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006 サイドバイザー
 （ベーシック）
雨の日でも室内の換気ができ、
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。
ラック類との同時装着も可能。
1台分7,150円（消費税抜き6,500円）
0.3H〈K0JS〉

※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。

トヨタロゴ入り

053  LEDフォグランプ
LEDならではのシャープな光で霧や雨など
の悪天候時に良好な視界を確保します。
設定 除くフォグランプ（ビルトイン
タイプ）、バンパープロテクター付車
リヤフォグランプ（メーカーオプション）付車
48,290円（消費税抜き43,900円）
1.6H  〈DBPU〉

除くリヤフォグランプ（メーカーオプション）付車 
47,520円（消費税抜き43,200円）
1.6H  〈DBNU〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

004  フォグランプ
 （ビルトインタイプ）
霧や雨などの悪天候時に良好な視界を確保します。
設定 除くLEDフォグランプ、バン
パープロテクター付車
リヤフォグランプ（メーカーオプション）付車
29,590円（消費税抜き26,900円）
1.6H  〈DABU〉

除くリヤフォグランプ（メーカーオプション）付車 
28,820円（消費税抜き26,200円）
1.6H  〈DAAU〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

007  IR（赤外線）カットフィルム（スモーク）
22,000円（消費税抜き20,000円）2.4H〈F0F4〉

ビジネスシーンに役立つ4 つのおすすめポイント
室内の温度上昇を抑えて、エアコンの効果もアップ。1

2 紫外線を大幅にカットし、積荷の褪色予防にも効果的。

4 ガラスが割れても、破片が飛散しにくく安心。

3 積荷を見えにくくするスモークタイプ。車外の視線もカット。

紫外線 赤外線赤外線 約53％カット
透過率 約35％

紫外線 約99％カット

高機能フィルムがビジネスをサポートします。

バックドアガラス部のフィルムは
3 枚組となります。

• リヤドアガラス
• リヤクォーターガラス
• バックドアガラス

■ フィルム取付位置

Photo：GX（ハイブリッド車）。バックモニター内蔵自動防眩インナーミラーはメーカー
オプション。ボディカラーはシルバーマイカメタリック〈1E7〉。

ビジネスシーンを快適にサポートする
アイテムをラインアップ

053

LEDフォグランプ
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サイドプロテクションモール

（素地タイプ）
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マッドガード

054  
ナンバーフレーム

（デラックス）

050  
ルーフラック

（3 本足タイプ）

050 ルーフラック（3 本足タイプ）
長尺物の積載に便利なラック。アルミパーツ使用で軽量かつ耐久性に優れています。
盗難防止キー付。
許容積載荷重：40kg　本体重量：19.2kg
サイズ：L1,755 × W（外寸幅：1,325/内寸幅：1,225） × H220mm
71,500円（消費税抜き65,000円）〈BFJU〉
●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。

051  ベースラック
 （ルーフオンタイプ）
フット × 4、バー × 2をセット。
盗難防止キー付。
許容積載荷重：45kg（アタッチメントを含む重量）
本体重量：7.1kg
サイズ（バー長さ）：1,270mm
33,550円（消費税抜き30,500円）〈N3A1〉

052 大型アルミラックアタッチメント
軽量かつ高剛性の大型アルミ製ラック。
本体重量：7.9kg
サイズ：L1,185 × W1,075 × H80mm
45,100円（消費税抜き41,000円）〈N9B1〉

大きな荷物も積載可能

長尺物をスムーズに積載＆ビジネスシーンに貢献する外装アイテムExterior Item
大量の搬送もこれで安心 長尺物をラクラク積載

点灯時 点灯時消灯時 消灯時

※写真は当該車両とは異なります。

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）

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10%込み）̓21年12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。02



ベーシック「いちおし」セット

揃えておきたい便利&快適アイテムでビジネスをアシストInterior

ビジネスシーンにおすすめな3点セットBasic

＊2.商品は5 名乗車時の荷室に対応したサイズとなります。

012  ビジネスサポートボックス
書類や荷物等が収納できる便利な折り畳み式
簡易ボックスです。落下防止のストッパー付。
A4のバインダーがきれいに収まるサイズです。
色：ブラック　材質：ナイロン
サイズ：L350×W280×H140mm
折り畳み時厚さ：30mm
3,300円（消費税抜き3,000円）〈E8A5〉

