
BASIC ITEM EMERGENCY

WINTER SUPPORT

★4 【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。

★5 ■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。

TIRE CHAIN

※汎用色設定のため、車両色とは異なります。

伸長時 収縮時

無
段
階
調
節
可
能

★3 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。
※写真は当該車両とは異なります。

16,830円（消費税抜き15,300円）〈V1D0〉

033
ジャッキアップ不要のワンタッチ装着を実現。
直進方向のグリップ力に優れます。

ワンタッチ合金鋼チェーン（ラダータイプ）★5 034

20,790円（消費税抜き18,900円）〈V1D1〉

ジャッキアップ不要のワンタッチ装着を実現。
前後左右にグリップ性能を発揮します。

ワンタッチ合金鋼チェーン（亀甲タイプ）★5

8,800円（消費税抜き8,000円）〈V1A0〉

031
常備しておきたいベーシックなチェーン。
スチールチェーン（樹脂ケース入り）★5

031 032 033 034

12,100円（消費税抜き11,000円）〈V1C0〉

032
スチールチェーンの約2倍の耐久性と約3割の軽量
化を実現。クロスチェーンの小リンク化で乗り心地
も快適。

合金鋼チェーン★5

2,750円
（消費税抜き2,500円）
〈77R0〉

029 三角表示板042

2,530円
（消費税抜き2,300円）
〈77P2〉

028 レスキューマンⅢ
（ハンマー＆カッター）★4

041

20,350円
（消費税抜き18,500円）
〈K7B2〉

027
（財）日本防炎協会認定生地を使用。
材質:ポリエステル
設定:除くルーフラック付車

カーカバー（防炎タイプ）

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

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

1席分 11,000円
（消費税抜き10,000円）〈B0A2〉
※写真は当該車両とは異なります。

026
濡れたままでも座れる吸水・速乾性に
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

シートエプロン

7,260円（消費税込み） 6,710円（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉
［お得なセット価格］

039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＊。
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

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

040ベーシック

11,000円（消費税抜き10,000円） 〈K0N0〉

016
雨の日でも室内の換気ができ、高速走行時の風切り音を抑えたアクリル製バイザーです。
フロント・リヤドア用4枚セット

サイドバイザー（ベーシックタイプ）★3

0.4H

8,800円（消費税抜き8,000円）
〈K2J0〉

017
狭い路地走行や幅寄せの際の車幅確認に便利。
夜間にはスモールランプと連動して点灯します。
ポールの長さ:410～500㎜

フェンダーランプ（デザインタイプ）

0.4H
2本入 2,750円（消費税抜き2,500円）

〈K6Ｂ0〉

018
ボディカラーにあわせて選べる樹脂製プロテ
クター。　色:ホワイト、スーパーシルバー

ドアエッジプロテクター（樹脂製）

0.2H

：装着部位

1,870円
（消費税抜き1,700円）〈C2E7〉

灰皿
(ベーシックタイプ)

閉 開 閉 開

7,700円
（消費税抜き7,000円）〈C2E8〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。

灰皿
（高級タイプLED付）

039 040

＊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。

3

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

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

保証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。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

設定 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。

【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。
●モデリスタパーツは、「トヨタ純正用品」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（　  、 　 ）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（　 ～    ）はABS製です。ABS製は一般的に衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
●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
●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。スペアタイヤが標準のアルミホイールの場合、標準のホイールナットが必要となりますので、1輪分を必ず車載ください。
●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。

301

301 304

302

ACCESSORIES  &  CUSTOMIZE  CATALOGUE

トヨタ純正用品ニーズに応える便利なアイテムが、
毎日のビジネスシーンを応援。 P 2 - 3

モデリスタ自分らしさをプラスして、
かっこよくドレスアップ。 P 4 - 5

VAN

0800-700-7700 050-3161-1000
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

TEL

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

モデリスタの商品（P.4、5）に関するお問い合わせ先
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント［モデリスタコールセンター]トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのタウンエース取扱店または、下記へ

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。
トヨタ純正用品

（販売店取付）

① レインコート
② レジャーシート（L1.8×W1.8m）　
③ 搭載ケース
　（リュックタイプ/容量15L相当）
　 ズレ防止マジックテープ付
　 サイズ：L420×W300×H140mm
④ 非常用ホイッスル
⑤ アルミブランケット
⑥ 携帯トイレ（3個）吸水シート付　
⑦ 手回し充電ラジオライト
　（USBジャック付）

