスト
32,450円（消費税抜き29,500円）0.3H〈E7M1〉

運転席、助手席どちらからでも使えるワイドなアームレスト。使わない時は、跳ね上げればシート
サイドに収納できます。
色：ブラック　材質：樹脂（ポリプロピレン）／＜パット部＞樹脂（TPO）
設定 X、FUNBASE X、X 車いす仕様車
※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。

073 クリーンボックス
7,700円（消費税抜き7,000円）0.4H〈D3A3〉

ゴミを捨てやすいインナーケース付。　色：ブラック

072 リヤシートベルトフック
550円（消費税抜き500円）〈T9B0〉

お子様が中央席に乗車される際、シートベルトが頭や首に掛からないように、フックで適切な位
置に固定します。
設定 除く4WD車

オープン時

※写真は当該車両とは異なります。

クローズ時

071 プロテクションフィルム（ドアハンドル）
8,250円（消費税抜き7,500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つきを防ぎます。
フロント・リヤ各2枚。　
材質：ウレタン　
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。 ：装着部位

開（インナーケース付）

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※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）̓19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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DRIVING SUPPORT

078 コーナーセンサー（ボイス4センサー）
51,700円（消費税抜き47,000円） 

081 ベーシックタイプ
48,400円（消費税抜き44,000円）

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）

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）
設定 スマートエントリーパッケージ（標準装備・メーカーパッケージオプション）付車

080 スマートキー 一体タイプ
68,200円（消費税抜き62,000円）

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。

082 多重アダプター
3,300円（消費税抜き3,000円）〈M6L1〉

オートアラーム&リモートスタートと同時装着の場合に必要となります。

■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。

079 レインクリアリングブルーミラー
13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈K8GC〉

ミラー表面に親水処理を行い、視認性を向上。太陽光により親水性の回復および自己回復効
果が持続します。ブルーの鏡面がお洒落を演出します。

077 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）

運転席から見やすい高さに無段階で調整（手動）が可能。また、スモールランプと連動してブ
ルーに点灯するので、夜間にも活躍します。
ポールの長さ：約200～650mm
設定 除くコーナーセンサー（ボイス4センサー）、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
※写真の色や照度は実際とは異なります。

038 電子インナーミラー
60,500円（消費税抜き55,000円）2.1H〈B4GC〉

ダンパー付電子インナーミラー　

74,360円（消費税抜き67,600円）2.3H〈DHSU〉

※商品説明、設定などについて詳しくはP.22をご覧ください。

約20～50cmで
ピッピッピッ（断続音）「右後ろです」

約20cmで
ピー（連続音）

約20cm

約20～50cm

※図はイメージです。
※アラーム音は距離に応じて変わります。
※検知範囲は周囲の環境により異なります。

077

078

038

079

080 081

収縮時 伸長時

無
段
階

調
整
可
能

装着時 非装着時

★サポトヨプラスについて詳しくは  P22参照

★

★

★

シルバー ブラックホワイト

車両装備 取付時間 追工コード

インテリジェントクリアランスソナー無車
パノラミックビューモニター無車 0.9H 〈K2J0〉
パノラミックビューモニター付車 1.4H 〈K2J2〉

インテリジェントクリアランスソナー付車
パノラミックビューモニター無車 1.3H 〈K2J1〉
パノラミックビューモニター付車 1.8H 〈K2J3〉

バンパーの角に配置した4個の超音波センサーで、障害物との距離を検知しドライバーに告
知。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 除くインテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）、フェンダーラ
ンプ（デザインタイプ）、ブラインドコーナーモニター・プレミアムダブルツィーターシステム・ダ
ブルツィーターシステム（販売店装着オプション）付車
※写真は当該車両とは異なります。

