2・3 イントロダクション

10・11 インテリアドレスアップ

14・15 快適アイテム/チャイルドシート

4・5 トヨタ純正ドレスアップパーツ

12

キャビン

16・17 イルミネーション/運転サポート/サポトヨプラス

6～9 モデリスタ

13

ラゲージアイテム

18・19 盗難防止/スノーアイテム/ベーシックアイテム

あ な た だ け の ス ペ イドを 、デ ザ インしよう。
ド ラ イ ブ を も っと 胸 踊 る 時 間 に す る 。
そ の 鍵 は 、ス ペ イド を あ な た の セ ン ス で 彩 る こと 。
ス タ イ ル に 輝 き を 。イ ン テ リ ア に 色 気 を 。車 内 を より 快 適 に 。
機 能 性 が 高 く 洗 練 さ れ た パ ワ ー ア イ テ ム か ら チョイ ス し て 仕 上 げ れ ば 、
あ な た だ け の ス ペ イド が 完 成 。毎 日 のド ラ イ ブ が 、きっと 待 ち 遠 しく な る 。

DESIGN YOUR SPADE

2

S t y l ing Cho i ce

I nt e r ior Choice

普通じゃ物足りない。何度も見とれてしまうくらい、もっと自分好みにクルマをキメよう。

MODELLISTA

P6

Styling Package

P4

好きな色でコーディネートして、車内を自分だけのお気に入りスペースに。

MODELLISTA SELECTION
Interior Dress Up

E quipment C h oice

P9
P 10

ドライブの時間をより快適にするスマートなアイテム。

ステップライト

P 16

チャイルドシート

P 15

アッパートレイリッド

P 12
3

トヨタ純 正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

Styling Package

004

006
003
007

003

メッキドアミラーカバー

005 ドアハンドルガーニッシュ

（メッキ調）
高級感のあるメッキの輝きが、
エクステリアにアクセントを
ドアハンドルに煌めきをプラス。
加えます。
サイドドアに彩りを与えます。
材質：樹脂
（ABS）
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定 除くドレスアップパッケージ
設定 除くドレスアップパッケージ
（メーカーセレクトパッケージ）付車
（メーカーセレクトパッケージ）付車
12,960円（消費税抜き12,000円） 0.3H〈K8A0〉
004

ピラーガーニッシュ
（メッキ調）

3,996円（消費税抜き3,700円） 0.4H 〈R8J3〉

ボディの中ほどに位置するピラーに上品な輝きを与える
ことで、
サイドビューをよりスタイリッシュに。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

006

LEDフォグランプ

バックドアガーニッシュ

008

バックドアガーニッシュ
（大型）

●フォグランプ
（ハロゲン）
はP16をご覧ください。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

またホワイトの
キラッと光るメッキのアクセサリーが、
後ろ姿をより印象 LEDで悪天候時の前方視認性を向上。
光が外観の印象をよりスタイリッシュにします。
付けます。
設定 除くフォグランプ付車
材質：樹脂（ABS）
＋メッキ
設定 除くドレスアップパッケージ
（メーカーセレクト 59,400円（消費税抜き55,000円）
パッケージ）付車
インテリジェントクリアランスソナー付車 1.8H 〈K21U〉
12,960円（消費税抜き12,000円） 0.6H〈P2A5〉
除くインテリジェントクリアランスソナー付車 1.4H〈DDCU〉

007

メッキの輝きがリヤビューにスマートなインパクトを
与えます。
材質：樹脂（ABS）
＋メッキ

29,160円（消費税抜き27,000円）

9,720円（消費税抜き9,000円） 0.4H 〈03L3〉
※写真はサイドバイザー無し車用です。

除く寒冷地仕様車
寒冷地仕様車

0.4H〈P2A9〉

0.5H 〈P2AF〉

009

アクセントステッカー

バックドアのロゴ下に貼るスタッズデザインで、後ろ姿
をさらに個性的に。 材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

3,240円（消費税抜き3,000円）0.2H 〈S0KQ〉

4

価格表記について

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜(消費税8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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、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。

Shiny Premium

クールな佇まいに上質なメッキの煌めきを加えれば、
プレミアムなオーラがあふれ出す。

Photo: Y（2WD）。ボディカラーはボルドーマイカメタリック
〈3R9〉。

HIDパッケージはメーカーセレクトパッケージ。メッキドアミラーカバー、
ピラーガーニッシュ
（メッキ調）、
ドアハンドルガーニッシュ
（メッキ調）、バックドアガーニッシュ、

バックドアガーニッシュ
（大型）、LEDフォグランプ、
メッキサイドパネル、カラードリヤワイパー、
リヤスポイラー、
リヤバンパーステップガード、
アクセントステッカー、
マフラーカッター、
アルミホイール（15インチ）を装着しています。

010

ロゴアップ

カラードリヤワイパー

リヤビューをお好みに合わせてさりげなくドレスアップ
できます。
色：全ボディカラー対応

8,640円（消費税抜き8,000円）0.3H

パールホワイト
〈L9B7〉、シルバー〈L9B8〉、
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
〈L9D3〉、フレッシュグリーン
〈L9BD〉、
レッド
〈L9BB〉、
ボルドー〈L9BL〉、
ブラック
〈L9BA〉

014

マフラーカッター

リヤスタイルにスポーツマインドをプラス。
設定 2WD車

8,640円（消費税抜き8,000円）0.2H 〈T1A0〉

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社

メッキサイドパネル

011

メッキ＋カラードのパネルが低重心感を強調し、ボディ
をより力強く、上質に見せます。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）
＋樹脂（ポリプロピレン）

51,840円（消費税抜き48,000円） 1.0H〈G1E1〉

015

012 リヤスポイラー

ルーフにアクセントを添え、
リヤスタイルをスポーティ
に演出します。
色：全ボディカラー対応 材質：樹脂（ABS）

21,600円（消費税抜き20,000円） 1.1H〈S5A0〉

013 リヤバンパーステップガード

バンパーステップ面の傷付きを防止します。
車名ロゴ入り。

11,880円（消費税抜き11,000円） 0.3H〈Q1A0〉

アルミホイール
（15インチ）

サイズ：15×5J、
インセット39
1台分
1本分

103,680円（消費税抜き96,000円）2.2H〈U8K9〉
25,920円（消費税抜き24,000円） 0.9H

■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、
トヨタの販売店、
またはトヨタ認定サービス工場で
商品をトヨタ車に取り付けた日
（販売した日）
から3年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が60,000km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。
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モデリスタパーツ
（株）
トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。