用途やシーンに合わせて使い方いろいろ
トレイを外すとノートやタブレット
などを置けるスペースが出現

ペットボトル（500mlサイズ）など
を 3 分割で収納

3 BOX1 BOX

008 コンソールボックス
出し入れの多い手帳やノート、手元に置きたいサイフからペットボトル
まで、効率的な収納スペースを用意。また、2枚の両面トレイは用途に
応じて間仕切りとしても使えるので便利です。
サイズ（内寸/1BOX トレイなし）：L264.5×W83.5×H115mm
設定 ガソリン車
9,900円（消費税抜き9,000円）0.6H〈E7A0〉

トレイ（裏）は縁なしなので長いモノ
を置くのに最適

BOX &トレイ（表）

用途に合わせて選べるラゲージアイテムLuggage

015 トランクマット（カーペットタイプ）＊2

デザイン性に優れたカーペットタイプ。マットの傷
や汚れも目立ちにくく、取り外しも簡単です。
材質：ポリプロピレン
設定 ガソリン車
6,930円（消費税抜き6,300円）〈A2A0〉

撥水・防水機能＆丸めて収納

※写真はガソリン車。

013 ラゲージソフトトレイ ＊2

外周縁付きで濡れたものの収納に便利です。トレイ
表面にはシボ加工を施し、滑り止め効果をアップ。
また、ビジネス活動に配慮した耐久性のある素材
を使用しています。　色：ブラック　材質：塩ビ
13,200円（消費税抜き12,000円）〈J0A1〉
※トレイのズレ防止対策を実施しています。前方：丸ゴムにてリヤ
シートに固定。後方：治具（Jフック）。

014 ラゲージマット ＊2

ラゲージ内を汚れや水濡れから守る防水機能を
備えたマット。取り外し簡単で、拭き掃除でサッと
汚れを落とせます。
材質：オレフィン樹脂（TPO）
6,600円（消費税抜き6,000円）〈J0E0〉

濡れた荷物も気兼ねなく収納

※写真はガソリン車。

ラゲージ内部の質感を向上

※写真はガソリン車。

011  スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ） ＊1★

縁高＆車両専用形状でフロアへの水や汚れの浸入を防ぎ、
車内を清潔に保ちます。
色：ブラック　材質：合成ラバー（SBR）
フロント（運転席・助手席）9,350円（消費税抜き8,500円）〈A2J6〉

フロアに水がこぼれにくい
約40mmの縁高形状&
ズボンのすそが濡れにくい
段差構造

約40mm助手席用 運転席用
009 フロアマット

（ベーシック） ＊1★

シンプルかつ高級感のある
カーペットタイプ。
色：グレー　材質：ポリプロピレン
1台分14,300円

（消費税抜き13,000円）〈A3C7〉

助手席用

010 フロアマット
（スタンダード） ＊1★

ベーシックアイテムにふさわしい
機能的デザイン。
色：ブラック　材質：合成ラバー（SBR）
1台分11,000円

（消費税抜き10,000円）〈A0GG〉

助手席用

★ 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。

※写真は当該車両
とは異なります。

■回転ノブ取り付け部位

イメージ図＊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。

009 フロアマット（ベーシック） 006 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
054 デラックス

＋＋
28,710円（消費税込み） ▶  28,160円（消費税抜き25,600円）0.3H〈EFFU〉
設定 除く字光式ナンバープレート付車

062 ベーシック「いちおし」セット
009 ＋006 ＋054 のセット   ［お得なセット価格］ 

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。

■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。 03



018  サイドプロテクション
 モール（素地タイプ）
サイドビューを引き締め、ドア開閉時
のエッジの傷付きも防止します。
材質：樹脂（ポリプロピレン）
15,400円（消費税抜き14,000円）
0.6H〈Q8D2〉

019  ドアエッジプロテクター
（樹脂製）
ドアの開閉時に傷付きやすいエッ
ジをガードします。 色：ホワイト、
スーパーシルバー、ブラック、ダークブルー
2本入2,750円

（消費税抜き2,500円）0.2H〈K6B3〉
●汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。
●1台分は2セット必要となります。

020  コーナーセンサー（リヤ左右）
バンパーの角に配置した超音波センサーが障害物との距離を検知し、
距離に応じてアラーム音の間隔が変わることでドライバーに知らせます。

