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ロゴアップ

Photo:GR SPORT（CVT）。ボディカラーのパールホワイトⅢ〈W24〉はメーカーオプション。フロントピラーガーニッシュ（カーボン調）、インナーミラーカバー（カーボン調） 、ロールバーカバー（カーボン調）、
フューエルリッドガーニッシュ（アルミ＋カーボン）、ドアハンドルプロテクター（カーボン調）、エンブレム（フロント/リヤ・コペン ダークブラックメッキ）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。  

※マフラー内部に風が吹き込む様な状況下では、エンジン始動時間が長くなる場合があります。　
※走行直後はマフラーが高温になっているため、やけどの恐れがあります。荷物の積み下ろし時などに、手や足がマフラーに触れないようにしてください。　
※音質、性能が変化する場合があります。素材の特性上、熱で変色したりすることがあります。

002 フロントピラーガーニッシュ（カーボン調）
53,900円（消費税抜き49,000円）0.8H〈P0A2〉

材質：樹脂（ABS）

004 インナーミラーカバー（カーボン調）
17,050円（消費税抜き15,500円）0.2H〈CHBU〉

材質：樹脂（ABS）

005 ロールバーカバー（カーボン調）
30,800円（消費税抜き28,000円）0.2H〈F7TB〉

材質：樹脂（ABS）

004

006

002

006 スポーツマフラー
72,600円（消費税抜き66,000円）0.5H〈T1AA〉

サイズ：1,110×820mm
材質：ステンレススチール
※写真は当該車両とは異なります。

EXTERIOR ［CARBON］

架装部位★　　エンブレム（フロント/リヤ・コペン ダークブラックメッキ）について詳しくは  P07参照02902
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018 019

MT車用CVT車用
®

007 フューエルリッドガーニッシュ（アルミ+カーボン）
14,300円（消費税抜き13,000円）0.2H〈P1B1〉

材質：アルミニウム

018 インテリアパネル（カーボン調）
24,200円（消費税抜き22,000円）0.2H〈B4UT〉

材質：樹脂（アクリル）

008ドアハンドルプロテクター（カーボン調）
3,300円（消費税抜き3,000円）0.3H〈M5A7〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

019 シフトノブ（アルミ＋カーボン）
14,300円（消費税抜き13,000円）0.2H〈B7ED〉

材質：アルミニウム

005 008

★インテリアパネル（カーボン調・ウッド調）について詳しくは  P05参照 ★シフトノブ（アルミ＋カーボン・ウッド）について詳しくは  P05参照
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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。  

■装着用品･パーツ製造事業者：ダイハツ工業株式会社　■ 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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓21年 4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。



EXTERIOR ［PLATING］
010 フロントピラーガーニッシュ（メッキ）
47,300円（消費税抜き43,000円）0.8H〈P0A1〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

011 インナーミラーカバー（メッキ）
14,850円（消費税抜き13,500円）0.2H〈CHAU〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

013 ロールバーカバー（メッキ）
26,400円（消費税抜き24,000円）0.2H〈F7TA〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ

014ドアアウターハンドル（メッキ）
7,700円（消費税抜き7,000円）0.7H〈K8P1〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
※写真は当該車両とは異なります。

015ドアハンドルプロテクター（クリア）
2,750円（消費税抜き2,500円）0.3H〈M5A8〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

016ドアエッジプロテクター（メッキ調）
１台分・2本セット 4,510円（消費税抜き4,100円）0.2H〈K6B6〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）＋メッキ調フィルム
※写真は当該車両とは異なります。

017 スタイリッシュドアエッジモール
１台分・2本セット6,380円（消費税抜き5,800円）0.2H〈K6B7〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（アクリル）
※写真は当該車両とは異なります。

015

011

013

014

016 017

010

商品部位

商品部位
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INTERIOR

パソコンのフルカラーに匹敵する1677万色の色彩表現や、3D表現技術により、複雑なグラデーションや小さな文字など、あらゆる素材上で従来にはない加飾表現を
可能にするデジタルプロダクションシステムです。また、データを素材に直接印刷するだけで完成するため、従来の塗装品で必要であった乾燥炉などの設備も不要で、
生産のための資源の無駄使いを大幅に削減した、人と地球環境にやさしいシステムです。　　　　　  はセーレン（株）の登録商標です。

