
AC C E SS O R I E S  &  C U S TO M I Z E  CATA LO G U E



流麗で上品な佇まい。
先進のプレゼンスを煌めかせて。

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 プレシャスホワイトパール090 ブラック202 プレシャスブラックパール219

Photo：Z。ボディカラーのプレシャスホワイトパール〈090〉はメーカーオプション。ITS Connectはメーカーオプション。245/45ZR20タイヤ＆20×8½Jアルミホイール（ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付）と
カッパー加飾（インストルメントパネル、センタークラスター、ドアトリム）はセットでメーカーオプション。パノラマルーフ（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付）とデジタルインナーミラー（シフト照明付）はセットでメーカーオプション。
MODELLISTAエアロパーツセット、ミラーガーニッシュ、ドアハンドルガーニ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。
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302 フロントスポイラー 
塗装済 71,500円（消費税抜き65,000円） 2.0H〈WA01〉

素　地 69,300円（消費税抜き63,000円）

2.0H 3.0H  〈WA02〉

材質：樹脂（PPE）＋メッキ
地上高：オリジナルより約38mmダウン
※ポップアップフード作動への影響を配慮した商品となります。

303 サイドスカート
塗装済 93,500円（消費税抜き85,000円） 1.6H 〈WA03〉

素　地 90,200円（消費税抜き82,000円）

1.6H 6.0H  〈WA04〉

材質：樹脂（PPE）＋メッキ
地上高：オリジナルより約35mmダウン
※[FUEL CELL]のエンブレムを取り外しての装着となります。
※ブラックアウト部はガンメタリック〈11BK08〉となります。

304 リヤスパッツ＆バンパーガーニッシュ 
塗装済 82,500円（消費税抜き75,000円） 1.8H〈WA05〉

素　地 79,200円（消費税抜き72,000円）

1.8H 5.0H  〈WA06〉

材質：樹脂（PPE）＋メッキ
地上高：オリジナルより約6mmダウン
設定 除くリヤフォグランプ

（メーカーオプション）付車
※ブラックアウト部はガンメタリック〈11BK08〉となります。

305 リヤスパッツ 
塗装済 66,000円（消費税抜き60,000円） 1.0H〈WA07〉

素　地 62,700円（消費税抜き57,000円）

1.0H 4.0H  〈WA08〉

材質：樹脂（PPE）＋メッキ
地上高：オリジナルより約6mmダウン
※ブラックアウト部はガンメタリック〈11BK08〉となります。

301  MODELLISTAエアロパーツセット  
塗装済 247,500円（消費税抜き225,000円）5.4H  

素　地 238,700円（消費税抜き217,000円）5.4H 14.0H  

設定 除くリヤフォグランプ（メーカーオプション）付車 302＋303＋304  の合計金額
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306 ミラーガーニッシュ
19,800円（消費税抜き18,000円）0.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
※黒部分はブラック〈202〉となります。

308 IR（赤外線）カットフィルム
16,500円（消費税抜き15,000円）1.8H スモーク〈WB58〉、ダークスモーク〈WB59〉

赤外線を抑えることで、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。車内の温度上昇を緩和し、エアコンの効果を向上させます。 
色：スモーク、ダークスモーク
材質：樹脂（PET）
※写真のフィルムはスモーク。

306

：架装部位

307 ドアハンドルガーニッシュ
15,400円（消費税抜き14,000円）0.5H〈WB35〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ　※写真は当該車両とは異なります。

エグゼクティブ「いちおし」アイテム あわせて ▶︎ P.06-07もご覧ください

エグゼクティブ
「いちおし」アイテム

スモーク ダークスモーク
可視光透過率 約21％ 約8％
紫外線（UV）カット率 約99％ 約99％
赤外線（IR）カット率 約54％ 約60％
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IR（赤外線）カットフィルム貼付位置
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■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）̓20年12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。

 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。  



ロゴアップ ロゴアップ
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エンジンを始動すると、メーターにプラスサポート始動を示す表示
が出たあと、インジケータが点灯しプラスサポートであることを
知らせます。
※ディスプレイ表示画面は当該車両とは異なります。

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

ディスプレイ表示

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

002 フロアマット（エクセレントタイプ）＊★

1台分 82,500円（消費税抜き75,000円）〈A2AP〉

流線的なデザインで「先進性」と「コーディネート感」を演出。抗ウイ
ルス・抗アレル物質・抗菌・消臭・防ダニの機能を備えています。
色：ブラック　材質：再生ポリエステル