車両装備 取付時間 追工コード

パノラミックビューモニター無車
除く車いす仕様車 2.0H 〈K2AU〉

車いす仕様車 2.2H 〈K2QU〉

パノラミックビューモニター付車
除く車いす仕様車 2.5H 〈DHTU〉

車いす仕様車 2.7H 〈DHUU〉

車両装備 取付時間 追工コード
ガソリン車（2WD） 0.6H 〈DESU〉

ハイブリッド車
ガソリン車（4WD）

インテリジェント
クリアランスソナー無車

パノラミックビューモニター無車 1.0H 〈DETU〉
パノラミックビューモニター付車 1.5H 〈DEVU〉

インテリジェント
クリアランスソナー付車

パノラミックビューモニター無車 1.4H 〈DEUU〉
パノラミックビューモニター付車 1.9H 〈DFQU〉

車両装備 取付時間 追工コード

ガソリン車（2WD）
スマートエントリーパッケージ無車 1.0H 〈DLMU〉
スマートエントリーパッケージ付車 0.6H 〈DFSU〉

ハイブリッド車
ガソリン車（4WD）

スマートエントリー
パッケージ無車

インテリジェントクリアランスソナー無車 1.4H 〈DLNU〉
インテリジェントクリアランスソナー付車 1.8H 〈DLJU〉

スマートエントリー
パッケージ付車

インテリジェント
クリアランスソナー無車

パノラミックビューモニター無車 1.0H 〈DFTU〉

パノラミックビューモニター付車 1.5H 〈DFLU〉

インテリジェント
クリアランスソナー付車

パノラミックビューモニター無車 1.4H 〈DFFU〉
パノラミックビューモニター付車 1.9H 〈DFMU〉

※写真はイメージです。
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■セキュリティ機能比較
異常検知機能 警報

ドア
こじ開け 室内侵入

車両
バッテリー

外し
ハザード

点滅 ホーン 通知 サイレン セキュリティ
ホーン

083  オートアラーム
（プレミアム） ○

○
（ガラス

割れ）
○ ○ ○ × ○ ×

マイカーSecurity＊1
＋
083  オートアラーム

（プレミアム）

○
○

（ガラス
割れ）

○ ○ ○

○
（メール

および
電話へ）

○ ×

084  オートアラーム
（ベーシック） ○ × × ○ ○ × × ○

マイカーSecurity＊1
＋
084  オートアラーム

（ベーシック）

○ × × ○ ○

○
（メール

および
電話へ）

× ○

●詳しい商品の機能に関しては販売店におたずねください。
＊1. 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。

LEDインジケーター（運転席インパネ）
※写真は当該車両とは異なります。

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。

＋さらに安心

084  オートアラーム
（ベーシック）

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 ⇒ 車両ホーン、ハザード点滅
・車両ホーン配線が切られた時はセキュリティホーンが作動

083  オートアラーム
（プレミアム） 警報②

＋侵入センサー（ガラス割れ）、バッテリー外し検知機能
・車両ホーン配線が切られた時はサイレンが作動
・さらに車両バッテリーが外されても内蔵バッテリーでサイレンが作動

 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。  

083

SECURITY & SAFETY
オートアラーム
車両標準キーのドアロック、アンロックに連動して、自動的に盗難警報システムをON/
OFFします。ホーン配線が切られた時でも異常を検知した際には、セキュリティホーンで
警報します（ベーシック機能）。車両バッテリーが外された際には、内蔵バッテリーでサイ
レンが警報します（プレミアム機能）。

083 プレミアム
55,000円（消費税抜き50,000円）

084 ベーシック
38,500円（消費税抜き35,000円）1.0H〈M6KG〉

082 多重アダプター
3,300円（消費税抜き3,000円）〈M6L1〉

オートアラーム＆リモートスタートと同時装着の場合に必要となります。

090 字光式ナンバープレート用ブラケット（リヤ）
17,710円（消費税抜き16,100円）0.5H〈BNAU〉

字光式ナンバープレート専用のフレームです。
設定 単品、リヤスポイラーまたは、室内カーテン、電子インナーミラー、乗降中表示器のいずれ
か２品目までの同時装着車、除くインテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプ
ション）、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ・ナビレディパッケージ（メーカーパッ
ケージオプション）、バックガイドモニター・ブラインドコーナーモニター・マルチビューバック
ガイドモニター（販売店装着オプション）付車

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

設定 アルミホイール付車

089 三角表示板
2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

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

【ご注意】●緊急脱出のための専用品です。他の用途には使用しないでください。　●フロントウィンドゥ
ガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることができません。また、一部車両のドアガラスおよびリヤウィン
ドゥガラスには合わせガラスが使用されているため割ることができません。　●ドアガラスを割り、穴を広
げるとき、ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。　●お子様のいたずらでケガをする場合があ
りますので十分ご注意ください。