018 インテリアパネル（カーボン調）
24,200円（消費税抜き22,000円）0.2H〈B4UT〉

材質：樹脂（アクリル）

019 シフトノブ（アルミ＋カーボン）
14,300円（消費税抜き13,000円）0.2H〈B7ED〉

材質：アルミニウム

019

MT車用

ロゴアップ

CVT車用

018

020 インテリアパネル（ウッド調）
24,200円（消費税抜き22,000円）0.2H〈B4US〉

材質：樹脂（アクリル）

021 シフトノブ（ウッド）
14,300円（消費税抜き13,000円）0.2H〈B7EC〉

材質：強化木

021

MT車用CVT車用

020

Photo:GR SPORT（CVT）。ボディカラーのパールホワイトⅢ〈W24〉はメーカーオプション。フロントピラーガーニッシュ（カーボン調）、
インナーミラーカバー（カーボン調） 、ロールバーカバー（カーボン調）、スカッフプレート（アルミ）、インテリアパネル（カーボン調）、
シフトノブ（アルミ＋カーボン）を装着しています。 ■写真はＴ-Connectナビ（販売店装着オプション）装着状態イメージです。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。  ■画面はハメ込み合成です。

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。  

■装着用品･パーツ製造事業者：ダイハツ工業株式会社　■ 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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓21年 4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。

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。  



022 インテリアイルミネーション（ブルー/ホワイト）
13,200円（消費税抜き12,000円）0.8H

ブルー〈B9EB〉 ホワイト〈B9EC〉

ドアを開けるとブルーまたはホワイトの光が足元を明るく照らし、
ドアを閉めると徐々に減光します。
フロント（運転席＋助手席）セット。
※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。

023 LEDルームランプ（ホワイト）
2,420円（消費税抜き2,200円）0.2H〈B9EA〉

※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。

024 ウインドディフレクターLEDイルミ
40,150円（消費税抜き36,500円）0.7H〈B9H5〉

点灯・消灯ができる専用スイッチ付。
発光色：ブルー

※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。

025 スカッフプレート（アルミ）
フロント左右/2枚12,100円（消費税抜き11,000円）0.2H〈CHCU〉

乗降時の足元をドレスアップし、傷つきも防止します。
車名ロゴ入り。

023

交換前 交換後

022

024

025

ホワイト

ブルー
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OTHER
026 盗難防止機能付ナンバーフレームセット
   （コペン・メッキ）
［お得なセット価格］

10,450円（消費税込み）▶ 9,350円（消費税抜き8,500円）〈K5ZC〉

ナンバーフレーム（コペン・メッキ/フロント＆リヤ）＋
ロックボルト（コペン レッド）のセット＊。

　 設定 除く字光式ナンバープレート付車

027 盗難防止機能付ナンバーフレームセット
   （コペン・ダークブラックメッキ調）
［お得なセット価格］

15,400円（消費税込み）▶ 13,750円（消費税抜き12,500円）〈K5ZA〉

ナンバーフレーム（コペン・ダークブラックメッキ調/フロント＆リヤ）＋
ロックボルト（コペン ブラック）のセット＊。

　 設定 除く字光式ナンバープレート付車

028 盗難防止機能付ナンバーフレームセット
   （コペン・ホワイト）
［お得なセット価格］

13,200円（消費税込み）▶ 11,550円（消費税抜き10,500円）〈K5ZB〉

ナンバーフレーム（コペン・ホワイト/フロント＆リヤ）＋
ロックボルト（コペン ブラック）のセット＊。

　 設定 除く字光式ナンバープレート付車

＊.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。

029 エンブレム
　   （フロント/リヤ・コペン ダークブラックメッキ）
2個（フロント1、リヤ1） 8,800円（消費税抜き8,000円）0.4H〈T0P9〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
※標準装備のエンブレムを取り外しての装着となります。

030 キーケース（本革）
7,150円（消費税抜き6,500円）ブラック〈B1JF〉 レッド〈B1JG〉

色：ブラック/レッド　材質：本革

032 カーカバー（防炎タイプ）
22,000円（消費税抜き20,000円）〈K7BC〉

※写真は当該車両とは異なります。
※保証修理期間はご購入日から1年間です。

033 キー付ホイールナット
6,600円（消費税抜き6,000円）〈U5B1〉

034 レスキューマンⅢ

2,530円（消費税抜き2,300円）〈77P3〉
【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。

035 三角表示板
2,750円（消費税抜き2,500円）〈77RD〉

036 ティーロックチェーン（エコメッシュ）
23,100円（消費税抜き21,000円）〈V1Q4〉

032

035

029

026

027

028

034

030

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。  

■装着用品･パーツ製造事業者：ダイハツ工業株式会社　■ 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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓21年 4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。