⑧ マスク
⑨ 軍手
⑩ 防災ウェットタオル　
⑪ タオル
⑫ 給水袋（容量3L）

セット内容1

2

4

3

5
6

7

8 9 10 1211

車載防災セット037

13,200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。

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。

ベース車両および純正用品（P.2、3）に関するお問い合わせ先

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

※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。

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。

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

価格表記に
ついて

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’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。

197mm 200mm 200mm



200mm 200mm 197mm

542
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。

■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。　■　　　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。設定

※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。価格表記について 価格表記について

BUSINESS USE

INTERIOR

38,500円
（消費税抜き35,000円）

〈P3A0〉

001
洗車、荷物の積み降ろしに
威力を発揮。
材質：アルミ　耐荷重:80kg

リヤラダー

0.4H

左 10,450円（消費税抜き9,500円）
〈G2A0〉

右 10,450円（消費税抜き9,500円）
〈G2B0〉

004
スライドドアのステップ上部をカバーして、
有効積載面積を広げます。
材質：スチール

ステップカバー

0.5H

0.5H
2本入 35,200円

（消費税抜き32,000円） 〈G3B0〉

005
衣類がたっぷり掛けられる天井パイプ式の
ハンガー掛け。
材質：スチール　耐荷重:55kg/本
床面からパイプまでの高さ：約1,230㎜
設定：除くアシストグリップ（リヤ席用）付車

ハンガーパイプ（横型）

1.4H

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈J1C0〉

007
荷崩れを防止する便利なネット。大切な荷物を
守ります。

ラゲージネット

0.5H 4個入 3,960円（消費税抜き3,600円）
〈P4G1〉

008
ラゲージ床面の4カ所に取り付け。ロープなどで
荷物をしっかり固定するのに便利です。

荷室フック

0.4H

11,000円
（消費税抜き10,000円）
〈U3A0〉

002

便利な折りたたみ式ハシゴ。
ルーフラックの荷物積み降ろ
しに便利です。
材質：アルミ　耐荷重:90kg

ワゴンラダー
（フックタイプ）

013
乗り降りの際、運転席と助手席の足元を照らす
イルミネーションエントリー。

フットランプ（運転席＋助手席）

0.2H

左右  3,300円（消費税抜き3,000円）
〈F7M0〉

015
スライドドアのルーフサイド部に装着。
設定：除くハンガーパイプ付車

アシストグリップ（リヤ席用）

74,800円（消費税抜き68,000円）〈BFJU〉

038

材質：〔ラック本体〕アルミ/スチール
　　  〔取付ブラケット〕スチール
サイズ：L1,755×W1,555×H250㎜（取付部
からの高さ）　車両全高アップ量：145㎜
最大積載量:60kg
設定:除くカーカバー（防炎タイプ）付車

システムラック
（ルーフラック［３本足タイプ］）

24,200円（消費税抜き22,000円）〈P6A0〉

006
リヤデッキの全面に敷き込むマット。汚れ防止
はもちろん、クッション材の役割も果たします。
材質：TPO

デッキマット

1台分11,000円（消費税抜き10,000円）〈A0GG〉

010
手入れが簡単なラバータイプのマット。
材質：ラバー

フロアマット（スタンダードタイプ）★1

1台分13,750円（消費税抜き12,500円）〈A0GC〉

009
上質感のあるカーペットタイプのマット。
材質：PP

フロアマット（デラックスタイプ）★1

★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。

0.6H

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈D4A0〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

※使用環境（低温時等）によってはバック
ドアが全開し難くなる場合があります。

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台分  16,500円（消費税抜き15,000円）0.4H〈A6G0〉
011 フルシートカバー（スタンダードタイプ）★2

036 ルームセパレーターカーテン
エアコンの効率的な使用のため、前席と後部
荷室を仕切るカーテン。天井から床までカバー
します。
材質：（カーテン）塩ビ　（レール）SWM-B

18,260円
（消費税抜き16,600円）

〈F3B0〉0.5H

★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おります。

塗装済設定色

ホワイトW09

シルバーマイカ
メタリック1E7

Photo： MODELLISTA Ver.（ベース車両はGL）。ボディカラーはホワイト〈W09〉。
MODELLISTA エアロキット、
13インチ アルミホイールセット（ギルドRS-5〈シルバー〉）はモデリスタパーツ（販売店装着オプション）。