　 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

085 デラックス
［お得なセット価格］

7,260円（消費税込み） ▶ 6,710円（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉

ナンバーフレーム（デラックス/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバープレート
用）のセット。＊2

ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ
設定 単品、リヤスポイラーまたは、室内カーテン、電子インナーミラー、乗降中表示器
同時装着車、電子インナーミラーとリヤスポイラー、電子インナーミラーと室内カーテン、
リヤスポイラーと室内カーテン、電子インナーミラーと乗降中表示器との同時装着車、
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※

※ただし、下線部の場合にはバックドアダンパーが必要となります。詳しくは、各商品の項目をご覧ください。

086 ベーシック
［お得なセット価格］ 

5,940円（消費税込み） ▶ 5,390円（消費税抜き4,900円）〈BHHU〉

ナンバーフレーム（ベーシック/フロント＆リヤ）＋ロックボルト（ナンバープレート
用）のセット。＊2

ナンバーフレーム表面処理：シルバー塗装

設定 単品、リヤスポイラーまたは、室内カーテン、電子インナーミラー、乗降中表示器
同時装着車、電子インナーミラーとリヤスポイラー、電子インナーミラーと室内カーテン、
リヤスポイラーと室内カーテン、電子インナーミラーと乗降中表示器との同時装着車、
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※

※ただし、下線部の場合にはバックドアダンパーが必要となります。詳しくは、各商品の項目をご覧ください。　
＊2. 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。

085

086

087 088 089

090

車両装備 取付時間 追工コード
ガソリン車（2WD） 1.2H 〈M6KF〉

ハイブリッド車
ガソリン車（4WD）

インテリジェント
クリアランスソナー無車

パノラミックビューモニター無車 1.6H 〈M6KH〉
パノラミックビューモニター付車 2.1H 〈M6KR〉

インテリジェント
クリアランスソナー付車

パノラミックビューモニター無車 2.0H 〈M6KQ〉
パノラミックビューモニター付車 2.5H 〈M6L3〉

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。
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091

092

094

096

093

095

097

098

BASIC

EMERGENCY

091 サイドバイザー（RVワイドタイプ）
1台分27,500円（消費税抜き25,000円）0.4H〈K0H0〉

雨天時の室内換気に役立ち、高速走行時の風切り音を配慮したアクリル製バイザーです。
TOYOTAロゴ入り。
※トヨタ純正サイドバイザーは車種専用設計により風切り音等の品質を確保しています。　

092 フロアマット（ベーシックタイプ）＊1

2列用  1台分23,650円（消費税抜き21,500円） 〈A0AM〉

3列用・車いす仕様車  1台分31,900円（消費税抜き29,000円） 〈A0AP〉

オリジナリティあるデザインが足元から室内を個性的にします。艶のある刺繍ネーム付です。
色：ブラック　材質：ポリプロピレン
＊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が施されています。詳しくはP31をご覧ください。 

093 フルシートカバー（撥水）＊2

1・2列目用34,650円（消費税抜き31,500円）0.4H〈A6X0〉

3列目用15,950円（消費税抜き14,500円）0.2H〈A6X1〉

撥水加工を施した素材。飲みこぼしなどの汚れも簡単に拭き取れます。車名ロゴ入りタグ付。
色［シートカラー］：ブラック［ブラック］、ダークブラウン［フロマージュ、ダークブラウン］
材質：ポリエステル（織物）
＊2.トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィッティングに配慮した専用設計となってい
ます。　＊3. SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対
応純正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。　

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

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。フロント席用。　
色：グレー
※車いす仕様車は運転席のみ装着可能です。

095 灰皿（フロント用）
3,850円（消費税抜き3,500円） 〈C2D0〉

カップホルダーに置いて使用。取り外しも簡単で、吸い殻を捨てるにも便利です。

096 ドアエッジプロテクター（樹脂製）
フロント2本入2,750円（消費税抜き2,500円）0.2H〈K6B3〉

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、シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、ダークブルー
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