機能なし標準機能■主要機能
7型VGA
ディスプレイ

Ｔ-Connect
対応

音声操作
対応

マップオンデマンド
（通信・メディア）

Wi-Fi接続
対応

Bluetooth®
ハンズフリー通話

セキュリティ
機能

ステアリング
スイッチ対応

ワンセグ
TVチューナー

DVD再生
（DVD-VR/DVD-RW/R対応）

CD再生
（CD-R/RW対応）

SD再生
（音楽）

SD録音
（音楽CDをSDに録音）

ワイドFM対応
AM/FMチューナー

Bluetooth®
オーディオ対応

地図更新パックは、年度更新版地図ソフト3回分（3年以内の更新）を
セットにしています。詳しくは販売店におたずねください。＊4 ＊5

機能なし標準機能■主要機能
7型VGA
ディスプレイ

Ｔ-Connect
対応

音声操作
対応

マップオンデマンド
（通信・メディア）

Wi-Fi接続
対応

Bluetooth®
ハンズフリー通話

セキュリティ
機能

ステアリング
スイッチ対応

ワンセグ
TVチューナー

DVD再生
（DVD-VR/DVD-RW/R対応）

CD再生
（CD-R/RW対応）

SD再生
（音楽）

SD録音
（音楽CDをSDに録音）

ワイドFM対応
AM/FMチューナー

Bluetooth®
オーディオ対応

地図更新パックは、年度更新版地図ソフト3回分（3年以内の更新）を
セットにしています。詳しくは販売店におたずねください。

各ナビの
取扱説明書は
こちら ≫

T-Connectナビ
ナビ機能の
紹介ムービーはこちら ≫

動画でご紹介 取扱説明書

主要な映像＆音楽メディア、通信にも対応。トヨタのつながるサービスＴ-Connectナビ。

T-Connectナビ

エントリーナビ
上位モデル同等のハイレスポンス性能と、シンプル操作のエントリーモデル。

02 NSCN-W68
設定 除く純正ナビ・オーディオレスパック（メーカーオプション）付車

89,650円（消費税抜き81,500円）1.2H〈UQFX〉＊2 ＊3

［地図更新パック］
111,100円（消費税抜き101,000円）1.2H〈UQDX〉＊2 ＊3

●画面は全てハメ込み合成です。また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。　●安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送、DVD再生、SD動画、その他外部入力映像は、安全のため走
行中は前席ディスプレイの画面が消え、音声だけになります。　●ディスクやメディアの、録音、録画状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。　●対応する携帯電話は限られます。
動作確認済み機種は、販売店におたずねいただくか、T-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。　●Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　●Wi-Fi Protected Setup™は、Wi-Fi 
Allianceの商標です。 
＊1.TVフロントアンテナ、音声認識マイク&スイッチ、ナビゲーションロックを含む価格です。(ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。)
＊2.TVフロントアンテナ、ナビゲーションロックを含む価格です。(ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。)
＊3.ステアリングスイッチ変換ケーブル、ラジオアンテナコネクタ変換ケーブルを含む価格です。
＊4.地図更新サービスは、日本全国のトヨタ販売店を通じて提供いたします。作業工賃につきましては販売店独自設定となります。詳しくは各販売店におたずねください。
＊5.ナビご購入後３年以内に全地図更新（3回分）をされなかった場合は、地図更新パックの全地図更新権は無効となりますのでご注意ください。
＊6.一般道の信号待ち発進準備案内、信号連携減速案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
＊7.価格にセットアップ費用は含まれておりません。
＊8.ETC（ETC2.0）ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。
＊9.一部機能については走行中の操作はできません。走行中は動画の表示はできません、音楽のみの再生となります。接続できるiPod/iPhoneについては販売店までお問い合わせいただくか、
　   販売店装着オプションナビサイト（https://toyota.jp/dop/navi/）をご覧ください。 iPadには対応していません。指定のケーブル以外を使用すると接続機器側が故障する可能性がありますのでご注意ください。
＊10.HDMI接続機器はナビからの操作はできません。また、HDMI接続では給電はできません。
＊11.ステアリングスイッチに対応しています。ステアリングスイッチ変換ケーブル、ラジオアンテナコネクタ変換ケーブルを含む価格です。