（ボイスタイプではありません）
色（センサーフェイス部）：ブラック、ホワイト、シルバー
30,800円（消費税抜き28,000円）1.1H〈K2CU〉

センサー部（リヤ左）

センサー
フェイス部

ホワイト

シルバー

ブラック

リヤ左右

約25cmでピー（連続音）
約25 〜 60cmで
ピッピッピッ（断続音）

25～60cm 

25cm 

働くクルマを傷付きから保護＆ドアこじ開けや盗難を防止Safety&Securi ty

022  バックブザー（夜間消音式）
車両後 退時に警告音を
鳴らし、後方に注意を促し
ます。スモールランプと連動
した消音機能付です。
設定 除く寒冷地仕様車
3,850円（消費税抜き3,500円）0.4H〈U2B0〉

商品本体

！！

●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。

抑止機能 LEDインジケーター、警告ステッカー

異常検知機能 
⇒ 警報

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

023  オートアラーム（ベースキット・多重）
長時間の駐車や夜間など、クルマから離れる機会の多いビジネスシーン。オートアラー
ムは車両をしっかりガードします。ドアこじ開け、車内侵入（ガラス割れ）などを検知し、
車両ホーンとハザード点滅で周囲に異常を知らせます。
33,000円（消費税抜き30,000円）0.9H  〈M6K3〉

■インジケーター（インパネ上）
※写真は当該車両とは異なります。

■警告ステッカー
※写真は説明のために黒い背景に置い
た状態。実際のステッカーの地色は透明
となります。

※図はイメージです。

■盗難防止機能付ナンバーフレームセット

054  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

＊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。

［お得なセット価格］ 
7,260円（消費税込み）→6,710円

（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉

055  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

＊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。

［お得なセット価格］ 
5,940円（消費税込み）→5,390円

（消費税抜き4,900円）〈BHHU〉

★.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。

046 NEO G-Child baby
サイズ：L485×W485×H655mm
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〉

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。詳しくはチャイルドシートカタログをご覧ください。

049 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
重量：6.0kg
38,500円（消費税抜き35,000円）
カジュアル〈77G4〉、ナチュラル〈77G3〉

■ 子 供との同乗に必 須のチャイルドシートも設 定

チャイルドシート装着方法一覧表

品名
取付方法

取付位置
取付向き

助手席 後席
（左右）

後席
（中央）

046
NEO G-Child baby

シートベルト × ○ × 後向き

シートベルト    ▲★ ○ × 前向き
049 
ジュニアシート シートベルト    ▲★ ○ × 前向き

■：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

チャイルドシートとして使用

カジュアル ナチュラルモダン カジュアル

最大時

ナチュラル

最小時

021  フェンダーランプ
 （デザインタイプ）
ドライバーの見やすい高さに無段階で手
動調整可能。 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します。
ポールの長さ：約200～650mm
24,200円（消費税抜き22,000円）0.8H〈K2J0〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。

伸長時 収縮時

無
段
階
調
整
可
能

伸長時 収縮時

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。

■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。 04



＊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おります。

定番品から業務中の万一に備える防災アイテムまで勢揃いOther Items
029  フルシートカバー
 （スタンダードタイプ） ＊1　

ベーシックなデザインを基調にした落ちついた雰囲気
のフルシートカバー。
材質：ポリエステル
1台分14,300円（消費税抜き13,000円）0.4H〈A6G0〉

写真はF

■盗難防止機能付ナンバーフレームセット

005 マッドガード
ボディへの泥や小石の跳ね上がりを防ぐのはもちろん、
雨や雪の日にも活躍。さらにタイヤ周りのアクセント
にもなります。
1台分9,240円（消費税抜き8,400円）0.4H 〈K4B0〉

057  バンパープロテクター
こすりやすいフロントのコーナー部
を保護します。
材質：樹脂（TPE）
設定 除くLEDフォグランプ、フォグランプ

（ビルトインタイプ）付車
カラードバンパー（メーカーオプション）付車
0.4H  〈Q6G0〉

色：ホワイト、シルバー、ブラック、ブルー
1台分（2個入）4,950円（消費税抜き4,500円）

除くカラードバンパー（メーカーオプション）付車
0.5H〈BKMU〉　

色：ブラック
1台分（2個入）5,390円（消費税抜き4,900円）

059  ランバーサポートクッション
（汎用タイプ）

優れた体圧分散性と衝撃吸収性を持つ
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　
設定  F
運転席用
32,450円（消費税抜き29,500円）〈B0EA〉

060  シートベルトパッド
シートベルトにシートベルトパッドを装
着して使用。パッドに付いているハンド
ルを引っ張るだけでシートベルトをラク
に装着でき、腰まわりを圧迫しません。　
材質：【表面】ポリ塩化ビニル 

【裏面】ナイロン 【クッション材】ウレタン　
取付位置：運転席、助手席　
6,160円（消費税抜き5,600円）〈B0E5〉

061  携帯トイレ（簡易セット）
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　
＊1.ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