パネル3点セット

DXは材着黒のバンパーに装着されます。

0.7H50,600円（消費税抜き46,000円）

302
材質：ABS製　地上高：オリジナルより約20mmダウン

フロントスポイラー

1.3H 114,400円（消費税抜き104,000円）
301 MODELLISTA エアロキット

0.3H41,800円（消費税抜き38,000円）

303
材質：ABS製　

グリルガーニッシュ

0.3H33,000円（消費税抜き30,000円）

304
材質：ABS製　

リヤガーニッシュ

305 13インチ アルミホイールセット

1台分 31,900円（消費税抜き29,000円）

307
色：茶木目調

インテリアパネルセット

0.5H

307

308

1台分 31,900円（消費税抜き29,000円）

308
色：ピアノブラック

インテリアパネルセット

0.5H

＋　　＋　　のセット302 303 304  〈WA01〉

 〈WA02〉  〈WA03〉  〈WA04〉

 〈WB01〉

 〈WB02〉

●販売店で装着される場合、
1.0H相当分の組付工賃が必要となります。

1台分 44,000円（消費税抜き40,000円）

ギルドRS-5〈シルバー〉
サイズ：13×5.0J

※タイヤは標準装備されているものを装着。
※専用ホイールナットが付属します。

2.2H  〈WB10〉

（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

 （販売店取付）

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。

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。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。
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。



BASIC ITEM EMERGENCY

WINTER SUPPORT

★4 【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。

★5 ■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。

TIRE CHAIN

※汎用色設定のため、車両色とは異なります。

伸長時 収縮時

無
段
階
調
節
可
能

★3 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。
※写真は当該車両とは異なります。

16,830円（消費税抜き15,300円）〈V1D0〉

033
ジャッキアップ不要のワンタッチ装着を実現。
直進方向のグリップ力に優れます。

ワンタッチ合金鋼チェーン（ラダータイプ）★5 034

20,790円（消費税抜き18,900円）〈V1D1〉

ジャッキアップ不要のワンタッチ装着を実現。
前後左右にグリップ性能を発揮します。

ワンタッチ合金鋼チェーン（亀甲タイプ）★5

8,800円（消費税抜き8,000円）〈V1A0〉

031
常備しておきたいベーシックなチェーン。
スチールチェーン（樹脂ケース入り）★5

031 032 033 034

12,100円（消費税抜き11,000円）〈V1C0〉

032
スチールチェーンの約2倍の耐久性と約3割の軽量
化を実現。クロスチェーンの小リンク化で乗り心地
も快適。

合金鋼チェーン★5

2,750円
（消費税抜き2,500円）
〈77R0〉

029 三角表示板042

2,530円
（消費税抜き2,300円）
〈77P2〉

028 レスキューマンⅢ
（ハンマー＆カッター）★4

041

20,350円
（消費税抜き18,500円）
〈K7B2〉

027
（財）日本防炎協会認定生地を使用。
材質:ポリエステル
設定:除くルーフラック付車

カーカバー（防炎タイプ）

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

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

1席分 11,000円
（消費税抜き10,000円）〈B0A2〉
※写真は当該車両とは異なります。

026
濡れたままでも座れる吸水・速乾性に
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

シートエプロン

7,260円（消費税込み） 6,710円（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉
［お得なセット価格］

039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＊。
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

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

040ベーシック

11,000円（消費税抜き10,000円） 〈K0N0〉

016
雨の日でも室内の換気ができ、高速走行時の風切り音を抑えたアクリル製バイザーです。
フロント・リヤドア用4枚セット

サイドバイザー（ベーシックタイプ）★3

0.4H

8,800円（消費税抜き8,000円）
〈K2J0〉

017
狭い路地走行や幅寄せの際の車幅確認に便利。
夜間にはスモールランプと連動して点灯します。
ポールの長さ:410～500㎜

フェンダーランプ（デザインタイプ）

0.4H
2本入 2,750円（消費税抜き2,500円）

〈K6Ｂ0〉

018
ボディカラーにあわせて選べる樹脂製プロテ
クター。　色:ホワイト、スーパーシルバー

ドアエッジプロテクター（樹脂製）

0.2H

：装着部位

1,870円
（消費税抜き1,700円）〈C2E7〉

灰皿
(ベーシックタイプ)