標準機能

※別途SDカードが必要となります。

■主要機能
7型VGA
ディスプレイ

Ｔ-Connect
対応

音声操作
対応

マップオンデマンド
（通信・メディア）

Wi-Fi接続
対応

Bluetooth®
ハンズフリー通話

セキュリティ
機能

ステアリング
スイッチ対応

TVチューナー
（12セグ＋ワンセグ）

DVD再生
（DVD-VR/DVD-RW/R対応）

CD再生
（CD-R/RW対応）

SD再生
（音楽/動画）

SD録音※
（音楽CDをSDに録音）

ワイドFM対応
AM/FMチューナー

Bluetooth®
オーディオ対応

全地図更新
1回無償［3年間］

＊4

標準機能

※別途SDカードが必要となります。

■主要機能
7型VGA
ディスプレイ

Ｔ-Connect
対応

音声操作
対応

マップオンデマンド
（通信・メディア）

Wi-Fi接続
対応

Bluetooth®
ハンズフリー通話

セキュリティ
機能

ステアリング
スイッチ対応

TVチューナー
（12セグ＋ワンセグ）

DVD再生
（DVD-VR/DVD-RW/R対応）

CD再生
（CD-R/RW対応）

SD再生
（音楽/動画）

SD録音※
（音楽CDをSDに録音）

ワイドFM対応
AM/FMチューナー

Bluetooth®
オーディオ対応

全地図更新
1回無償［3年間］

01 NSZT-W68T
設定 除く純正ナビ・オーディオレスパック（メーカーオプション）付車

152,350円（消費税抜き138,500円）2.2H〈UQJX〉＊1 ＊3

NAVIGATION SYSTEM

※写真はＴ-Connectナビ（NSZT-W68T）装着イメージです。

取付、ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。
ナビ、ナビオプションで利用できるディスク、メディア、接続機器、パソコンの動作環境、各種バージョン情報、使用時の注意点など、詳しくは、https://toyota.jp/dop/navi/をご覧ください。

◆Bluetooth®はBluetooth SIG.Inc.の商標です。◆Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。◆Wi-Fi Protected Setup™は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。◆iPod/iPhoneは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
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GPS/Gセンサー ナビ連動フルHD/200万画素録画 スマートフォン連携HDR機能

周辺環境録画 静止画記録常時録画/イベント録画 安心機能駐車時録画

機能なし標準機能

GPS/Gセンサー ナビ連動フルHD/200万画素録画 スマートフォン連携HDR機能

周辺環境録画 静止画記録常時録画/イベント録画 安心機能駐車時録画

機能なし標準機能

GPS/Gセンサー ナビ連動フルHD/200万画素録画 スマートフォン連携HDR機能

周辺環境録画 静止画記録常時録画/イベント録画※ 安心機能駐車時録画

※イベント録画は手動（スイッチ操作）で録画。

機能なし標準機能

10 iPod対応USB/HDMI入力端子＊9＊10

9,900円（消費税抜き9,000円）0.4H〈UFQX〉

設定 T-Connectナビ付車
●HDMI規格のデータ入力端子で、デジタル機器をつないで
　高画質、高音質データを車の中でも楽しむことができます。
●USBポートは給電（2.1A）も可能です。
※写真は当該車両とは異なります。
※グローブボックス内への装着となります。
※接続には別途市販のケーブルが必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。

ドライブレコーダーの
紹介ムービーはこちら ≫

動画でご紹介

OPEN

03 カメラ一体型ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）DRT-C68A

43,450円（消費税抜き39,500円）0.7H〈UD1X〉

設定 T-Connectナビ付車

04 安心機能付きドライブレコーダー（一体型）DRT-AN1A

41,250円（消費税抜き37,500円）1.5H〈UGMX〉

05 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）1.5H〈UD2X〉

11 USB/CDチューナー CP-W66＊11

31,350円（消費税抜き28,500円）0.6H〈UQKX〉

設定 除く純正ナビ・オーディオレスパック
　　 （メーカーオプション）付車
●CDやiPod/iPhoneの日本語タイトル表示に対応。
※iPod/iPhoneの接続にはお手持ちのケーブルが必要です。またビデオ再生には対応していません。

12 バックモニター（ガイド線無し）
22,000円（消費税抜き20,000円）2.0H〈UK8X〉

設定 販売店装着オプションナビ付車、除く字光式ナンバープレート付車

本体取り付け例

本体取り付け例

本体取り付け例

本体取り付け例

本体取り付け例

本体取り付け例

CLOSE

06 ETC2.0ユニットナビ連動タイプ（光ビーコン機能付）＊7＊8

33,000円（消費税抜き30,000円）1.2H〈UGGX〉

設定 T-Connectナビ付車

08 ETC車載器＊7＊8

ボイスタイプ
14,300円（消費税抜き13,000円）1.9H〈UGJX〉

ボイス・ナビ連動タイプ
17,600円（消費税抜き16,000円）1.1H〈UGHX〉

設定 販売店装着オプションナビ付車

●カード有効期限も音声案内。ボイス機能搭載ETC。

09 ETC車載器＊7＊8

ベーシックタイプ
11,000円（消費税抜き10,000円）1.9H〈UGKX〉

●カード抜き忘れをアラーム通知。

07 ETC2.0ユニットボイスタイプ ＊7＊8

25,300円（消費税抜き23,000円）1.9H〈UPLX〉

■ETC2.0ユニットナビ連動タイプ（光ビーコン機能付）と、ETC2.0ユニットボイスタイプは同デザイン意匠となります。

※光ビーコンユニットは ダッシュボード（助手席側）装着となります。

■ナビ連動タイプ付属アンテナ ■ボイスタイプ付属アンテナ

ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。 詳しくは販売店におたずねください。
※アンテナ、光ビーコンユニットの写真は当該車両とは異なります。

■機種により録画時間は異なります。録画時間及び、ご注意いただきたい事項につきましては販売店装着オプションナビサイト（https://toyota.jp/dop/navi/）をご覧ください。