（販売店取付）

塗装済設定色
070

1F7

202

ホワイトパール
クリスタルシャイン

シルバー
メタリック

ブラック

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

301

MODELLISTA エアロキット

302 ＋ 303 ＋ 304 のセット 塗装済 112,320円（消費税抜き104,000円） 3.9H 〈WA01〉

素 地

91,800円（消費税抜き85,000円） 3.9H

10.0H〈WA02〉

※左右黒部分はツヤ消し黒テープとなります。

302

フロントスポイラー

303

304 リヤスカート

左右に回り込むラインがワイドでダイナミックな存在感を主張し、硬質で
キレのあるリヤスタイルを創出します。
材質：樹脂（PPE） 地上高：オリジナルより約90mmダウン

塗装済

塗装済

42,120円（消費税抜き39,000円）0.8H 〈WA07〉

素 地

35,640円（消費税抜き33,000円）0.8H

素 地

36,720円（消費税抜き34,000円） 0.6H〈WA03〉
29,160円（消費税抜き27,000円）0.6H 3.5H〈WA04〉

※フロントスポイラー装着後に販売店装着オプションのLEDフォグランプ
（ 008 ）
、
フォグランプ
（ 065 ）
の装着はできません。

6

サイドスカート

コーナー部のインテーク形状や彫りの深いハイコントラストな造形により、 フロントからリヤへの流れを重視したシンプルな造形で、一体感のある
ワイド感とスポーティさを創出。
ワイルドかつダイナミックなイメージを与えます。 サイドフォルムに仕立てます。
材質：樹脂（ABS） 地上高：オリジナルより約57mmダウン
材質：樹脂（ABS） 地上高：オリジナルより約45mmダウン

価格表記について

塗装済
素 地

45,360円（消費税抜き42,000円） 2.5H〈WA05〉
36,720円（消費税抜き34,000円）2.5H 5.0H〈WA06〉

4.0H〈WA08〉

※4WD車の装着については裏表紙の「4WD車の装着時のマフラー出口の見え方」をご確認ください。

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8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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、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。

圧倒的な存在感が際立つワイルド＆ダイナミックスタイル。
Photo： MODELLISTA Ver.〈ベース車両はX（2WD）〉。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
はメーカーオプション。
MODELLISTAエアロキット、LEDビレットキット、
クールシャインキット、
ピラーガーニッシュキット、
スポーツマフラー、
[フロント]16インチ アルミホイール＆タイヤセット
（ウェッズ レオニスTR〈ブラックミラーカット〉
＆ファルケン ZIEX ZE914F）、
[リヤ]15インチ アルミホイールセット
（MODELLISTA SpinAirⅡ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉）
を装着しています。

305

LEDビレットキット

306 ＋ 307 のセット

43,200円（消費税抜き40,000円）

インテリジェントクリアランスソナー（メーカーオプション）付車 2.0H〈WB52〉、インテリジェントクリアランスソナー（メーカーオプション）無車 1.6H〈WB32〉

※灯体部分はスパッタリング、
黒部分はツヤありブラック塗装となります。

306

点灯時
（夜間）

LEDガーニッシュ

307

センターグリルモール
（メッキ調）

消灯時は上下にレイアウトされた鏡面加飾が煌びやかな光沢を放ち、洗練されたダイナミックな表情を創出。スモールランプ ミッドグリル内に配したメッキ調モールにより、
ワイド感と硬質な表情を演出します。
と連動したイルミネーションが点灯すると、鏡面加飾からブルーの光を放ち、先進的かつワイルドな表情へと進化させます。 ＬＥＤガーニッシュとのコーディネートにより、
フロントフェイスをさらにワイルドなイメージに仕立てます。
センターグリルモールとのコーディネートにより、
フロントフェイスをさらにワイルドなイメージに仕立てます。
材質：樹脂（ABS）
材質：樹脂（アクリル）
12,960円（消費税抜き12,000円） 0.8H〈WB33〉

34,560円（消費税抜き32,000円）

インテリジェントクリアランスソナー（メーカーオプション）付車 1.2H 〈WB54〉、インテリジェントクリアランスソナー（メーカーオプション）無車 0.8H 〈WB34〉
※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。

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント ■モデリスタパーツは、㈱トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品であり、
トヨタ
純正用品ではありません。 ■ 設定 のない商品は、
全車型に適用です。 ：装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。 ■モデリスタパーツにつきましてはバージョン
（ブランド）
間の組み合わせが可能な場合があります。詳しくはモデリスタコールセンターにお問い合わせください。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

保証

モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、
パーツを車両に
装着された日から1年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が
20,000kmまでとなります。

※詳細につきましては、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。
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モデリスタパーツ
（株）
トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。

（販売店取付）

洗練された大人のこだわりが光るスタイルへ。

Photo： MODELLISTA Ver.〈ベース車両はG（2WD）〉。
ボディカラーはブラック
〈202〉。
ナビレディパッケージは
メーカーセレクトパッケージ。
MODELLISTAエアロキット、LEDビレットキット、
クールシャイン
キット、
ピラーガーニッシュキット、
スポーツマフラー、
[フロント]16インチ アルミホイール＆タイヤセット
（ウェッズ レオニス
VX〈ブラックミラーカット〉
＆ファルケン ZIEX ZE914F）、

[リヤ]15インチ アルミホイールセット
（KYOHO SMACK VⅠ-R
〈ナイトガンメタリック×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。