閉 開 閉 開

7,700円
（消費税抜き7,000円）〈C2E8〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。

灰皿
（高級タイプLED付）

039 040

＊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。

3

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

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

保証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。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

設定 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。

【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。
●モデリスタパーツは、「トヨタ純正用品」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（　  、 　 ）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（　 ～    ）はABS製です。ABS製は一般的に衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
●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
●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。スペアタイヤが標準のアルミホイールの場合、標準のホイールナットが必要となりますので、1輪分を必ず車載ください。
●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。

301

301 304

302

ACCESSORIES  &  CUSTOMIZE  CATALOGUE

トヨタ純正用品ニーズに応える便利なアイテムが、
毎日のビジネスシーンを応援。 P 2 - 3

モデリスタ自分らしさをプラスして、
かっこよくドレスアップ。 P 4 - 5

VAN

0800-700-7700 050-3161-1000
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

TEL

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

モデリスタの商品（P.4、5）に関するお問い合わせ先
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント［モデリスタコールセンター]トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのタウンエース取扱店または、下記へ

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。
トヨタ純正用品

（販売店取付）

① レインコート
② レジャーシート（L1.8×W1.8m）　
③ 搭載ケース
　（リュックタイプ/容量15L相当）
　 ズレ防止マジックテープ付
　 サイズ：L420×W300×H140mm
④ 非常用ホイッスル
⑤ アルミブランケット
⑥ 携帯トイレ（3個）吸水シート付　
⑦ 手回し充電ラジオライト
　（USBジャック付）

⑧ マスク
⑨ 軍手
⑩ 防災ウェットタオル　
⑪ タオル
⑫ 給水袋（容量3L）

セット内容1

2

4

3

5
6

7

8 9 10 1211

車載防災セット037

13,200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。

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。

ベース車両および純正用品（P.2、3）に関するお問い合わせ先

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

※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。

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。

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

価格表記に
ついて

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’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。

197mm 200mm 200mm



200mm 200mm 197mm

542
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。

■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。　■　　　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。設定

※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。価格表記について 価格表記について

BUSINESS USE

INTERIOR

38,500円
（消費税抜き35,000円）

〈P3A0〉

001
洗車、荷物の積み降ろしに
威力を発揮。
材質：アルミ　耐荷重:80kg

リヤラダー

0.4H

左 10,450円（消費税抜き9,500円）
〈G2A0〉

右 10,450円（消費税抜き9,500円）
〈G2B0〉

004
スライドドアのステップ上部をカバーして、
有効積載面積を広げます。
材質：スチール

ステップカバー

0.5H

0.5H
2本入 35,200円

（消費税抜き32,000円） 〈G3B0〉

005
衣類がたっぷり掛けられる天井パイプ式の
ハンガー掛け。
材質：スチール　耐荷重:55kg/本
床面からパイプまでの高さ：約1,230㎜
設定：除くアシストグリップ（リヤ席用）付車

ハンガーパイプ（横型）

1.4H

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈J1C0〉

007
荷崩れを防止する便利なネット。大切な荷物を
守ります。

ラゲージネット

0.5H 4個入 3,960円（消費税抜き3,600円）
〈P4G1〉

008
ラゲージ床面の4カ所に取り付け。ロープなどで
荷物をしっかり固定するのに便利です。

荷室フック

0.4H

11,000円
（消費税抜き10,000円）
〈U3A0〉

002

便利な折りたたみ式ハシゴ。
ルーフラックの荷物積み降ろ
しに便利です。
材質：アルミ　耐荷重:90kg

ワゴンラダー
（フックタイプ）

013
乗り降りの際、運転席と助手席の足元を照らす
イルミネーションエントリー。

フットランプ（運転席＋助手席）

0.2H

左右  3,300円（消費税抜き3,000円）
〈F7M0〉

015
スライドドアのルーフサイド部に装着。
設定：除くハンガーパイプ付車

アシストグリップ（リヤ席用）

74,800円（消費税抜き68,000円）〈BFJU〉

038

材質：〔ラック本体〕アルミ/スチール
　　  〔取付ブラケット〕スチール
サイズ：L1,755×W1,555×H250㎜（取付部
からの高さ）　車両全高アップ量：145㎜
最大積載量:60kg
設定:除くカーカバー（防炎タイプ）付車