003 フロアマット（ロイヤルタイプ）＊★

1台分 58,300円（消費税抜き53,000円）〈A0E0〉

消臭・抗菌機能付です。　
色：ブラック　材質：ポリプロピレン

004 サイドバイザー（ベーシック）
1台分 33,000円（消費税抜き30,000円）0.3H〈K0JE〉

雨天時の室内換気に役立ち、高速走行時の風切り音に配慮しています。
※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。
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BASIC

SECURITY

DRIVING SUPPORT

★フロアマットを固定する
工夫が施されています。
運転席側は2カ所に取り付けられた
回転ノブでフロアマットをしっかり
固定。走行中のマットのずれを防止し
ます。取り外しもスムーズにできます。

■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

＊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。　

007  キー付ホイールナット  　　
1台分 16,500円（消費税抜き15,000円）〈U5A0〉
セット内容：ロックナット4個、専用キーパターンロック1個
設定 除く245/45ZR20タイヤ&20×8½Jアルミホイール（メーカーオプション）付車

008  キー付ホイールナット（ブラック）  　　
1台分19,800円（消費税抜き18,000円）〈U5C1〉
セット内容：ロックナット4個、専用キーパターンロック1個
設定 245/45ZR20タイヤ&20×8½Jアルミホイール（メーカーオプション）付車

009 プラスサポート用スマートキー
14,300円（消費税抜き13,000円）0.2H〈M61P〉

ドアを解錠するだけで、プラスサポート（急アクセル時加速抑制）を始動させる専用キー。
障害物の有無にかかわらず、アクセルの踏みすぎや踏み間違いを検知するとクルマの
加速を抑制。警報ブザーとディスプレイ表示でドライバーに注意喚起します。右左折など
加速が必要なシーンでは加速が可能です。方向指示レバーを操作しないで右左折や車
線変更をしたり、ブレーキを踏まない状態（ブレーキホールドでの停車中含む）から発進
するとシステムが作動することがあります。
その場合でも、一度アクセルを離してゆっくり
踏みなおすと加速が可能です。

色：サテンゴールド
サイズ：L70×W42×H16mm
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注意 
■急アクセル時加速抑制機能は自動で停止する機能ではありません。必ず運転者がブレーキペダルを踏んで停止してください。ブレーキを制御するシステムではありません。　■アクセルを速く強く踏み込むような運転をした時に、意図せずシステムが作動することがあります。　
■プラスサポート用スマートキーと標準スマートキーを同時に携帯せず、目的にあった1種類のキーのみを携帯してください。両方のキーが近くにあると、プラスサポート用スマートキーを判定できず、プラスサポートにならない可能性があります。また始動時はメーター等でモード
の表示を必ずご確認ください。　■本製品にメカニカルキーは付属していません。標準スマートキーに付属のメカニカルキーを本製品に差し替えてご使用ください。　■メカニカルキーが無い状態では、電子キーの電池が切れた時にドアロックを解除できなくなります。メカニカル
キーは追加で購入していただくことも可能です。お買い上げの販売店にお問い合わせください。　■自車車速約30km/h以下で作動します。　■前進および後退時に作動します。　■植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼす
おそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。　※詳しくは販売店におたずねください。　

＊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。

ベーシック
「いちおし」セット

ベーシック
「いちおし」セット

 盗難防止機能付ナンバーフレームセット
005 プレステージ（フロント）

［お得なセット価格］
6,160円（消費税込み）▶ 5,610円（消費税抜き5,100円）〈BNSU〉

ナンバーフレーム（プレステージ/フロント）＋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＋ゴールド塗装
設定 除く字光式ナンバープレート付車

006 デラックス（フロント）
［お得なセット価格］ 

5,060円（消費税込み）▶ 4,510円（消費税抜き4,100円）〈BNTU〉

ナンバーフレーム（デラックス/フロント）＋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

ベーシック
「いちおし」セット

002 フロアマット（エクセレントタイプ）  ＋  004 サイドバイザー （ベーシック）   ＋  盗難防止機能付ナンバーフレームセット 006 デラックス（フロント） セット内容