COOL SHINE KIT

輝きあふれるメッキアイテムをボディ全体にコーディネート
することで、
スタイリッシュかつ上品な装いに仕立てます。

フロントグリルガーニッシュ
（メッキ）

310

スタイリッシュモール
（メッキ）

サイドビューをより伸びやかに見せ、上質感とモダンな
イメージを増幅させます。
材質：樹脂（ABS）

12,960円（消費税抜き12,000円） 0.2H〈WA31〉
ピラーガーニッシュキット

309 ＋ 310 ＋ 311 のセット 65,880円（消費税抜き61,000円） 2.2H 〈WB31〉

311

伸びやかでシャープなメッキ形状が、
ワイドで迫力ある
フロントフェイスを表現します。
材質：樹脂（ABS）

312

クールシャインキット

310

309

309

308

36,720円（消費税抜き34,000円） 1.5H〈WB37〉

313 ＋ 314 のセット

311

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

逆台形のシンプルなアウトラインを描くメッキアイテムが、
リヤスタイルに輝くアクセントを創出します。
材質：樹脂（ABS）

24,840円（消費税抜き23,000円） 0.5H〈WB38〉

32,400円（消費税抜き30,000円）1.0H〈WB39〉

315

スポーツマフラー

316

マフラーカッター

リヤスカートとの一体感を重視し、迫力あるリヤスタイル 大径オーバルの出口形状が存在感を主張し、
スポーティ
なリヤスタイルに仕立てます。
313 フロントピラーガーニッシュ
314 リヤクォーターピラーガーニッシュ を創出します。
サイズ：120mm×85mmオーバル
サイズ：φ76mmデュアル
ツヤのあるブラックパネルがウインドゥとの一体感を ウインドゥとリヤガラスを一体的なイメージに見せること
設定 2WD車
設定 2WD車
強調し、先進的なスポーティさと軽快なフォルムを演 により、伸びやかなフォルムを演出します。
62,640円（消費税抜き58,000円）0.5H〈WB11〉
出します。
色：ピアノブラック 材質：樹脂（ABS）
19,440円（消費税抜き18,000円）0.4H 〈WB12〉
色：ピアノブラック 材質：樹脂（ABS）
21,600円（消費税抜き20,000円） 0.5H 〈WB36〉
14,040円（消費税抜き13,000円） 0.5H〈WB35〉
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価格表記について

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8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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、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。

Photo：ドレスアップパッケージ（メーカーセレクトパッケージ）付車。
レジスターリング（サテン調メッキ）
は当該商品に含まれません。

317

インテリアパネルセット
（茶木目調）

317

黒檀をイメージした木目調が、上質で格式高い空間を演出します。
材質：樹脂（アクリル）

インテリアパネルセット
（白木目調）

ナチュラルで明るい雰囲気の木目調が、
くつろぎある空間を演出します。
材質：樹脂（アクリル）

27,000円（消費税抜き25,000円） 0.7H〈WB42〉

27,000円（消費税抜き25,000円） 0.7H〈WB43〉
茶木目調

317

白木目調

インテリアパネルセット
（ボルドーブラック）

ボルドーブラック

インテリアパネル設定部位（6点セット）

ほのかに赤みがかった艶やかで深みのあるブラックパネルが、洗練されたモダンイメージを演出します。
材質：樹脂（アクリル）

27,000円（消費税抜き25,000円） 0.7H〈WB41〉
通常光

16インチ アルミホイール＆タイヤセット

318

322

16インチ アルミホイール＆タイヤセット

ウェッズ レオニスVX〈ブラックミラーカット〉＆ファルケン ZIEX ZE914F
サイズ：16×6.0J&195/50R16

1台分
円（消費税抜き147,000円）0.5H〈WB01〉
※価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。

1台分
円（消費税抜き147,000円）0.5H〈WB02〉
※価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。

158,760

ルームランプ/マップランプ/バニティランプ

319

ウェッズ レオニスTR〈ブラックミラーカット〉＆ファルケン ZIEX ZE914F
サイズ：16×6.0J&195/50R16

158,760

LEDルームランプセット

LEDのクリアな光で、
より洗練された
インテリア空間を演出します。
さらに消費電力も低減させます。

セットA マップランプ×2、ルームランプ（センター）×1、
バニティランプ×2、
ラゲージランプ×1

設定 除くX

25,920円（消費税抜き24,000円） 0.7H 〈WB71〉
セットB マップランプ×2、ルームランプ（センター）×1

321

14,040円（消費税抜き13,000円） 0.3H 〈WB72〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がちらついて
見える場合がありますが、製品異常ではありません。

325

ラゲージランプ

15インチ アルミホイールセット

320

15インチ アルミホイールセット

MODELLISTA SpinAirⅡ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
サイズ：15x5.5J

KYOHO SMACK VⅠ-R〈ナイトガンメタリック×ポリッシュ〉
サイズ：15×5.5J

1台分

1台分
円（消費税抜き42,000円） 2.2H〈WB03〉
※価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。
※タイヤは標準装備されているものを使用

48,600円（消費税抜き45,000円） 2.2H〈WB04〉

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

45,360

LEDライセンスランプ

LEDのシャープな光がライセンスプレートを照らし、洗練されたイメージを創り出します。
バルブ1個

5,400円（消費税抜き5,000円） 0.3H 〈WB73〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント ■モデリスタパーツは、㈱トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品であり、
トヨタ
純正用品ではありません。 ■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。 ■モデリスタパーツにつきましてはバージョン
（ブランド）間の組み合わせが可能な場合があります。詳しくは
モデリスタコールセンターにお問い合わせください。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

保証

モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、
パーツを車両に
装着された日から1年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が
20,000kmまでとなります。

※詳細につきましては、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。
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トヨタ純 正 用 品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

I nt e ri or D r ess Up

カラフルに遊ぶ？シックにまとめる？お部 屋 の 模様 替えの

ディープカラーがモダン。
プラム内装のおすすめカラーコーディネート

Lavender
［ラベンダー］

Cassis

＋

［カシス］

＋

016

インテリアコーディネートセット
（カシス）

＋
017

Black

＋

［ブラック］

016

革巻きシフトノブ＋ドレスアップトリム＋ドレスアップパネルの3点セット
色：カシス

＋

018 ＋ 019 ＋ 020 の合計金額

43,200円（消費税抜き40,000円）

セット価格

5,400円off 37,800円（消費税抜き35,000円） 1.0H〈D47U〉

柔らかなクリーム色が上品。
フロマージュ内装のおすすめカラーコーディネート

Cassis
［カシス］

L avender

＋

［ラベンダー］

＋

Pearl white
［パールホワイト］

017

017

インテリアコーディネートセット
（ラベンダー）

革巻きシフトノブ＋ドレスアップトリム＋ドレスアップパネルの3点セット
色：ラベンダー

10

価格表記について

0.0H

＋
016

＋

018 ＋ 019 ＋ 020 の合計金額

43,200円（消費税抜き40,000円）

セット価格

5,400円off 37,800円（消費税抜き35,000円） 1.0H〈D48U〉

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜(消費税8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

＋

は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。

価格、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。

ように楽しめるインテリアコーディネート。
■インテリアコーディネート 商品別設定色一覧

アイテムごとにお好きな色を組み合わせたり、
同系色でそろえたり、
多彩な組み合わせで自分好みの室内をアレンジできます。
内装色：フロマージュ

内装色：プラム

018

革巻きシフトノブ

カシス

ラベンダー

パールホワイト

ブラック

カシス

ラベンダー

パールホワイト

ブラック

019

ドレスアップトリム

カシス

ラベンダー

パールホワイト

ピアノブラック

カシス

ラベンダー

パールホワイト

ピアノブラック

020

ドレスアップパネル

カシス

ラベンダー

－

－

カシス

ラベンダー

－

－

018

カシス

革巻きシフトノブ

シフトノブを上質な革仕様に変更。4つの色でこだわりのドレスアップが
楽しめます。
色：カシス、
ラベンダー、
パールホワイト、
ブラック
革巻き部材質：本革、
ナイロン カバー部材質：樹脂（ABS）
設定 ブラックは除くGの内装色プラム