システムラック
（ルーフラック［３本足タイプ］）

24,200円（消費税抜き22,000円）〈P6A0〉

006
リヤデッキの全面に敷き込むマット。汚れ防止
はもちろん、クッション材の役割も果たします。
材質：TPO

デッキマット

1台分11,000円（消費税抜き10,000円）〈A0GG〉

010
手入れが簡単なラバータイプのマット。
材質：ラバー

フロアマット（スタンダードタイプ）★1

1台分13,750円（消費税抜き12,500円）〈A0GC〉

009
上質感のあるカーペットタイプのマット。
材質：PP

フロアマット（デラックスタイプ）★1

★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。

0.6H

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈D4A0〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

※使用環境（低温時等）によってはバック
ドアが全開し難くなる場合があります。

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台分  16,500円（消費税抜き15,000円）0.4H〈A6G0〉
011 フルシートカバー（スタンダードタイプ）★2

036 ルームセパレーターカーテン
エアコンの効率的な使用のため、前席と後部
荷室を仕切るカーテン。天井から床までカバー
します。
材質：（カーテン）塩ビ　（レール）SWM-B

18,260円
（消費税抜き16,600円）

〈F3B0〉0.5H

★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おります。

塗装済設定色

ホワイトW09

シルバーマイカ
メタリック1E7

Photo： MODELLISTA Ver.（ベース車両はGL）。ボディカラーはホワイト〈W09〉。
MODELLISTA エアロキット、
13インチ アルミホイールセット（ギルドRS-5〈シルバー〉）はモデリスタパーツ（販売店装着オプション）。

パネル3点セット

DXは材着黒のバンパーに装着されます。

0.7H50,600円（消費税抜き46,000円）

302
材質：ABS製　地上高：オリジナルより約20mmダウン

フロントスポイラー

1.3H 114,400円（消費税抜き104,000円）
301 MODELLISTA エアロキット

0.3H41,800円（消費税抜き38,000円）

303
材質：ABS製　

グリルガーニッシュ

0.3H33,000円（消費税抜き30,000円）

304
材質：ABS製　

リヤガーニッシュ

305 13インチ アルミホイールセット

1台分 31,900円（消費税抜き29,000円）

307
色：茶木目調

インテリアパネルセット

0.5H

307

308

1台分 31,900円（消費税抜き29,000円）

308
色：ピアノブラック

インテリアパネルセット

0.5H

＋　　＋　　のセット302 303 304  〈WA01〉

 〈WA02〉  〈WA03〉  〈WA04〉

 〈WB01〉

 〈WB02〉

●販売店で装着される場合、
1.0H相当分の組付工賃が必要となります。

1台分 44,000円（消費税抜き40,000円）

ギルドRS-5〈シルバー〉
サイズ：13×5.0J

※タイヤは標準装備されているものを装着。
※専用ホイールナットが付属します。

2.2H  〈WB10〉

（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

 （販売店取付）

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。

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。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。
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。



200mm 200mm 197mm

542
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。

■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。　■　　　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。設定

※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。価格表記について 価格表記について

BUSINESS USE

INTERIOR

38,500円
（消費税抜き35,000円）

〈P3A0〉

001
洗車、荷物の積み降ろしに
威力を発揮。
材質：アルミ　耐荷重:80kg

リヤラダー

0.4H

左 10,450円（消費税抜き9,500円）
〈G2A0〉

右 10,450円（消費税抜き9,500円）
〈G2B0〉

004
スライドドアのステップ上部をカバーして、
有効積載面積を広げます。
材質：スチール

ステップカバー

0.5H

0.5H
2本入 35,200円

（消費税抜き32,000円） 〈G3B0〉

005
衣類がたっぷり掛けられる天井パイプ式の
ハンガー掛け。
材質：スチール　耐荷重:55kg/本
床面からパイプまでの高さ：約1,230㎜
設定：除くアシストグリップ（リヤ席用）付車

