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よりダイナミックに、この上なく贅沢に。
自分らしくランドクルーザーを仕立てる。

都市の感性を魅了する、
洗練のスポーティネス。
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先進的な力強さと
堂々とした存在感をまとった、
ネクストオフロードスタイル。
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煌めきと優雅さをまとった、
ラグジュアリーオフローダー。

P.09

Luxury 
SUV 
Package

エクステリア
P04-05… Urban Sports Package

P06-07… MODELLISTA

P08  …… JAOS

P09  …… Luxury SUV Package

インテリア
P10-11… インテリア ＆ イルミネーション

INDEX

安心・快適
P12-13…  ラゲージ／ルーフラック
　　　       トレーラーヒッチ／
　　　       ドライビングサポート／セキュリティ
P14………コンフォート／フレンドリー
　　         チャイルドシート
P15………ベーシック

極めたのは精悍で
ダイナミックな、
ラギッドスタイル。
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Selected
by
MODELLISTA

03



002 フロントスポイラー
ボディカラーとブラックのツートーン塗装が、都会的で
洗練された印象を付与します。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより52mmダウン
71,500円（消費税抜き65,000円）1.4H〈E009〉

004 リヤバンパースポイラー
ボディカラーとブラックのツートーン塗装が、リヤスタイル
に安定感とスポーティな印象を付与します。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより27mmダウン
設定 除くヒッチメンバー（メーカーオプション）付車
72,600円（消費税抜き66,000円）1.4H〈F005〉

003 サイドステップエアロカバー
乗降性の向上とともに、ボディと一体感を持たせたデザイン
が安定感を付与します。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ポリプロピレン）
地上高：オリジナルより22mmダウン
設定 サイドステップ（標準・メーカーオプション）付車、除くZX

96,800円（消費税抜き88,000円）1.1H〈Q8B2〉

001 エアロパーツセット 　　 設定 サイドステップ（標準・メーカーオプション）付車、除くZX、ヒッチメンバー（メーカーオプション）付車
002 + 003 + 004  のセット　240,900円（消費税抜き219,000円）   ▶　セット価格 214,500円（消費税抜き195,000円）3.9H〈P13U〉

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
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。04



都市の感性を魅了する、洗練のスポーティネス。

008  リヤスポイラー

007  リヤバンパーステップガード
　　（樹脂）

004  リヤバンパースポイラー■：架装部位

006  ルーフレール（シルバー）
005  LED フォグランプ
      （イルミネーション付/ホワイト）
002  フロントスポイラー
003  サイドステップエアロカバー

Urban Sports Package　
001 + 005 + 006 + 007 + 008 の合計金額　408,100円（消費税抜き371,000円）

Photo：AX。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。
寒冷地仕様はメーカーオプション。Urban Sports Package全品目を装着しています。

008 リヤスポイラー
リヤビュー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）
設定 除くZX

44,000円（消費税抜き40,000円）
1.2H〈S5A0〉

006 ルーフレール（シルバー）
シルバータイプのルーフレールで、より
スタイリッシュでスポーティなエクステリア
を演出します。
色：シルバー
材質：[バー]アルミニウム／ [カバー]樹脂（ABS）
設定 除くルーフレール（メーカーオプション）付車
44,000円（消費税抜き40,000円）
0.5H〈M6U2〉

007 リヤバンパーステップガード
　  （樹脂）
リヤビューをスタイリッシュに演出します。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ポリプロピレン）
17,600円（消費税抜き16,000円）
0.2H〈Q1A2〉

005 LEDフォグランプ
     （イルミネーション付/ホワイト）
ホワイトの光が上品に光るイルミネーション
付フォグランプです。
光束：730lm　色温度：5,000K
設定 除くGX

88,000円（消費税抜き80,000円）
1.7H〈K192〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

イルミネーション点灯時 フォグランプ点灯時

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。
：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。 05



Photo：ZX。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。タイヤ空気圧警報システム、ヘッドランプクリーナー、ルーフレール、リヤシートエンターテイメントシステムはメーカーオプション。
T-Connect SDナビゲーションシステム＆トヨタプレミアムサウンドシステム、マルチテレインモニター、リヤクロストラフィックアラート、リモートセキュリティシステムはセットでメーカーオプション。
MODELLISTA エアロキット、スポーツマフラー、20インチ アルミホイール＆タイヤセット（ウェッズ インラインズHP & ヨコハマタイヤPARADA Spec-X）を装着しています。
※マルチテレインモニターを装着しているため、補助確認装置（2面鏡式）が非装着となっています。

＊1. JAOSスタイリングキット310及びフロントバンパーガード311、フェンダーガーニッシュ 313の同時装着はできません。　＊2． JAOSスタイリングキット310及びフェンダーガーニッシュ313 との同時装着はできません。　＊3. 牽引フックを使用する際は、  　    フロントスポイラー 、リヤスカート の取り外しが必要となります。あらかじめご了承ください。　＊ ブラック部はツヤ消し黒塗装、左右加飾部はメッキとなります。　＊ メーカーオプションのヒッチメンバーは同時装着できません。