8,640

パール
ホワイト

ラベンダー

円（消費税抜き8,000円）
カシス
〈B7E9〉、
ラベンダー〈B7EA〉、
パールホワイト
〈B7E8〉、
ブラック
〈B7E2〉

ブラック

ラベンダー

パールホワイト

カシス

ピアノブラック

カシス

マニュアルエアコン時

019 ドレスアップトリム

ラベンダー

020 ドレスアップパネル

ドレスアップトリム、革巻きシフトノブと合わせてトータルコーディネートが楽しめます。
色：カシス、
ラベンダー

運転席側フロントドア・リヤドアのトリムと助手席側のデッキサイドトリムのカラーを色替え。
お好みの色で室内をアレンジできます。
色：カシス、
ラベンダー、
パールホワイト、
ピアノブラック

8,640円（消費税抜き8,000円）0.3H カシス〈B4S8〉、ラベンダー〈B4S9〉

25,920円（消費税抜き24,000円） 0.7H カシス〈B4S6〉、ラベンダー〈B4S7〉、パールホワイト〈B4S4〉、ピアノブラック〈B4S5〉

※パールホワイト・ピアノブラックのマニュアルエアコン用ドレスアップパネルの設定はありません。

ブラック

商品部位

ブラック

021

革調シートカバー（ギャザータイプ）＊1

SRS サイドエアバッグ 対応＊2

ギャザーの風合いが、高級ソファのような見栄えです。
色：ブラック 材質：ウレタン
1台分

69,120円（消費税抜き64,000円） 1.1H〈A8D3〉

022

革調シートカバー＊1

SRS サイドエアバッグ 対応＊2

ダブルステッチを施した高級感あふれる仕上がりです。
※、
色［内装色］
：ベージュ
［フロマージュ］
ブラック
［プラム］
材質：ポリ塩化ビニル

48,600

円（消費税抜き45,000円）1.0H〈A8A1〉
※G、Xはブラックが適用となります。

1台分

023

プラム

革巻きステアリング

手触りの良い本革でグリップ感とインテリアの高級感をアップさせます。
色［内装色］
：プラム
［フロマージュ］、
ブラック
［プラム］
設定 除くG

27,000円（消費税抜き25,000円） 1.2H〈B5S0〉

＊1.トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。
シートへのフィッティングに配慮した専用設計となっています。
＊2.SRSサイドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社

■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、
トヨタの販売店、
またはトヨタ認定サービス工場で
商品をトヨタ車に取り付けた日
（販売した日）
から3年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が60,000km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。
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トヨタ純 正 用 品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

Cabin

アイデアの ある収納アイテムを使えば 、車 内はいつでもすっきり快 適 。

クローズ時

ブラック

025
オープン時

024

車両標準状態

アッパートレイリッド
（ミラー付）

運転席前の収納スペースを、
「隠す収納」
として使うためのフタです。裏にはお化粧直しをする時に便利な鏡も付いています。
角度調整機能付。 色：プラム

10,800円（消費税抜き10,000円） 0.3H〈D1AD〉

10,584円（消費税抜き9,800円）0.4H 〈B4SB〉

クローズ時

オープン時

026

デタッチャブルバスケット

ファブリック使いが新しい、インテリア雑貨を
思わせるバスケットです。A4の雑誌が横向き
に入るサイズ。間口が広く物の出し入れが
楽です。助手席前側のフックにかけて使用し、
アイボリー
取り外しも簡単です。
色［内装色］
：アイボリー［フロマージュ］、
ブラック
［プラム］
本体材質：樹脂（TPO） インナー材質：ニット生地
設定 除くYのiPod対応USB/HDMI入力端子（販売店装着オプション）付車

コンソールボックス

※写真は当該車両とは異なります。

前後独立開閉のフタやペットボトル・缶ホルダートレイも付いた多機能な
コンソールボックスです。
色
［内装色］
：アイボリー［フロマージュ］、
グレー［プラム］
材質：樹脂（ポリプロピレン） サイズ：L420×W100×H190mm
収納容量：前後それぞれCD６枚またはペットボトル
（５００ｍｌ）
２本
設定 除くY

027 ドアポケットボックス
（フロント）

運転席からすぐに手をのばせる位置にあるダストボックス
です。簡単に取り外しできて、
ごみ捨てもらくらくです。
色：プラム

4,320円（消費税抜き4,000円）
〈B4SC〉

028 ドアポケットボックス
（リヤ）

後席のドアトリムポケットにぴったり収まる、上下に仕切れるパーテーション付きの
収納ボックスです。間口が大きく開くので物の出し入れが簡単です。
色：プラム

9,720円（消費税抜き9,000円） 0.2H 〈B4SD〉

19,440円（消費税抜き18,000円） 0.3H〈E7A0〉

※フロアマットは、
フロントセンター部分を除いての装着になります。

029

フロアマット
★
（デラックス）

フロアマット
（ラグジュアリー）★

030

毛足の長いラグ風の豪華なマットが、足元から
室内をグレードアップ。
キラリと光るメタルネーム
でさらにゴージャス感アップ。
①抗ウイルス②抗アレルゲン③抗菌効果④消臭効果
⑤防ダニの5つの機能を持った「ペンタゴンスター5」
を付与されています。
色［内装色］
：フロマージュ
［フロマージュ］、ブラック
［プラム］
材質：ポリプロピレン

立体感のある織り柄が室内をアク
ティブに演出します。車のカーペット
にぴったりフィットする形状です。
色：プラム 材質：ポリプロピレン

21,600円（消費税抜き20,000円）

1台分

〈A0GC〉

29,160円（消費税抜き27,000円）
〈A0FG〉

1台分

ブラック

※日本特許3697608号を取得。
※“PENTAGON STAR5 ® ”は
ヨシミツ毛 織 株 式 会 社の登 録
商標です。

“PENTAGON STAR5 ® ”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。
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価格表記について

フロマージュ

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
運転席側は、2ヶ所に取り付けられた
回転ノブでマットをしっかり固定。
走行中のマットのずれを防止します。
取り外しもスムーズにできます。
■回転ノブ取り付け部位