ハンガーパイプ（横型）

1.4H

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈J1C0〉

007
荷崩れを防止する便利なネット。大切な荷物を
守ります。

ラゲージネット

0.5H 4個入 3,960円（消費税抜き3,600円）
〈P4G1〉

008
ラゲージ床面の4カ所に取り付け。ロープなどで
荷物をしっかり固定するのに便利です。

荷室フック

0.4H

11,000円
（消費税抜き10,000円）
〈U3A0〉

002

便利な折りたたみ式ハシゴ。
ルーフラックの荷物積み降ろ
しに便利です。
材質：アルミ　耐荷重:90kg

ワゴンラダー
（フックタイプ）

013
乗り降りの際、運転席と助手席の足元を照らす
イルミネーションエントリー。

フットランプ（運転席＋助手席）

0.2H

左右  3,300円（消費税抜き3,000円）
〈F7M0〉

015
スライドドアのルーフサイド部に装着。
設定：除くハンガーパイプ付車

アシストグリップ（リヤ席用）

74,800円（消費税抜き68,000円）〈BFJU〉

038

材質：〔ラック本体〕アルミ/スチール
　　  〔取付ブラケット〕スチール
サイズ：L1,755×W1,555×H250㎜（取付部
からの高さ）　車両全高アップ量：145㎜
最大積載量:60kg
設定:除くカーカバー（防炎タイプ）付車

システムラック
（ルーフラック［３本足タイプ］）

24,200円（消費税抜き22,000円）〈P6A0〉

006
リヤデッキの全面に敷き込むマット。汚れ防止
はもちろん、クッション材の役割も果たします。
材質：TPO

デッキマット

1台分11,000円（消費税抜き10,000円）〈A0GG〉

010
手入れが簡単なラバータイプのマット。
材質：ラバー

フロアマット（スタンダードタイプ）★1

1台分13,750円（消費税抜き12,500円）〈A0GC〉

009
上質感のあるカーペットタイプのマット。
材質：PP

フロアマット（デラックスタイプ）★1

★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。

0.6H

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈D4A0〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

※使用環境（低温時等）によってはバック
ドアが全開し難くなる場合があります。

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台分  16,500円（消費税抜き15,000円）0.4H〈A6G0〉
011 フルシートカバー（スタンダードタイプ）★2

036 ルームセパレーターカーテン
エアコンの効率的な使用のため、前席と後部
荷室を仕切るカーテン。天井から床までカバー
します。
材質：（カーテン）塩ビ　（レール）SWM-B

18,260円
（消費税抜き16,600円）

〈F3B0〉0.5H

★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おります。

塗装済設定色

ホワイトW09

シルバーマイカ
メタリック1E7

Photo： MODELLISTA Ver.（ベース車両はGL）。ボディカラーはホワイト〈W09〉。
MODELLISTA エアロキット、
13インチ アルミホイールセット（ギルドRS-5〈シルバー〉）はモデリスタパーツ（販売店装着オプション）。

パネル3点セット

DXは材着黒のバンパーに装着されます。

0.7H50,600円（消費税抜き46,000円）

302
材質：ABS製　地上高：オリジナルより約20mmダウン

フロントスポイラー

1.3H 114,400円（消費税抜き104,000円）
301 MODELLISTA エアロキット

0.3H41,800円（消費税抜き38,000円）

303
材質：ABS製　

グリルガーニッシュ

0.3H33,000円（消費税抜き30,000円）

304
材質：ABS製　

リヤガーニッシュ

305 13インチ アルミホイールセット

1台分 31,900円（消費税抜き29,000円）

307
色：茶木目調

インテリアパネルセット

0.5H

307

308

1台分 31,900円（消費税抜き29,000円）

308
色：ピアノブラック

インテリアパネルセット

0.5H

＋　　＋　　のセット302 303 304  〈WA01〉

 〈WA02〉  〈WA03〉  〈WA04〉

 〈WB01〉

 〈WB02〉

●販売店で装着される場合、
1.0H相当分の組付工賃が必要となります。

1台分 44,000円（消費税抜き40,000円）

ギルドRS-5〈シルバー〉
サイズ：13×5.0J

※タイヤは標準装備されているものを装着。
※専用ホイールナットが付属します。

2.2H  〈WB10〉

（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

 （販売店取付）

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。

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。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。
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。