001 ベーシック「いちおし」セット       120,010円（消費税抜き109,100円）0.3H〈EDLU〉　 設定  除く字光式ナンバープレート付車

ロゴアップ運転席側

ロゴアップ運転席側

詳しくは動画を
Check!≫

抗ウイルス 抗菌抗アレル物質 消臭 防ダニ
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036 カメラ一体型ドライブレコーダー
DRT-H68A
21,450円（消費税抜き19,500円）0.8H〈UD2X〉

701  360°カメラ ドライブレコーダー
ダクション 360 S＊2

［メーカー］：カーメイト

76,780円（消費税抜き69,800円）1.2H〈4111〉

702  前後方２カメラ ドライブレコーダー 
i-safe Simple 5  DC-DR652

［メーカー］：コムテック

44,220円（消費税抜き40,200円）2.3H〈4121〉

■機種により録画時間は異なります。録画時間および、ご注意いただ
きたい事項につきましては下記QRコードよりアクセスのうえ、販売
店装着オプションナビサイトをご覧ください。

■本製品使用時は必ず本カメラ専用のmicroSDカードを使用してください。専用品以外のmicroSDカード使用における動作不良等については、
一切の責任を負いかねます。 ■本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。 
■地デジ等のアンテナ近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下・チラツキ・ノイズの原因となる可能性があります。 ■一部の
車種および地域や周波数によっては、AMラジオにノイズが入る可能性があります。 ■本カタログ掲載内容は2020年12月現在の情報であり、
モデルチェンジ等により予告なく変更や販売終了となることがございます。予めご了承ください。　＊1. 動作モードによって記録画素数が
変わります。　＊2. 駐車監視ユニットとSDカード（32GB）が付属します。　＊3. 駐車時の長時間の録画は、車両バッテリーの寿命を短くする
ことがあります。駐車時の設定時間は、1時間を目安としてください。また、バッテリーの定期的な点検をお願いします。

カメラ取付例
※写真は当該車両とは異なります。

カメラ取付例
※写真は当該車両とは異なります。

フロントカメラ取付例
※写真は当該車両とは異なります。

リヤカメラ取付例

※検査標章などの装着物の位置によっては、ドライブレコーダーが装着できない場合がございます。詳しくは販売店におたずねください。 

DRIVE RECORDER

OTHER ITEM
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。

010 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

011 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）

012 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

番号 品目名 価格 追工コード 備考
015 合金鋼チェーンスペシャル＊4 29,700円（消費税抜き27,000円） 〈V1CA〉
016 カーカバー（防炎タイプ） 22,000円（消費税抜き20,000円） 〈K7B2〉 材質：ポリエステル
017 三角表示板 2,750円（消費税抜き2,500円） 〈77R0〉
018 レスキューマン （ハンマー＆カッター）＊5 2,530円（消費税抜き2,300円） 〈77P2〉
019 ジャッキ＆レンチ＊6 7,920円（消費税抜き7,200円） 〈77NQ〉 セット内容：ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチ　※荷室床下に収納されます。

020 安心ドライブパッケージ
［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〉 022 + 024  のセット　 設定 Z、G“A Package”、G

021 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〉 取付位置：リヤシート左右席（アシストグリップ）

022 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〉 材質：【表皮】ポリエステル　取付位置：ヘッドレスト部　 設定 Z、G“A Package”、G

023 杖ホルダー 5,610円（消費税抜き5,100円） 〈F7A3〉 材質：【表皮】ポリエステル　取付位置：助手席ヘッドレスト部　収納：1本
024 回転クッション 16,500円（消費税抜き15,000円） 〈B0EC〉 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
025 ランバーサポートクッション（汎用タイプ） 32,450円（消費税抜き29,500円） 〈B0EA〉 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®＊7】合成ゴム　取付位置：運転席　SRS SIDE AIRBAG 対応＊8
026 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〉 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：リヤシート左右席
027 シートベルトパッド（タイプ2） 6,160円（消費税抜き5,600円） 〈B0E6〉 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

チャイルドシート装着方法一覧表
 ベビーシートとして使用    チャイルドシートとして使用    ジュニアシートとして使用　　　　　　　　

009 、014 、020 〜 027 については
サポトヨプラス商品になります。

サポトヨプラスについて詳しくは≫

純正用品ドライブレコーダーについて詳しくは ≫
https://toyota.jp/dop/navioption/

 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：＜純正用品＞トヨタ自動車株式会社 ＜T-SELECT＞裏表紙ご参照
■ 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。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、または（販売元）トヨタモビリティパーツ希望小売価格＜（消費税 10%込み）̓20年 12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。