★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。

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜(消費税8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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、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。

L ug g a ge

ラゲージスペ ースをとことん 使 い 倒して、アクティブな生 活を。

デッキボード装着状態
※4WD車のボードについては、
トップテザーアンカー用の切り欠きがあります。

032 トノカバー

アンダーボックス
（2WD車用）

031

車両標準状態

デッキボード＆ボックス

シートアレンジ時のラゲージ部の段差をフラットにするデッキボードと、
デッキボード下の空間を収納
スペースに変える大容量アンダーボックスのセットです。
ラゲージのスペースをさらに有効活用できます。
サイズ[アンダーボックス深さ]：212mm（2WD車用）/ 70mm（4WD車用）
設定 除くトランクマット
（カーペットタイプ）、
ラゲージトレイ、
ロングラゲージマット付車

27,000円（消費税抜き25,000円）
〈P6C6〉

033 トランクマット
（カーペットタイプ）

汚れや傷つきからラゲージを守るカーペットタイプのマット。上質感の
ある素材を採用しているので、
ラゲージをスタイリッシュに演出します。
材質：ポリプロピレン
設定 除くデッキボード＆ボックス付車

6,912円（消費税抜き6,400円）
〈A2A0〉

034

荷室全体を隠せるのはもちろん、使わないときは簡単に折り畳めてコンパクト
に収納できます。
シートリクライニングにも対応しています。
色：ブラック

11,880円（消費税抜き11,000円）0.3H 〈O4A0〉

アンダーボックス
（4WD車用）

ラゲージトレイ

035

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：樹脂（軟質オレフィン）
設定 除くデッキボード＆ボックス付車

10,800円（消費税抜き10,000円）
〈i8B0〉

ラゲージソフトトレイ

柔軟性のある生地でできた扱いやすいトレイ。撥水・防水機能に加え、
車内への水滴浸入を防ぐ外周縁も付いています。
デッキボード＆ボックス
との同時装着も可能です。車名ロゴ入り。
材質：ポリエステル＋ポリウレタンフィルム＋ポリウレタン＋ポリエステルの4層ラミネート

9,720円（消費税抜き9,000円）
〈J0A1〉

ボックス状態

シルバー

036

ロングラゲージマット

ボックスオープン時

037

大きな荷物も、
ペットとのドライブも、
ワイドに使えるマット。濡れた荷物の
収納にも便利な防水機能を備えています。
リヤシート両側前倒し時には
ゴールド
ラゲージスペースをカバーします。
色［内装色］
：ゴールド
［フロマージュ］、
シルバー［プラム］ 材質：
【表面】
ポリエステル【裏面】
ポリ塩化ビニル
設定 除くデッキボード＆ボックス付車

マット状態

ラゲージソフトボックス

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

18,360円（消費税抜き17,000円）
〈J0N0〉

14,040円（消費税抜き13,000円）
〈A2E0〉
■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社

■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、
トヨタの販売店、
またはトヨタ認定サービス工場で
商品をトヨタ車に取り付けた日
（販売した日）
から3年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が60,000km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。
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トヨタ純 正 用 品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

C om f or t

クルマの中が、憩いのスペースに変わる。
041

美しい空気と明るい光で、

プラズマクラスター搭載LEDルームランプ

プラズマクラスターで車内を快適空間に。
色：グレー

18,792円（消費税抜き17,400円） 0.4H〈104N〉

さらに快適なドライブへ。

ウイルス

ニオイ

カビ菌
アレル
物質

イメージ図
吹き出し口

モード設定は2パターンプッシュ式の簡単切換
風量Lo

風量Hi

OFF

モード切換
スイッチ
ルームランプ
スイッチ

※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。

※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。

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。

SRS サイドエアバッグ 対応＊2

ベージュ

プラム

042

＊1
フルシートカバー（撥水タイプ）

043

撥水加工を施した素材で飲みこぼしなども簡単に拭き取れます。
内装色と調和するカラーで、
室内とジャストフィット。
※、
色［内装色］
：ベージュ
［フロマージュ］
プラム
［プラム］
1台分

27,000円（消費税抜き25,000円）0.6H 〈A6M0〉

※F以外はプラムが適用となります。
＊1.トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。
シートへのフィッティングに配慮した専用設計となっています。
＊2.SRSサイドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないでください。
車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

アームレスト
（運転席）

上級グレードに標準装備されるアームレストと同等の品質が魅力。
リラックスした姿勢でくつろぎたい時におすすめです。
色：プラム
設定 X

19,440円（消費税抜き18,000円） 0.4H 〈E7M5〉

アイボリー

※写真はクリア。

044

ダークグレー

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

15,120円（消費税抜き14,000円）1.7H

クリア
〈F0F3〉
、
スモーク
〈F0F4〉

■赤外線カット率（クリア約74％、
スモーク約53％）、
紫外線カット率（約99％）、透過率（クリア約87％、
スモーク約35％）

IR（赤外線）
カットフィルム貼付位置
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価格表記について

045

室内カーテン
（プリーツタイプ）

おでかけ先で授乳するときなどに便利なカ―テン。
シンプルな無地織り柄です。
色［内装色］
：アイボリー［フロマージュ］、
ダークグレー［プラム］
材質：ポリエステル
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

27,000円（消費税抜き25,000円） 1.6H 〈F4R1〉

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜(消費税8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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、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。