8,250円（消費税抜き7,500円）〈J1K1〉

042  車載防災セット
業務中の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。会社の
備品として人数分を常備するなど、
事前対策をおすすめします。
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。

035  レスキューマンⅢ
（ハンマー＆カッター）
2,530円

（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

034 三角表示板
いざという時に備えてお
きたい非常表示板です。
2,750円

（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

【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。

❼

❺
❷

❶

❸ ❹

セット内容
❶ ワンタッチ便器
　（1個）＊1
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

1
2

3

4
5

6

7

8 9 10 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） 
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）

※エクスジェル®は
株式会社加地の
登録商標です。

036 バイアスロンチェーン ＊2

30,800円（消費税抜き28,000円）〈V1B1〉

037  ワンタッチ合金鋼チェーン
 （亀甲タイプ） ＊2

20,790円（消費税抜き18,900円）〈V1D1〉

038  合金鋼チェーンスペシャル＊2

19,030円（消費税抜き17,300円）〈V1CA〉

039  ワンタッチ合金鋼チェーン
 （ラダータイプ） ＊2

16,830円（消費税抜き15,300円）〈V1D0〉

040 合金鋼チェーン＊2

12,100円（消費税抜き11,000円）〈V1C0〉

041  スチールチェーン（樹脂ケース入り） ＊2

8,800円（消費税抜き8,000円）〈V1A0〉

036 037 038 039 040 041

＊2.■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。

クルマを利用する際の悩みごとを見つめて生まれた、
カー用品「サポトヨプラス」。様々なアイテムが、快適なお出かけをサポートします。

＊「サポトヨ」とは
“サポートトヨタ”の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート 詳しくはこちらをご覧ください。

▲

https://toyota.jp/sapotoyo/

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。
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Photo：GL（ハイブリッド車）。ボディカラーはホワイト〈058〉。フロントスポイラー、ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）、14インチアルミホイールセット（weds VICENTE-05）を装着しています。

503  LEDクリアランスバルブ
フロント用2個セット　　
発光色：ホワイト（6,000ケルビン）
8,800円（消費税抜き8,000円）
0.2H〈VC64〉

502 ウィンカーバルブセット（ドレスアップ）
非点灯時のオレンジ色が目立たない
シルバーコーティングのウィンカー
バルブ。点滅色はそのままに非点灯
の表情をスッキリとスタイリッシュな
印象に仕立てます。
フロント用/2本入り
3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC61〉
リヤ用/2本入り
3,300円（消費税抜き3,000円）0.2H〈VC62〉
※バルブのみ交換。天候や屋外の照明、その他環境条件により、
オレンジ色が若干見える場合がございます。あらかじめご了承く
ださい。

商品本体

装着後

装着後

装着前

装着前

501 フロントスポイラー 
TRD Sportivoオーナメント付
材質：樹脂（PPE） 
地上高：オリジナルより24mmダウン
全長：オリジナルより23mmプラス
設定 除くフェンダーランプ（デザインタイプ）021付車
塗装済：ホワイト〈058〉、ブラックマイカ〈209〉
※その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

37,400円（消費税抜き34,000円）1.0H〈VA11〉
素　地
33,000円（消費税抜き30,000円）
1.0H  4.0H〈VB11〉

TRD Sportivoオーナメント

505 14インチアルミ
ホイールセット＊1＊2

TOPY AZANE E10
1台分48,400円

（消費税抜き44,000円）2.2H〈VR42〉
＊1.価格には、ナット、センターキャップも含
まれます。 ＊2.タイヤは標準装備のものをご
使用ください。

504 14インチアルミ
ホイールセット＊1＊2

weds VICENTE-05
1台分52,800円

（消費税抜き48,000円）2.2H〈VR41〉
＊1.価格には、ナット、センターキャップも含
まれます。 ＊2.タイヤは標準装備のものをご
使用ください。

0800-700-7700 050-3161-2121
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

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 KDX調布ビル6階
https://www.trdparts.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

TRDの商品（裏表紙）に関するお問い合わせ先

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのプロボックス取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.2〜5）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［TRD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

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’21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、オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。
商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。

（株）トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの取り扱い商品です。

TRDパーツ

（販売店取付）

●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。
●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場合があります。
●エアロパーツ（501）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（501）はPPE樹脂製です。PPE樹脂製は、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。

【 お取り扱い上の注意 】

価格表記に
ついて

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）̓21年12 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。

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