098 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
ケースを含む）を収納。 ラゲージにフィットする形状と、急ブレーキや急加速時でも搭載ケース
がズレにくいマジックテープによりラゲージ内にしっかりと固定ができます。
※保証期間はご購入日から１年間です。　※非常食・飲料水等は、必要に応じてご準備することをおすすめします。

097 カーカバー（防炎タイプ）
19,250円（消費税抜き17,500円） 〈K7B2〉

（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

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

セット内容

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）

ロゴ位置

SRS SIDE AIRBAG 対応＊3

ブラックロゴアップ ダークブラウン

ロゴアップ
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 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

099

100

102

103

104

101

SNOW & LEISURE

FOR CHILDREN

099 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊4 
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）

100 リヤフォグランプ
24,200円（消費税抜き22,000円）

16,500円（消費税抜き15,000円）

設定 寒冷地仕様車、除く車いす仕様車

101 合金鋼チェーンスペシャル
19,030円（消費税抜き17,300円） 〈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。

102 NEO G-Child ISO leg★1

85,800円（消費税抜き78,000円）

カジュアル〈77FM〉、ナチュラル〈77FN〉、モダン〈77FP〉

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

103 NEO G-Child baby
41,800円（消費税抜き38,000円）

カジュアル〈77FJ〉、ナチュラル〈77FK〉、モダン〈77FL〉

サイズ：L485×W485×H655mm

104 ジュニアシート
38,500円（消費税抜き35,000円） 

カジュアル〈77G4〉、ナチュラル〈77G3〉

サイズ：【最小時】L480×W450×H690mm
　　　【最大時】L500×W500×H830mm
　　　【折りたたみ時】L770×W480×H250mm
重量：6.0kg

＊4.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
※写真はイメージです。

助手席用 運転席用

フロアマットを固定する
工夫が施されています。

■回転ノブ取り付け部位

※写真は当該車両とは異なります。 イメージ図

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。

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 ナチュラル モダン

カジュアル

最大時

ナチュラル

最小時

 ：ベビーシートとして使用　  ：ジュニアシートとして使用　  ：チャイルドシートとして使用
★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.背もたれを直立状態にしてください。シートの高さ調整ができる場合は、一番高い位置に調整してください。　★3.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。　★4.ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが取り付けられない場合、ヘッドレストを取り外してください。　★5.シートバックを直立状態から5段目の位置
に調整してください。　★6.シートバックを直立状態から2段目の位置に調整してください。　★7.シートバックを直立状態から8段目の位置に調整してください。

取付方法
取付位置

取付向き
助手席

セカンドシート（外側） セカンドシート（中央） サードシート（外側）
5人乗り 6人乗り 7人乗り 車いす仕様車 5人乗り 7人乗り 車いす仕様車 6人乗り 7人乗り

102  NEO G-Child ISO leg ★1
ISOFIX × ○★4★7 ○★2★4 ○★2★4 ○★2★4 × × × × × 後向き
ISOFIX × ○★4★7 ○★2★4 ○★2★4 ○★2★4 × × × × × 前向き

103  NEO G-Child baby
シートベルト × ○★4★7 ○★5 ○★5 ○★5 × × × × × 後向き
シートベルト ▲★2★3★4 ○★4★7 ○★5 ○★5 ○★5 × × ○★5 ○★6 ○★6 前向き

104  ジュニアシート シートベルト ▲★2★3★4 ○★4★7 ○★4★5 ○★4★5 ○★4★5 × × ○★4★5 ○★4★6 ○★4★6 前向き

品名

車両装備 取付時間 追工コード
インテリジェントクリアランスソナー無車　 LEDランプパッケージ無車

LEDフォグランプ無車
1.2H 〈DAGU〉

インテリジェントクリアランスソナー付車　 LEDランプパッケージ付車 1.6H 〈DAHU〉

車両装備 取付時間 追工コード
インテリジェントクリアランスソナー無車　

LEDランプパッケージ無車 LEDフォグランプ付車
0.6H 〈KD03〉

インテリジェントクリアランスソナー付車　 1.0H 〈KD1D〉

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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓19 年10月現在のもの＞で参考価格です。
価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社　■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。  

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。



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　調布センタービル6階
https://www.trdparts.jp