室内カーテン取付図

レールなし

レールあり
（プリーツ生地）

For Children

かけがえのないお子様を万が一から守る、純正チャイルドシート。

チャイルドシートとして使用

チャイルドシートとして使用

カジュアル

カジュアル

モダン

モダン

ナチュラル

ナチュラル

カジュアル
（最大時）
ナチュラル
（最小時）

046

NEO G-Child baby

047

サイズ：L485×W485×H655mm

NEO G-Child ISO leg＊1

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

41,040

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〉

84,240

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〉

048

ジュニアシート

サイズ：最小時/L480×W450×H690mm
最大時/L500×W500×H830mm
折りたたみ時/L770×W480×H250mm

37,800円（消費税抜き35,000円）

6.0kg

カジュアル
〈77G4〉、ナチュラル
〈77G3〉

（最大時）

（最小時）

094

BABY SAFE PLUS
（チャイルドシート）

095

DUO ＋＊1
（チャイルドシート）

096

KIDFIX XP SICT＊1
（ジュニアシート）

サイズ：L670×W440×H570mm
重量：4.7kg

サイズ：L460×W450×H640mm
重量：9kg

サイズ：L390×W540×H670～850mm
重量：7.2kg

35,640円（消費税抜き33,000円）
〈77FQ〉

71,820円（消費税抜き66,500円）
〈77FR〉

71,280円（消費税抜き66,000円）
〈77G7〉

チャイルドシート装着方法一覧表
品

名

046 NEO G-Child baby

047 NEO G-Child ISO leg＊1
048 ジュニアシート

取付方法
シートベルト
シートベルト

：ベビーシートとして使用
取付位置

取付向き

助手席

後席（左右）

後席（中央）

×

○

×

後向き

○

×

前向き

▲＊2

ISOFIX

×

○

×

後向き

ISOFIX

×

○

×

前向き

○

×

前向き

シートベルト

▲＊2

品
094

名
BABY SAFE PLUS

095

DUO ＋＊1

096

KIDFIX XP SICT＊1

取付方法
シートベルト
シートベルト
ISO FIX
シートベルト
ISO FIX

：チャイルドシートとして使用

：ジュニアシートとして使用

取付位置

取付向き

助手席

後席（左右）

後席（中央）

×

○

×

後向き

○

×

前向き

○

×

前向き

○

×

前向き

○

×

前向き

▲＊2
×
▲＊2
×

＊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。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社

■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、
トヨタの販売店、
またはトヨタ認定サービス工場で
商品をトヨタ車に取り付けた日
（販売した日）
から3年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が60,000km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。
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トヨタ純 正 用 品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

I l l u mi nati o n

夜 のドライブにおもてなしの 光をプラス。
※写真は当該車両とは異なります。

減光時

ドアオープン時

053

インテリアイルミネーション
（2モードタイプ・3灯）

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

049

ステップライト

設定 除くピラーライト
（スイッチ付）付車

設定 ピラーライト
（スイッチ付）付車

14,040円（消費税抜き13,000円）

11,880円（消費税抜き11,000円）

スライドドアのオープンに連動して、ホワイトの光が足元を明るく照らします。スライドドアを閉めると
自動的に消灯。夜間でも安心してスムーズな乗り降りができます。

スイッチ付

11,880円（消費税抜き11,000円） 0.6H〈G1J2〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※インテリアイルミネーション、
ピラーライトのスイッチを共有化しております。
当該商品のみお求めの場合は
「スイッチ付」
を、
すでにピラーライトでスイッチ付をお求めの場合は
「スイッチ無」
を選択してください。

※写真の色や照度は実際とは異なります。

051

スイッチ無

1.1H〈B94U〉

エントリーライト
（運転席）

1.0H 〈B9B3〉

054

運転席のドアトリム下部に高輝度白色LEDを配置。
ドアを開けると足元を明るく照らし、
乗る人を優しくもてなします。

ピラーライト
（1灯）

天井に向かってブルーのソフトな光を放ち、室内の
ムードを高める間接照明。
ドアオープンに連動して
点灯し、
ドアクローズ後も数秒間、点灯し続けます。
夜間はスモールライトに連動して減光します。
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

8,640円（消費税抜き8,000円）1.4H 〈B9J1〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。

除くインテリアイルミネーション
（スイッチ付）付車
スイッチ付

10,800円（消費税抜き10,000円）
1.1H 〈B95U〉

インテリアイルミネーション
（スイッチ付）付車

スイッチ無

8,640円（消費税抜き8,000円）
1.0H 〈B4A1〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※インテリアイルミネーション、
ピラーライトのスイッチを共有化しております。当該商品のみお求めの場合は「スイッチ付」を、
すでにインテリアイルミネーションでスイッチ付をお求めの場合は「スイッチ無」を選択してください。

Driving Support

運転の不安や面倒を減らすアイテムで、
ドライブがもっと好きになる。
059

060 リバース連動ミラー

レインクリアリング
ブルーミラー

シフトレバーを“R”にすると助手席側
のドアミラー鏡面が連動して下方に
動き、
リヤタイヤ付近を映します。
さらに
車両のミラースイッチで、
お好みの位置
にミラーを調整することが可能。“R”
の解除で元に戻ります。

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。

16,200円（消費税抜き15,000円）

12,960円（消費税抜き12,000円）

1.1H〈K8J0〉

0.2H〈K8GA〉

通常時

064 リモートスタート
（LEDアンサーバックタイプ）

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動し、
アンサーバックを音とLEDの光でお知らせ
します。
オートエアコン付車は、
設定温度を25℃に自動制御するため、
暑い日も寒い日も快適です。
また、
外気温が5℃以下の場合は、
自動でデフロスター、
デフォッガーが作動し、
霜を溶かします。
リモートスタート作動中でも、車両標準キーによるロック・アンロック操作が可能です。
サイズ：
【リモコン】L74×W35×H18mm 【リモコンアンテナ部】211mm（伸長時）

64,800円（消費税抜き60,000円）

2WD車 0.9H 〈DLSU〉、 4WD・インテリジェントクリアランスソナー付車 1.5H 〈DLUU〉、
4WD・インテリジェントクリアランスソナー無車 1.1H 〈DLTU〉

■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。
※アンテナ部はインパネ内に装着します。
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価格表記について

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜(消費税8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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、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。

作動時

065

フォグランプ

悪天候時の前方視認性を向上させます。
設定 除くLEDフォグランプ付車

29,160円（消費税抜き27,000円）

インテリジェントクリアランスソナー付車
1.6H 〈A42U〉
インテリジェントクリアランスソナー無車
1.2H 〈DDAU〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

技術と人で、安全安心をサポート

無段階調整可能

フェンダーランプ
（デザインタイプ）

061

056

スモールランプに連動してポールの
先端がブルーに点灯。運転席から
見やすい高さに無段階で調整
（手動）
できます。
ポールの長さ：約320～410mm

インジケーター部（インパネ上）

50,760円（消費税抜き47,000円）2.2H 〈K2AU〉

10,800円（消費税抜き10,000円）

※アラーム音は距離に応じて変わります。
※検知エリアは周囲の環境により異なります。
※写真はイメージです。

伸長時

SRSサイドエアバッグ対応＊1

0cm

cm
0c
m

2

約20cmで ピー
（連続音）

20

～

20
5
20 ～

収縮時

50cm

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.0H〈K2J0〉
インテリジェントクリアランスソナー無車 0.6H〈K2J1〉

コーナーセンサー（ボイス４センサー）

バンパーの角に配置した超音波センサーで、
障害物との距離を検知。
音声とインジケーターの表示ランプ、アラーム音でドライバーに
知らせます。専用インジケーターを設置。
色（センサーフェイス部）
：ホワイト、
シルバー、
ブラック
設定 除くインテリジェントクリアランスソナー
（メーカーオプション）付車