※アンテナの写
真は当該車両と
は異なります。

※アンテナの写
真は当該車両と
は異なります。

ナビ連動で情報表示。
高速道路・一般道の交通渋滞・信号＊6情報をキャッチします。

単体装着のETC2.0ユニット。
交通情報をキャッチして音声でお知らせします。

※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。

ETCアンテナ装着例 GPS内蔵ETCアンテナ装着例

ETCアンテナ装着例 ETCアンテナ装着例

光ビーコンユニット装着例

※取付位置は車種により異なります。 ※写真は当該車両とは異なります。

■広がる運転支援サービス
　高速道路の安全・安心なドライブをサポート。

■ETC料金収受システム
　カード有効期限切れ通知も音声案内。
　充実機能のETC。

■道路交通情報通信システム
　一般道の交通渋滞・信号情報をキャッチ。

※ETC2.0ユニット共通機能

※ETC2.0ユニットナビ連動タイプ
　（光ビーコン機能付）のみ対応

DRIVE SUPPORT
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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。  

■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。

0.0H  は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）̓21年 4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。



マップオンデマンド
新しい道路情報＊1を自動更新＊2 しかも３年間無料＊3

マップオンデマンドの便利な地図更新サービスは、最長５年間、無料でご利用いただけますNEW

購入 １年後 ２年後 ３年後（初回車検） ４年後 ５年後

最長
５年間
無料

２年間無料

全地図更新（無償）

３年間無料

オペレーターサービス＊5

専用のオペレーターが24時間365日、カーライフをサポート

専用のオペレーターによる丁寧できめ細かい応対により、お客様に代わってナビに目的地を設定します。
行ってみたいお店の名称が曖昧な場合などにも、条件を伺いながらご希望に沿った目的地探しをサポートします。

ナビの
目的地設定

レストラン・駐車場
などのご案内

電話番号の
ご案内

ロードアシスト24
への取り次ぎ

夜間・休日
診療機関のご案内

エージェント
からの引き継ぎ

エージェント（音声対話サービス）
ドライブ中でも、ナビと会話しながら目的地の設定ができる

ハイブリッドナビ＊4 

ビッグデータを活用し、最適にナビゲーション

トヨタスマートセンターで収集した、リアルタイム
の走行情報やVICS等の外部情報を組み合わせた
膨大なデータを用いて、センター内に保有する地図
データで最適なルートを探索し、ナビに配信します。
また、案内ルートを外れた時のリルートなど、素早い
応答が必要な場合は、ルートの再探索をナビでの
処理にハイブリッドに切り替えます。

新しい道路情報を自動でダウンロードして更新する
サービスです。高速・有料道路は開通後 最短即日
（平均2週間程度）、一般道路は随時反映されるので、
いつでも新しい道路情報でルートをご案内します。

「営業中のところ」 「おいしい○○」 「先週行ったレストラン」 「今日のニュースを教えて」 「明日の天気を教えて」 ...などその他にも

駐車場があるところ

近くの喫茶店を探して

2番目を目的地にセット

現在地周辺の駐車場がある
喫茶店をお調べしました

現在地周辺の喫茶店を
お調べしました

喫茶店○○○に
目的地を設定しました

絞り込み

T-Connectサービスのご利用にあたって

◆サービスの詳細は、T-Connectサイト（https：//toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。
●T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。
【ご利用にあたっての注意事項】■掲載の内容は2021年4月現在です。サービス、価格は予告なく変更・中止される場合があります。■画面はイメージで実際とは異なる場合があります。■通信機器をご使用になる場合は、必ず
動作確認済の通信機器かどうかをご確認ください。なお、動作確認は一定条件下で確認したものです。通信機器の仕様変更により、実際には確認内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■T-Connectオンラインサービスはデータの取得に通信を利用するため、通信環境によっては、サービスがご利用いただけない場合があります。■安全のため、走行中は操作および画面表示が制限されます。■自動車の運転中に携帯電話の
操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。運転中は、運転手以外の方が利用ください。■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。■T-Connectオンラインサービスではご登録いただいたお客様の個人情報をお客様へのお知らせ
等を発送するほか、個人情報を使ったサービス提供のために使用することがあります。■お客様応対の品質およびお客様満足度向上のため、エージェント音声対話サービスの発話内容およびオペレーターとお客様の通話内容は記録させていただく場合が
あります。■T-Connectオンラインサービスではお客様の操作または設定に基づきお客様の車両の位置情報を使用する場合があります。またサービス提供のために、お客様の車両情報を使用する場合があります。■今後通信事業者の通信方式が変更
もしくは打ち切りになった場合、T-Connectオンラインサービスが使用できなくなる場合があります。■T-Connectナビならびに通信機器の種類によっては一部コンテンツが利用できない、または機能が制限される場合があります。■価格はすべて消費税込み価格です。