BASIC ITEM EMERGENCY

WINTER SUPPORT

★4 【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。

★5 ■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。

TIRE CHAIN

※汎用色設定のため、車両色とは異なります。

伸長時 収縮時

無
段
階
調
節
可
能

★3 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。
※写真は当該車両とは異なります。

16,830円（消費税抜き15,300円）〈V1D0〉

033
ジャッキアップ不要のワンタッチ装着を実現。
直進方向のグリップ力に優れます。

ワンタッチ合金鋼チェーン（ラダータイプ）★5 034

20,790円（消費税抜き18,900円）〈V1D1〉

ジャッキアップ不要のワンタッチ装着を実現。
前後左右にグリップ性能を発揮します。

ワンタッチ合金鋼チェーン（亀甲タイプ）★5

8,800円（消費税抜き8,000円）〈V1A0〉

031
常備しておきたいベーシックなチェーン。
スチールチェーン（樹脂ケース入り）★5

031 032 033 034

12,100円（消費税抜き11,000円）〈V1C0〉

032
スチールチェーンの約2倍の耐久性と約3割の軽量
化を実現。クロスチェーンの小リンク化で乗り心地
も快適。

合金鋼チェーン★5

2,750円
（消費税抜き2,500円）
〈77R0〉

029 三角表示板042

2,530円
（消費税抜き2,300円）
〈77P2〉

028 レスキューマンⅢ
（ハンマー＆カッター）★4

041

20,350円
（消費税抜き18,500円）
〈K7B2〉

027
（財）日本防炎協会認定生地を使用。
材質:ポリエステル
設定:除くルーフラック付車

カーカバー（防炎タイプ）

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

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

1席分 11,000円
（消費税抜き10,000円）〈B0A2〉
※写真は当該車両とは異なります。

026
濡れたままでも座れる吸水・速乾性に
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

シートエプロン

7,260円（消費税込み） 6,710円（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉
［お得なセット価格］

039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＊。
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

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

040ベーシック

11,000円（消費税抜き10,000円） 〈K0N0〉

016
雨の日でも室内の換気ができ、高速走行時の風切り音を抑えたアクリル製バイザーです。
フロント・リヤドア用4枚セット

サイドバイザー（ベーシックタイプ）★3

0.4H

8,800円（消費税抜き8,000円）
〈K2J0〉

017
狭い路地走行や幅寄せの際の車幅確認に便利。
夜間にはスモールランプと連動して点灯します。
ポールの長さ:410～500㎜

フェンダーランプ（デザインタイプ）

0.4H
2本入 2,750円（消費税抜き2,500円）

〈K6Ｂ0〉

018
ボディカラーにあわせて選べる樹脂製プロテ
クター。　色:ホワイト、スーパーシルバー

ドアエッジプロテクター（樹脂製）

0.2H

：装着部位

1,870円
（消費税抜き1,700円）〈C2E7〉

灰皿
(ベーシックタイプ)

閉 開 閉 開

7,700円
（消費税抜き7,000円）〈C2E8〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。

灰皿
（高級タイプLED付）

039 040

＊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。

3

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

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

保証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。

トヨタ純正用品は、
3年間6万km保証です。

設定 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。

【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。
●モデリスタパーツは、「トヨタ純正用品」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（　  、 　 ）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（　 ～    ）はABS製です。ABS製は一般的に衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
●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
●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。スペアタイヤが標準のアルミホイールの場合、標準のホイールナットが必要となりますので、1輪分を必ず車載ください。
●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。

301

301 304

302

ACCESSORIES  &  CUSTOMIZE  CATALOGUE

トヨタ純正用品ニーズに応える便利なアイテムが、
毎日のビジネスシーンを応援。 P 2 - 3

モデリスタ自分らしさをプラスして、
かっこよくドレスアップ。 P 4 - 5

VAN

0800-700-7700 050-3161-1000
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

TEL

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

モデリスタの商品（P.4、5）に関するお問い合わせ先
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント［モデリスタコールセンター]トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのタウンエース取扱店または、下記へ

トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。
トヨタ純正用品

（販売店取付）

① レインコート
② レジャーシート（L1.8×W1.8m）　
③ 搭載ケース
　（リュックタイプ/容量15L相当）
　 ズレ防止マジックテープ付
　 サイズ：L420×W300×H140mm
④ 非常用ホイッスル
⑤ アルミブランケット
⑥ 携帯トイレ（3個）吸水シート付　
⑦ 手回し充電ラジオライト
　（USBジャック付）

⑧ マスク
⑨ 軍手
⑩ 防災ウェットタオル　
⑪ タオル
⑫ 給水袋（容量3L）
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車載防災セット037

13,200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。

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。

ベース車両および純正用品（P.2、3）に関するお問い合わせ先

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

※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。

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。

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

価格表記に
ついて

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）’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。
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