（断続音）
「左後ろです」
約20～50cmで ピッピッピッ

エクスジェル部
イメージ図

公益財団法人
日本デザイン振興会

※FINE REVOはアイシン精機
株式会社の登録商品です。

※エクスジェル®は株式会社
加地の登録商標です。

101

ランバーサポートクッション
（汎用タイプ）＊2

102

コンフォートクッション＊2＊3

103

＊2
サイドサポートパッド
（汎用タイプ）

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

身体の動きや体型の違いにも柔軟にフィットする樹脂弾性体「ファインレボ」
を採用。
ほどよい柔軟性で座り心地を高め、
圧力を分散して疲れにくくします。
材質：
【表面生地】
ポリエステル 【クッション材】
ウレタン
【ファインレボ】
スチレン系エラストマー
取付位置：運転席、助手席、
リヤシート左右席

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
設定 除くXの2WD
（リヤシート一体可倒式）
車

31,860円（消費税抜き29,500円）
〈B0EA〉

10,800円（消費税抜き10,000円）
〈B0ED〉

20,520円（消費税抜き19,000円）
〈B0EB〉

104

安心ドライブパッケージ

お得なセット価格

105

105 ＋ 106 のセット

22,356円（消費税込み）

回転クッション＊2＊3

106

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

16,200円（消費税抜き15,000円）
〈B0EC〉
110

107

20,196円（消費税抜き18,700円）
〈CDVU〉

同乗者サポートパッケージ

お得なセット価格

アシストグリップ（シンプルタイプ）＊2

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

6,156円（消費税抜き5,700円）
〈F7PF〉
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108 ＋ 109 のセット

20,952円（消費税込み）

アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）＊2＊3＊4

設定 除くXの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）無車

17,280円（消費税抜き16,000円）
〈CGMU〉

109

アシストグリップ（つり革タイプ）＊2

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

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）
設定 除くXの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）
無車

16,200円（消費税抜き15,000円）
〈F７PM〉

4,752円（消費税抜き4,400円）
〈F7PC〉

シートベルトパッド ＊2

❼

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

❶

セット内容

❶ワンタッチ便器
＊5
（1個）
❷エチケット用
ポンチョ
（1枚）

❸

❺
❹

携帯トイレ
（簡易セット）

※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）］
❸ケアバッグ（2個）
天面275×260mm・底面300×260mm・高さ100mm

❻

6,048円（消費税抜き5,600円）
〈B0E5〉
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車内に設置して使う、緊急時の簡易トイレです。

❹消臭凝固剤（2個）
❷

❺廃棄用袋（2枚）

8,100円（消費税抜き7,500円）
〈J1K1〉

（2枚）
❻吸収シート
❼搭載ケース

＊1.SRSサイドエアバッグ付車の場合は、SRSサイドエアバッグ対応純正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。
＊2.写真は当該車両とは異なります。 ＊3.助手席をタンブルする際は商品を取り外してください。 ＊4.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。 ＊5.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社

■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、
トヨタの販売店、
またはトヨタ認定サービス工場で
商品をトヨタ車に取り付けた日
（販売した日）
から3年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が60,000km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。
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トヨタ純 正 用 品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

Se c ur i ty
066

愛 車をがっちり守るアイテムを備えて、安 心 のカーライフを。

オートアラームセット
（セルフパワーサイレン付）

スマートエントリー＆スタートシステムおよびワイヤレスドアロックリモート
コントロールに連動して、
自動的に盗難警報システムをON/OFFします。

オートアラーム
（ベースキット・多重）
32,400円（消費税抜き30,000円） 1.1H〈M6K8〉
067

車両バッテリーが外された際や、
ホーン配線が切られたときでも
異常を検知した際にはバッテリー内蔵サイレンが警報します。
LEDインジケーター付。
T-Connectナビ
（販売店装着オプション）DCMパッケージ装着車の場合、
マイカーSecurity対応のオートアラーム機能がご利用いただけます。

48,600円（消費税抜き45,000円） 2.0H〈M6LU〉

068

オートアラーム
（セルフパワーサイレン）

設定 オートアラーム
（ベースキット・多重）付車

LEDインジケーター（運転席インパネ上）

16,200円（消費税抜き15,000円） 0.9H〈M6K4〉
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。

（セルフパワーサイレン付）
066 オートアラームセット

■セキュリティ機能比較
異常検知機能

（ベースキット・多重）
067 オートアラーム
LEDインジケーター、警告ステッカー

抑止機能
異常検知機能
⇒ 警報①

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

（セルフパワーサイレン）
068 オートアラーム
警報②

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

ドア
こじ開け

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

○

オートアラーム
（ベースキット・多重）

○

067

オートアラームセット
（セルフパワーサイレン付）
マイカーSecurity※＋

066

○
○

066 オートアラームセット

（セルフパワーサイレン付）

警報

車両バッテリー ハザード
室内侵入
点滅
外し 再装着

ホーン

通知

サイレン

（ガラス割れ）

○

×

○

○

○

（メールおよび電話へ）

×

○

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

×

○

（ガラス割れ）

○

（ガラス割れ）

○

（ガラス割れ）

○

○

○

○

○

○

（メールおよび電話へ）

○

※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12,960円/年（税込み）
となります。

●詳しい商品の機能については販売店におたずねください。

盗難防止機能付ナンバーフレームセット
097

デラックス

ナンバーフレーム
（デラックス/フロント＆リヤ）
＋
ロックボルト
（ナンバープレート用）
のセット＊。
ナンバーフレーム表面処理：クロムメッキ
設定 除く字光式ナンバープレート付車

お得なセット価格

7,128円

（消費税込み）

6,588円

（消費税抜き6,100円）
〈BHGU〉

＊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。

072

キー付ホイールナット

専用工具以外で取り外そうとしても外側の
カラー部だけが空転する構造で、ホイール
盗難に対し高いセキュリティを発揮します。
設定 アルミホイール付車

10,800円（消費税抜き10,000円）
〈U5A0〉
098

ベーシック

ナンバーフレーム
（ベーシック/フロント＆リヤ）
＋
ロックボルト
（ナンバープレート用）
のセット＊。
ナンバーフレーム表面処理：シルバー塗装
設定 除く字光式ナンバープレート付車

お得なセット価格

5,832円

（消費税込み）

5,292円

（消費税抜き4,900円）
〈BHHU〉

＊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。
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価格表記について

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜(消費税8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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、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。