＊5：Bluetooth®によるハンズフリー通話の設定が必要です。通話料はお客様負担です。  ＊6：ご利用いただく通信機器・接続方法により、通信事業者への申込手続き及び利用料金が必要になる場合があります。 詳しくは各通信事業者へ
お問い合わせください。 ＊7：対応Wi-Fi通信方式＜802.11b/g/n＞、対応セキュリティ方式＜WEP・WPA・WPA2・Wi-Fi Protected Setup™＞ ＊8：T-Connectナビ付U-Car（携帯接続）の場合、申込事務手数料（330円＜税込＞）が必要
となります。

＊1：高速・有料道路は最短即日（平均2週間程度）で更新します。更新データの収集/整備状況により、配信までに3ヶ月程度かかる場合があります。一般道路はデータ収集/整備後、順次配信します。  ＊2：パソコン経由での更新もご利用いた
だけます。詳細については、T-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）でご確認ください。 ＊3：販売店装着オプションナビの場合、ナビ購入日をサービス利用開始日とし、利用開始日から3年間ご利用いただけます。また、
販売店にて「全更新（最新版地図ソフト＜１回のみ無償＞を購入いただき、すべての地図データを更新）」されると、全更新日から2年間ご利用いただけます。（なお、利用開始日から3年未満に「全更新」された場合、ご利用期間は全更新日から
2年間となりますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ、ご利用期間は利用開始日から3年間となります。） ＊4：ハイブリッドナビのご利用には、マップオンデマンドのサービス有効期限内で、T-Connectの利用契約
が必要です。（マップオンデマンドのサービス有効期限外で、T-Connect利用契約中の場合は、「Tルート探索」がご利用いただけます。サービスについて詳しくは、T-Connectサイト〈https://toyota.jp/tconnectservice/〉でご確認ください。） 

トヨタのナビは
通 信 で つ な が る

ナビに話しかければ、ドライブ中でもエージェント
が音声で応えてナビの目的地を探し、目的地に
設定してくれます。「この近くのレストランを
探して」「駐車場があるところ」など、会話を重ねて
条件を絞り込むことができます。

ナビ購入後３年以内に、販売店にて最新版地図
ソフト（１回のみ無償）で全地図更新すると、全更
新日から２年間、無料期間が延長します。なお、通信
更新のご利用には、T-Connectの契約が必要です。
また、全地図更新の作業工賃が発生する場合が
あります。詳しくは各販売店におたずねください。

T-Connectは、おクルマと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、
いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートします。
クルマとつながる、未来のカタチ、T-Connect。

トヨタ
スマートセンター

Wi-Fiで
“つながる”

お客様がお持ちのいずれかの通信機器＊6

ケータイ
● Wi-Fiテザリング＊7

スマートフォン
● Wi-Fiテザリング＊7

Wi-Fi通信機
（Wi-Fiスポット・Wi-Fiルーター）
● Wi-Fi接続

動作確認済み
スマートフォン、
ケータイは
T-Connectサイトで
ご確認ください。

or

or

T-Connectナビ
販売店装着オプション

ご利用の流れ 1 2 3ナビご注文時、販売店で
T-Connect 申込み。＊8

納車時、ナビとお手持ちの
通信機器を接続。

ナビでT-Connect
利用開始手続き。

必要機器 基本利用料(税込)

T-Connect （携帯接続）　｜　お手持ちのスマホやケータイを通信機器として利用

0円
パケット通信料・通話料は

お客様負担
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マップオンデマンド
新しい道路情報＊1を自動更新＊2 しかも３年間無料＊3

マップオンデマンドの便利な地図更新サービスは、最長５年間、無料でご利用いただけますNEW

購入 １年後 ２年後 ３年後（初回車検） ４年後 ５年後

最長
５年間
無料

２年間無料

全地図更新（無償）

３年間無料

オペレーターサービス＊5

専用のオペレーターが24時間365日、カーライフをサポート

専用のオペレーターによる丁寧できめ細かい応対により、お客様に代わってナビに目的地を設定します。
行ってみたいお店の名称が曖昧な場合などにも、条件を伺いながらご希望に沿った目的地探しをサポートします。

ナビの
目的地設定

レストラン・駐車場
などのご案内

電話番号の
ご案内

ロードアシスト24
への取り次ぎ

夜間・休日
診療機関のご案内

エージェント
からの引き継ぎ

エージェント（音声対話サービス）
ドライブ中でも、ナビと会話しながら目的地の設定ができる

ハイブリッドナビ＊4 

ビッグデータを活用し、最適にナビゲーション

トヨタスマートセンターで収集した、リアルタイム
の走行情報やVICS等の外部情報を組み合わせた
膨大なデータを用いて、センター内に保有する地図
データで最適なルートを探索し、ナビに配信します。
また、案内ルートを外れた時のリルートなど、素早い
応答が必要な場合は、ルートの再探索をナビでの
処理にハイブリッドに切り替えます。