＊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、万一の事故の際に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。　＊3. ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。　＊4. ■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。　＊5. 【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。　
＊6. ジャッキはお客様のクルマ専用のため、他の車両には使用しないでください。他の車両のジャッキを、お客様のクルマには使用しないでください。　＊7. エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。　＊8. SRSサイドエアバッグ
が全車標準装備のため、SRSサイドエアバッグ対応純正用品以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

T-SELECT用品     
トヨタモビリティパーツ（株）の取り扱い商品です。  

撮影範囲イメージ 撮影範囲イメージ
[ 基本機能 ] [ 基本機能 ] 

撮影範囲イメージ

取付方法
取付位置

取付向き
助手席 後席（左右） 後席（中央）

010 NEO 
G-Child baby

シートベルト × ○ × 後向き

シートベルト ▲＊2 ○ × 前向き

011 NEO
G-Child ISO leg＊1

ISO FIX × ○ × 後向き

ISO FIX × ○ × 前向き

012 ジュニアシート シートベルト × ○ × 前向き

セット内容

❶ワンタッチ便器（1個）＊3 
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

014  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

013 車載防災セット
13,200円（消費税抜き12,000円）〈J1K0〉
万一の自然災害に備えて、持ち運びしやすい
リュックタイプの搭載ケースに全12アイテム

（搭載ケース含む）を収納。ラゲージにフィット
する形状と、急ブレーキや急加速時でも搭載
ケースがズレにくいマジックテープにより
ラゲージ内にしっかりと固定できます。

※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。

セット内容
❶ レインコート  
❷ レジャーシート（L1.8×W1.8m）　
❸ 搭載ケース （リュックタイプ/容量15L相当）
 ズレ防止マジックテープ付　
 サイズ：L420×W300×H140mm
❹ 非常用ホイッスル  
❺ アルミブランケット
❻ 携帯トイレ（3個）吸水シート付
❼ 手回し充電ラジオライト （USBジャック付） 
❽ マスク　
❾ 軍手  
❿ 防災ウェットタオル  
⓫ タオル  
⓬ 給水袋（容量3L）　　

カジュアル（最大時） ナチュラル（最小時）

カジュアル ナチュラル モダン

チャイルドシートとして使用

カジュアル ナチュラル モダン

チャイルドシートとして使用

010

011

012

全天球410万画素＊1 フロント200万画素

フロント200万画素＊1 リヤ200万画素 

GPS/Gセンサー GPS/Gセンサー

駐車時録画 駐車時録画＊3
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COMFORT
032 プロジェクションカーテシイルミ＊1

19,800円（消費税抜き18,000円）0.2H〈D4C2〉

フロントのLEDドアカーテシランプから車名ロゴのグラフィックを路面
に照射。夜間の乗り降りを特別な体験として演出します。
※周囲の明るさや路面状況によって見え方が異なります。
※標準装備のLEDドアカーテシランプ（リヤドア）とは色味が異なる場合があります。
※写真は標準装備のイルミネーテッドエントリーシステム（クリアブルー照明）点灯
状態です。

033 プロテクションフィルム（リヤバンパー）
11,000円（消費税抜き10,000円）0.4H〈S1AL〉

荷物の積み降ろし時にリヤバンパー上部への傷付きを防止。
透明フィルムに車名ロゴ入り。　
材質：ウレタン
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。

034 ドアエッジプロテクター（樹脂製）
2本入2,750円（消費税抜き2,500円）0.2H  フロント〈K6B4〉、 リヤ〈K6B5〉
ドアの開閉時にエッジをガードします。
色：ホワイト、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
設定 除くストライプテープ付車
※1台分はフロント・リヤそれぞれ1セットずつ必要です。
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

035 ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）＊2

1台分52,800円（消費税抜き48,000円）0.5H〈A4P0〉

材質：ポリエステル

032

034033

035

プロテクションフィルム

車名ロゴ

＊1.写真の色や照度は実際とは異なります。  ＊2. トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィッティングに配慮した専用設計となっています。  ＊3. MIRAIはSRSサイドエアバッグが全車標準装備のため、SRSサイドエアバッグ対応
純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