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

050-3161-1000TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

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　調布センタービル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’19年10月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。　※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。
商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工が必要となる場合があります。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのシエンタ取扱店または、下記へ

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

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

【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」及び「モデリスタパーツ」、モデリスタパーツは、「トヨタ純正用品」及び「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。　
●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 〜 306 、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、スロープなどで路面と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 〜 306 、501 〜 504 ）は樹脂（ABS/PPE/ポリプロピレン）製です。 樹脂（ABS/PPE/ポリプロピレン）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。
バックドア装着パーツ
●バックドア装着パーツ（ 307 、315 、327 、328 、330 、335 、506 ）のいずれかを装着した場合、使用環境（低温時等）によってはバックドアが全開しにくくなる場合があります。また、これらバックドアに取り付ける商品の
同時装着において、バックドアが全開しにくくなる場合があります。
アルミホイール/タイヤ
★アルミホイール&タイヤセット（ 309 ）、アルミホイールセット（ 310 、311 、507 、508 ）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磨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（ 309 ）、アルミ
ホイールセット（ 310 、311 、507 、508 ）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が必要となりますので必ず車載ください。
マフラーカッター
●マフラーカッター（ 317 ）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、性能が変化する場合があります。マフラーカッターは素材の
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。
ステッパル
●ステッパルS（ 326 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石等の段差、スロープなどで、路面と干渉しやすくなります。また、凍結（着氷）状態で使用した場合、ステッパルが故障する恐れがあります。

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター
TRDコールセンター モデリスタコールセンター

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の商品（P.03、P.12〜14）に関するお問い合わせ先 モデリスタの商品（P.02、P.05、P.08〜11、P.18〜19、P.25、P.32）に関するお問い合わせ先ベース車両および純正用品（P.02、P.04、P.06〜07、P.15〜17、P.20〜32）に関するお問い合わせ先

066 室内カーテン
38,500円（消費税抜き35,000円）2.2H〈F4R9〉

設定 単品、リヤスポイラーまたは、字光式ナンバープレート用ブラケット、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）、電子インナーミラー同時装着車、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）とリヤスポイラー、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）と電子インナーミラー、リヤスポイラー
と電子インナーミラーとの同時装着車、除くSRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールド
エアバッグ（メーカーオプション）、ヘッドサポートクッション付車※

※ただし、下線部の場合にはバックドアダンパーが必要となります。その場合は、下記のダンパー付をご購入ください。
ダンパー付室内カーテン

52,360円（消費税抜き47,600円）2.4H〈CCPU〉
※詳細についてはP.26をご覧ください。

015 FUNBASEセット
［お得なセット価格］ 　

91,300円（消費税込み）  82,500 円（消費税抜き75,000円）1.0H  〈CGLU〉

ユーティリティフック（4個）、システムバー（2本）、ラゲージマルチネット、ラゲージアッパー
ボード、ラゲージアッパーボックス、フロアマット（デラックスタイプ・2列用）、グレードエン
ブレムのセットです。
設定 2列シート車　※詳細についてはP.16をご覧ください。

024 ラゲージトレイ
22,000円（消費税抜き20,000円） 〈i8B0〉

設定 除く車いす仕様車  
※サードシートを格納しない状態でも使用可能です。　※写真は3列シート用。2列シート用とは形状が異
なります。　※写真は当該車両とは異なります。　※詳細についてはP.20をご覧ください。

013 ラゲージルームランプ
11,000円（消費税抜き10,000円） 1.1H〈B9K0〉

設定 除く車いす仕様車  
※写真の色や照度は実際とは異なります。　※穴あけ加工が必要です。　
※写真は3列シート車。　※詳細についてはP.15をご覧ください。

335 ラゲージLED
14,300円（消費税抜き13,000円） 1.5H〈WB74〉
※室内に標準装備のラゲージルームランプに連動して点灯・消灯します。
※一定時間が経過すると消灯いたします。　※写真の色や照度は実際とは異なります。　
※詳細についてはP.19をご覧ください。

 1年間2万km保証

PICK UP
015

066

013

024

335

 3年間6万km保証

トヨタ純正用品（販売店取付）
トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社、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裏表紙をご覧ください。

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、塗装費を含まないメーカー希望小売価格もしくは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）’19年10
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。