新しい道路情報を自動でダウンロードして更新する
サービスです。高速・有料道路は開通後 最短即日
（平均2週間程度）、一般道路は随時反映されるので、
いつでも新しい道路情報でルートをご案内します。

「営業中のところ」 「おいしい○○」 「先週行ったレストラン」 「今日のニュースを教えて」 「明日の天気を教えて」 ...などその他にも

駐車場があるところ

近くの喫茶店を探して

2番目を目的地にセット

現在地周辺の駐車場がある
喫茶店をお調べしました

現在地周辺の喫茶店を
お調べしました

喫茶店○○○に
目的地を設定しました

絞り込み

T-Connectサービスのご利用にあたって

◆サービスの詳細は、T-Connectサイト（https：//toyota.jp/tconnectservice/）にてご確認ください。
●T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。
【ご利用にあたっての注意事項】■掲載の内容は2021年4月現在です。サービス、価格は予告なく変更・中止される場合があります。■画面はイメージで実際とは異なる場合があります。■通信機器をご使用になる場合は、必ず
動作確認済の通信機器かどうかをご確認ください。なお、動作確認は一定条件下で確認したものです。通信機器の仕様変更により、実際には確認内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■T-Connectオンラインサービスはデータの取得に通信を利用するため、通信環境によっては、サービスがご利用いただけない場合があります。■安全のため、走行中は操作および画面表示が制限されます。■自動車の運転中に携帯電話の
操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。運転中は、運転手以外の方が利用ください。■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。■T-Connectオンラインサービスではご登録いただいたお客様の個人情報をお客様へのお知らせ
等を発送するほか、個人情報を使ったサービス提供のために使用することがあります。■お客様応対の品質およびお客様満足度向上のため、エージェント音声対話サービスの発話内容およびオペレーターとお客様の通話内容は記録させていただく場合が
あります。■T-Connectオンラインサービスではお客様の操作または設定に基づきお客様の車両の位置情報を使用する場合があります。またサービス提供のために、お客様の車両情報を使用する場合があります。■今後通信事業者の通信方式が変更
もしくは打ち切りになった場合、T-Connectオンラインサービスが使用できなくなる場合があります。■T-Connectナビならびに通信機器の種類によっては一部コンテンツが利用できない、または機能が制限される場合があります。■価格はすべて消費税込み価格です。

＊5：Bluetooth®によるハンズフリー通話の設定が必要です。通話料はお客様負担です。  ＊6：ご利用いただく通信機器・接続方法により、通信事業者への申込手続き及び利用料金が必要になる場合があります。 詳しくは各通信事業者へ
お問い合わせください。 ＊7：対応Wi-Fi通信方式＜802.11b/g/n＞、対応セキュリティ方式＜WEP・WPA・WPA2・Wi-Fi Protected Setup™＞ ＊8：T-Connectナビ付U-Car（携帯接続）の場合、申込事務手数料（330円＜税込＞）が必要
となります。

＊1：高速・有料道路は最短即日（平均2週間程度）で更新します。更新データの収集/整備状況により、配信までに3ヶ月程度かかる場合があります。一般道路はデータ収集/整備後、順次配信します。  ＊2：パソコン経由での更新もご利用いた
だけます。詳細については、T-Connectサイト（https://toyota.jp/tconnectservice/）でご確認ください。 ＊3：販売店装着オプションナビの場合、ナビ購入日をサービス利用開始日とし、利用開始日から3年間ご利用いただけます。また、
販売店にて「全更新（最新版地図ソフト＜１回のみ無償＞を購入いただき、すべての地図データを更新）」されると、全更新日から2年間ご利用いただけます。（なお、利用開始日から3年未満に「全更新」された場合、ご利用期間は全更新日から
2年間となりますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ、ご利用期間は利用開始日から3年間となります。） ＊4：ハイブリッドナビのご利用には、マップオンデマンドのサービス有効期限内で、T-Connectの利用契約
が必要です。（マップオンデマンドのサービス有効期限外で、T-Connect利用契約中の場合は、「Tルート探索」がご利用いただけます。サービスについて詳しくは、T-Connectサイト〈https://toyota.jp/tconnectservice/〉でご確認ください。） 

トヨタのナビは
通 信 で つ な が る

ナビに話しかければ、ドライブ中でもエージェント
が音声で応えてナビの目的地を探し、目的地に
設定してくれます。「この近くのレストランを
探して」「駐車場があるところ」など、会話を重ねて
条件を絞り込むことができます。

ナビ購入後３年以内に、販売店にて最新版地図
ソフト（１回のみ無償）で全地図更新すると、全更
新日から２年間、無料期間が延長します。なお、通信
更新のご利用には、T-Connectの契約が必要です。
また、全地図更新の作業工賃が発生する場合が
あります。詳しくは各販売店におたずねください。