Photo：Z。ボディカラーのフォースブルーマルティプルレイヤーズ〈8Y7〉はメーカーオプション。ITS Connectはメーカーオプション。
パノラマルーフ（電動ロールシェード＆挟み込み防止機能付）とデジタルインナーミラー（シフト照明付）はセットでメーカーオプション。
ストライプテープ、トランクマット（カーペットタイプ）、プロテクションフィルム（ドアハンドル）、ドアハンドルガーニッシュ＊を装着しています。
＊株式会社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。モデリスタ商品につきましてはP.02-03をご覧ください。

031

029 028

■装着部位

■装着部位

ロゴアップ

307 307

031

生地アップ

：架装部位
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SRS SIDE AIRBAG 対応＊3



 1年間保証

T-SELECT用品     
トヨタモビリティパーツ（株）の

取り扱い商品です。  
（一部商品を除く）T-SELECT

703

705

707

704

706

703 おもり付スリムダストミニ本革調
1,046円（消費税抜き951円）〈3038〉
転倒防止のおもり付き。500mlペットボトル3本分収納可能。

704 ワイヤレスチャージャートレイ＊1 ＊2 ＊3 

7,678円（消費税抜き6,980円）〈3080〉
ワイヤレス充電器の規格「Qi」認証品。Qi対応のスマートフォンを置くだけで充電できます。充電中はトレイ
がブルーに発光します。

705 DC-5.4A-リバーシブルUSB 2ポート QC3 自動判定 ＊4 ＊5

1,727円（消費税抜き1,570円）〈3162〉
アクセサリーソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBの表裏を気にせずに挿せるリバーシブルポート。 

706 噴霧式フレグランスディフューザー＊3 ＊6

各 6,600円（消費税抜き6,000円） ライトグレー〈3454〉 ブラック〈3455〉
3段階に香りの強さを調整可能。フレグランスオイルを微粒子にして噴霧するので瞬時に香りが楽しめます。
ご使用には専用のフレグランスオイルが必要です。 

707 噴霧式フレグランスディフューザー専用 フレグランスオイル
特濃ホワイトムスク以外 各 1,100円（消費税抜き1,000円）　特濃ホワイトムスクのみ 1,320円（消費税抜き1,200円）
ホワイトムスク〈3456〉　ホワイトムスクセンシュアル〈3460〉　アバフィッチ〈3476〉　ワイルドベリー〈3477〉　シャインブルー〈3478〉　特濃ホワイトムスク〈3458〉

噴霧式フレグランスディフューザー専用フレグランスオイル。1日1時間の使用で約8.5か月持続します
（レベル1のとき）。

028 ストライプテープ
16,500円（消費税抜き15,000円）0.6H〈R7Q5〉

エモーショナルなデザインと、進化した走りを兼ね備えた車両ながら、
走れば走るほど空気をきれいにする「マイナスエミッション」＝「究極のエコ
カー『MIRAI』」であることを車名でアピール。法人ユーザーにもおすすめ。
材質：ウレタン
設定 除くドアエッジプロテクター（樹脂製）付車

029 トランクマット（カーペットタイプ）
15,400円（消費税抜き14,000円）〈A2A0〉

トランクのフロアを汚れから守るカーペットタイプのマット。高い
質感がトランクルームをより上質に演出します。 車名ロゴ入り。　
材質：ポリプロピレン

030 ラゲージソフトトレイ
15,400円（消費税抜き14,000円）〈J0A1〉

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

031 プロテクションフィルム（ドアハンドル）
6,600円（消費税抜き6,000円）0.7H〈S1AR〉

ドアハンドルのくぼみ部分に貼る透明フィルム。ボディカラーの美しさ
を損なわず、ハンドルを握る際の、ツメなどによるボディへの傷つきを
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。

※商品につきましては、予告なく変更や販売終了となることがございます。 ※写真は当該車両とは異なります。
＊1.充電にはUSB-A端子のDC5V/1.8A以上の電源が必要です（商品には含まれません）。充電可能なスマートフォンの最新情報は、製造元のホームページ（https://www.carmate.co.jp）にてご確認ください。　＊2.取り付けはセンターコンソールのドリ
ンクホルダー後方を推奨いたします。　＊3.ワイヤレスチャージャートレイと噴霧式フレグランスディフューザーは同時に取り付けできません。　＊4.保証期間はご購入日から6カ月です。　＊5.商品にUSBケーブルは含まれません。写真の色や照度は実際と
は異なります。　＊6. ご使用にはUSB-A端子のDC5V/1A以上の電源が必要です（商品には含まれません）。