W inte r & S n o w

助手席用

074

運転席用

冬 のドキドキドライブをあ んしんドライブにする必 需 品 。

※写真はイメージです。

＊1
スノー・レジャー用フロアマット
（縁高タイプ）

約40mmの縁高形状、車両専用形状でフロアへの水や汚れの浸入を防ぎ、車内を清潔に保ちます。
雪や雨の日だけでなく、
マリンスポーツ・キャンプなどレジャーでお車を使用される方に
最適な防水マットです。
◆ぴったりフィットの専用設計で、
ズレ防止 ◆しっかり固定＆カンタン取付け・取外し
◆優れた耐久性と純正ならではの安心保証
色：ブラック 材質：合成ラバー（SBR）

075

リヤフォグランプ

19,440円（消費税抜き18,000円）

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.9H 〈A43U〉
インテリジェントクリアランスソナー無車 1.4H 〈DDBU〉

9,180円（消費税抜き8,500円）
〈A2J6〉

フロント
（運転席・助手席）

＊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P.12をご覧ください。
※助手席を前方へスライドさせる際は、本商品の後端を折り曲げてから行ってください。詳しくは取扱書をご確認ください。

合金鋼チェーンスペシャル
18,684円（消費税抜き17,300円）
〈V1CA〉

076

霧・降雪時に後方からの視認性をアップ。
設定 寒冷地仕様車、除くLEDフォグランプまたはフォグランプ付車

●適応サイズは、
新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。
●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のもの
とは異なります。

設定 寒冷地仕様車でLEDフォグランプまたはフォグランプ付車

11,880円（消費税抜き11,000円）

インテリジェントクリアランスソナー付車 1.3H 〈K212〉
インテリジェントクリアランスソナー無車 0.8H 〈K266〉

Bas i c

077

気 持ちよいドライブ のために備えておきたい 定 番アイテム。

＊2
サイドバイザー（RVワイドタイプ）

080

14,040円（消費税抜き13,000円）
〈K7B2〉

23,760円（消費税抜き22,000円）0.5H 〈K0H2〉

開

閉

開

閉

099

灰皿（高級タイプLED付）

※写真は当該車両とは
異なります。

SRS サイドエアバッグ対応＊4

※写真の色や照度は実際とは異なります。
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フタを開けるとエンブレムと受け口がブルーに点灯。フタ
を閉めた後もエンブレムが約10～15秒間光り続けます。
ソーラー充電式で電池交換不要。さらに、灰や吸い殻を
捨てやすく水洗い可能な上下分割式です。

カーカバー（防炎タイプ）

（財）
日本防炎協会認定生地を使用しています。
材質：ポリエステル

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。

灰皿（ベーシックタイプ）

083

ハーフシートカバー＊3

084

カップホルダーに置いて使用。取り外しも簡単で、
吸い殻を捨てるのにも便利です。

若葉の模様が室内をさわやかに飾ります。
材質：ポリエステル

1,836円（消費税抜き1,700円）
〈C2E7〉

1台分

11,880円（消費税抜き11,000円）0.2H〈A7H0〉

7,560円（消費税抜き7,000円）
〈C2E8〉

085

レスキューマンⅢ
（ハンマー＆カッター）

【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。

086

緊急脱出用具として、
また第三者の救出用具として
備えておきたいアイテムです。

シートエプロン

濡れたままでも座れる吸水性があり、速乾性にも
すぐれたカバーです。
運転席・助手席に装着可能です。
色：グレー
1席分

10,800円（消費税抜き10,000円）
〈B0A0〉

三角表示板

いざというときに備えておきたい、非常表示板です。

2,700円（消費税抜き2,500円）
〈77R0〉

2,484円（消費税抜き2,300円）
〈77P2〉

＊2.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。 ＊3.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。 ＊4.SRSサイドエアバッグ付車の場合は、
SRSサイドエアバッグ対応純正
シートカバー以外は使用しないでください。
車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社

■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

保証修理をうけられる期間は、
トヨタの販売店、
またはトヨタ認定サービス工場で
商品をトヨタ車に取り付けた日
（販売した日）
から3年間となります。
ただし、
その期間内でも走行距離が60,000km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。
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トヨタ純 正用品
トヨタ自動車（株）
の取り扱い商品です。

（販売店取付）

災害など万一の備えを、車にも。

3

1
2

6
5

7

4

8

10

9

11

12

セット内容
① レインコート
② レジャーシート
（L1.8×W1.8m）
（リュックタイプ/容量15L相当）
③ 搭載ケース
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

087

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）

車載防災セット

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。

12,960円（消費税抜き12,000円）
〈J1K0〉

※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。

価格表記に
ついて

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜(消費税8%込み)’19年7月現在のもの＞で参考価格です。

●

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。

保証修理をうけられる期間は、
トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス
工場で商品をトヨタ車に取り付けた日（販売した日）から3年間となります。
ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。

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

※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い
合わせください。

■ 設定 のない商品は、全車型に適用です。

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については下記をご覧ください。
【お取り扱い上の注意】

●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性ありますので絶対に行わないでください。
●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。
●リヤスカートの装着により、
4ＷＤ車のノーマルマフラーの出口がセンターにはなりませんので、
あらかじめご了承ください。
●リヤスカートを装着した車両を牽引する場合、
リヤスカート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 ）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 ～ 304 ）は樹脂
（ABS製/PPE製）
です。樹脂
（ABS製/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。
■4WD車の装着時のマフラー出口の見え方
●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（ 318 、319 ）、
およびアルミホイールセット（ 320 、321 ）
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（ 318 、319 ）、
およびアルミホイールセット（ 320 、321 ）の装着に際し、本カタログの適合を必ず守ってください。
●スタッドレスタイヤ等設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、
干渉等の可能性があります。
●パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプターが必要となりますので必ず車載ください。

スポーツマフラー/マフラーカッター

※リヤスカートのマフラー切り欠きに対して、

●スポーツマフラー（ 315 ）
およびマフラーカッター（ 316 ）
を装着した場合、
路面と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。
スポーツマフラー（ 315 ）
、
マフラーカッター（ 316 ）
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。

ベース車マフラーが若干右側に寄った見え方になります。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのスペイド取扱店または、下記へ

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

ベース車両および純正用品（P.3～5、P.10～19、裏表紙）
に関するお問い合わせ先

モデリスタの商品（P.3、6～9）
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

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント［モデリスタコールセンター]

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

03-6361-1000

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 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り付け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7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、販売店にお問い合せください。
■車両本体製造事業者：
トヨタ自動車株式会社
■運転補助装置を車両に装着する場合、同時装着できない商品があります。 ※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。