T-Connectは、おクルマと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、
いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートします。
クルマとつながる、未来のカタチ、T-Connect。

トヨタ
スマートセンター

Wi-Fiで
“つながる”

お客様がお持ちのいずれかの通信機器＊6

ケータイ
● Wi-Fiテザリング＊7

スマートフォン
● Wi-Fiテザリング＊7

Wi-Fi通信機
（Wi-Fiスポット・Wi-Fiルーター）
● Wi-Fi接続

動作確認済み
スマートフォン、
ケータイは
T-Connectサイトで
ご確認ください。

or

or

T-Connectナビ
販売店装着オプション

ご利用の流れ 1 2 3ナビご注文時、販売店で
T-Connect 申込み。＊8

納車時、ナビとお手持ちの
通信機器を接続。

ナビでT-Connect
利用開始手続き。

必要機器 基本利用料(税込)

T-Connect （携帯接続）　｜　お手持ちのスマホやケータイを通信機器として利用

0円
パケット通信料・通話料は

お客様負担
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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。  



スマートデバイスリンク

SmartDeviceLinkTM ご利用開始の接続手順は、こちら（https://toyota.jp/dop/navi/update/）をご覧ください。

SmartDeviceLinkは、お使いのスマートフォンのアプリをカーナビ
などの車載機ディスプレイに表示、操作を可能にする連携機能です。
ドライブ中はスマートフォンを操作することなく、必要な操作は全て
車載機の大きなディスプレイ上から、便利で楽しいスマートフォンの
アプリを安心・安全にご利用いただけます。

最新曲から懐かしの青春ソングまで約
5000万曲が聴き放題の音楽ストリー
ミングサービス。
※iPhone/Androidスマートフォン対応

◆AppleおよびiPhone, App Storeは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。　◆Google PlayおよびAndroidTMは、Google LLCの商標
です。　◆SmartDeviceLinkTMは、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。　◆LINE MUSICは、LINE株式会社の登録商標です。　◆au うたパスは、KDDI株式会社の登録商標です。
◆radiko autoは、株式会社radikoの登録商標です。　◆Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。　◆本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※対応アプリの名称、アイコン、機能、対応予定時期につきましては、開発中につき予告なく変更する場合があります。また、SmartDeviceLinkTMに対応するスマートフォンは限られます。
　詳しい対応アプリおよび動作確認済みスマートフォンは、https://toyota.jp/dop/navi/update/をご確認ください。
＊：各アプリのインストールおよび初期設定、ご利用につきましては各アプリの利用規約に従ってください。

最新曲から懐かしの曲まで！聴き放題の
音楽サービス。
※Androidスマートフォンのみ対応

「 TOYOTA SmartDeviceLink 」 対応アプリ

SmartDeviceLinkTM

・ LINE MUSIC

「TOYOTA SmartDeviceLink」
アプリは、ダウンロードサイトから
インストール。

※画面はイメージで実際とは異なります。

・ au うたパス
今いるエリアのラジオが聴けます！プレミアム
会員なら全国のラジオが楽しめます。
※Androidスマートフォンのみ対応

・ radiko auto

■ご利用には、スマートフォンに専用アプリ「TOYOTA SmartDeviceLink」の
　インストールと、「TOYOTA SmartDeviceLink」に対応したアプリのインストール＊が必要です。

■初回利用時は、スマートフォンと車載機のペアリング、車載機の「SmartDeviceLinkTMApps」初期設定が必要となります。
■設定完了後は車載機の「SmartDeviceLink」スイッチからご利用いただけます。ご利用にかかるパケット通信料はお客様負担となります。

■

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。

https://toyota.jp/sapotoyo/技術と人で、安全安心をサポート

運転サポート 同乗者サポート どっちもサポート
便利なアイテムで日々の運転を快適に。 一緒に乗る人も快適に過ごせるように。 運転者も、同乗者もうれしい。

運転サポート

バックモニター（ガイド線無し）
後方が見えて駐車も安心。
車両後方の映像をナビ画面に
表示し、駐車時の後退操作を
サポートします。

安全運転を記録するドライブ
レコーダーに、運転をサポート
する安心機能をプラスしました。

安心機能付きドライブレコーダー（一体型）

※詳しくはP.09をご覧ください。 ※詳しくはP.09をご覧ください。
※写真は当該車両とは異なります。

車両接近・前方車両発進通知
ふらつき・はみ出し走行通知
進入禁止標識通知

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

TEL

オープン時間

所在地

ホームページ

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのトヨタ コペン取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品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

本カタログに掲載されている販売店装着オプションの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 ’21年4月現在のもの）本カタログに掲載の画面や地図などはカタログ用に合成されたものです。
また、ボディカラー・内装色および商品の色につきましては撮影、インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
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。

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。

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

https://toyota.jp/copen/option/ 