ホワイトムスク

ライトグレー ブラック

ホワイトムスク
センシュアル

アバフィッチ ワイルドベリー シャインブルー 特濃ホワイトムスク

エグゼクティブ
「いちおし」アイテム

エグゼクティブ
「いちおし」アイテム

エグゼクティブ「いちおし」アイテム       37,400円（消費税抜き34,000円）1.2H

029 トランクマット（カーペットタイプ）  ＋  031 プロテクションフィルム（ドアハンドル）  ＋  307 ドアハンドルガーニッシュセット内容

029

031

030

000

028

■装着用品･パーツ製造事業者：＜純正用品＞トヨタ自動車株式会社  ＜MODELLISTA＞株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント ＜T-SELECT＞裏表紙ご参照
■ 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。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、または（販売元）トヨタモビリティパーツ希望小売価格＜（消費税10%込み）̓20年12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。

■装着部位

ロゴアップ ロゴアップ

ロゴアップ

307  ドアハンドルガーニッシュ ▶︎ P.02-03をご参照ください
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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。  



AC C E SS O R I E S  &  C U S TO M I Z E  CATA LO G U E

本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は ’20年12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、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加工等が必要となる場合があります。
＊携帯電話やPHS、公衆電話や050から始まるIP電話からはご利用いただけません。また、一部の光電話からもご利用いただけない場合がございます。その際は 0561-56-1814(有料)よりおかけください。

【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。　●モデリスタパーツにつきましては、「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。　　　　　●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（ 301 〜 305 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、エアロパーツが破損
する恐れがあります。　●エアロパーツ（ 301 〜 305 ）は樹脂（PPE）製です。樹脂（PPE）製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。 特に極寒時にはご注意ください。　●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車
と完全に一致しない場合があります。

保証について

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。
保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ
認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日（販売した
日）から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が
60,000kmまでとなります。　※一部消耗品の保証期間や詳細
につきましては、販売店にお問い合わせください。

3年間6万km保証

https://toyota.jp/mirai/option/

モデリスタパーツについて保証を受けられる期間は、一部
消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間と
なります。ただし、 その期間内でも走行距離が20,000km
までとなります。　※一部消耗品の保証期間や詳細につき
ましては、下記のお問い合わせ先にてご確認ください。

モデリスタパーツは、1年間2万km保証です。

T-SELECTの保証期間は
P.05、P.07をそれぞれご覧ください。

1年間2万km保証

https://www.modellista.co.jp/s/mirai/

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのMIRAI取扱店または、下記へ

（販売元）トヨタモビリティパーツ株式会社

0800 -700-7700
オープン時間 365日　9:00〜18:00

ホームページ https://toyota.jp

所在地
〒450-8711 
名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

ベース車両および純正用品（P.04〜07）に
関するお問い合わせ先

トヨタ自動車株式会社
お客様相談センター

TEL

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

050-3161-1000
オープン時間 10:00〜18:00（除く指定定休日）

ホームページ https://www.modellista.co.jp

所在地 〒182-0021 
東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号 KDX調布ビル6階

モデリスタの商品（P.02〜03）に
関するお問い合わせ先

モデリスタコールセンター

TEL 03-5926-1212
オープン時間 月〜金10:00〜18:30 土日祝10:00〜12:00/

13:00〜18:30（除く指定定休日）

所在地 〒171-0051
東京都豊島区長崎5-33-11

T-SELECTの商品（P.05 701 、P.07 703 、704 、706 、707 ）に
関するお問い合わせ先

（製造元）株式会社カーメイト　サービスセンター

ホームページ https://www.carmate.co.jp

TEL 03-5613-1332
オープン時間 月〜金10:00〜12:00/

13:00〜17:00（除く指定定休日）

所在地 〒120-0005 
東京都足立区綾瀬6-9-28

T-SELECTの商品（P.07 705 ）に
関するお問い合わせ先

（製造元）株式会社カシムラ  専用ダイヤル

ホームページ https://www.kashimura.com

TEL 0800-200-5654 ＊ 0561-56-1814（有料）

オープン時間 10:00〜17:00 ※土日祝日および年末年始・夏季休暇・GW等
 （株）コムテック指定期間を除く

T-SELECTの商品（P.05 702 ）に
関するお問い合わせ先

（製造元）株式会社コムテック サービスセンター

所在地 〒470-0151
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

ホームページ https://www.e-comtec.co.jp

TEL