　
301 MODELLISTAエアロキット＊1＊3＊4＊5   302 + 303 のセット　　
塗装済 

137,500円（消費税抜き125,000円） GX： 3.0H〈WA01〉、除くGX： 4.0H〈WA03〉
素　地 

116,600円（消費税抜き106,000円） GX： 3.0H 9.0H 〈WA02〉、除くGX： 4.0H 9.0H 〈WA04〉

302 フロントスポイラー＊1＊3＊4

材質：樹脂（ABS）  
地上高：オリジナルより70mmダウン
塗装済
74,800円（消費税抜き68,000円）
GX： 1.5H〈WA05〉、 除くGX： 2.5H〈WA07〉
素　地
63,800円（消費税抜き58,000円）
GX：1.5H 5.0H〈WA06〉、
除くGX：2.5H 5.0H〈WA08〉

305 20インチ アルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）
ウェッズ インラインズHP&ヨコハマタイヤPARADA Spec-X
サイズ：20×8.5J&285/50R20
設定 タイヤ空気圧警報システム（TPWS）〈メーカーオプション〉付車
1台分（4本セット）
495,000円（消費税抜き450,000円）0.5H〈WB01〉
※ナット、センターキャップ、TPWSバルブ、アダプター、専用パターンキーが付属します。
設定 除くタイヤ空気圧警報システム（TPWS）〈メーカーオプション〉付車
1台分（4本セット）
473,000円（消費税抜き430,000円）0.5H〈WB02〉
※ナット、センターキャップ、バルブ、アダプター、専用パターンキーが付属します。

304 スポーツマフラー
材質：ステンレススチール
サイズ：90mm×75mmスクエアデュアル
103,400円（消費税抜き94,000円）0.5H〈WB11〉
※リヤスカート303とスポーツマフラー304は同時装着を前提に
デザインしておりますので、セットで購入をおすすめします。

303 リヤスカート＊2＊3＊4＊5

材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより48mmダウン
塗装済
74,800円（消費税抜き68,000円）
1.5H〈WA09〉

素　地
63,800円（消費税抜き58,000円）
1.5H 5.0H 〈WA10〉

※リヤスカート303とスポーツマフラー304は同時装着を前提
にデザインしておりますので、セットで購入をおすすめします。

306 20インチ アルミホイールセット（ロックナット付）
ウェッズ インラインズHP　サイズ：20×8.5J　 設定 ZX
1台分（4本セット）278,300円（消費税抜き253,000円）2.2H〈WB03〉
※タイヤは標準装備されているものを使用。タイヤ空気圧警報システム（メーカーオプション）付車の場合、タイヤ空気圧警報
システムに付属されるTPWSバルブを使用。　※ナット、センターキャップ、バルブ、アダプター、専用パターンキーが付属します。

先進的な力強さと堂々とした存在感をまとった、
ネクストオフロードスタイル。

303  リヤスカート
304  スポーツマフラー
■：架装部位

305  20 インチ アルミホイール＆
       タイヤセット( ロックナット付）
302  フロントスポイラー

（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）

価格表記について
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 )’19 年10 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。06



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

ホワイトパール
クリスタルシャイン

070

アティチュード
ブラックマイカ

218

ブラック

202

＊ スタイリングキット 及びフロントバンパーガード 、フェンダーガーニッシュ の同時装着はできません。　＊ ． スタイリングキット 及びフェンダーガーニッシュ との同時装着はできません。　＊ 牽引フックを使用する際は、  　    フロントスポイラー302、リヤスカート303の取り外しが必要となります。あらかじめご了承ください。　＊4. ブラック部はツヤ消し黒塗装、左右加飾部はメッキとなります。　＊5. メーカーオプションのヒッチメンバーは同時装着できません。

　

307 LEDスマートフットライト
ドアの開閉に連動しLEDライトが足元
を照らします。
お好みによりホワイト／アンバーから
LED色をお選びいただけます。
設定 除くGX

48,400円（消費税抜き44,000円）2.2H

ホワイト〈WB76〉、アンバー〈WB75〉
※写真の色や輝度は実際とは異なります。
※フロントドア、リヤドア用4個セットと
　なります。

308 ラゲージLED
バックドアの開閉に連動しLEDライトが
ラゲージを照射。夜間の使い勝手を向上
させます。明るさを3段階に調整可能。
設定 ZX

25,300円（消費税抜き23,000円）
1.2H〈WB77〉

※写真の色や輝度は実際とは異なります。

ホワイト アンバー

保証
■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。 ：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。

※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。 ※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。 07



311 フロントバンパーガード＊2

色：グレーメタリック　
材質：樹脂（ABS）
地上高：オリジナルより25mmダウン
50,600円（消費税抜き46,000円）
GX： 0.7H〈WA53〉、除くGX： 1.7H〈WA54〉

312 スキッドプレート＊4

色：ライトグレー塗装
材質：アルミニウム
地上高：オリジナルより18mmダウン
59,400円（消費税抜き54,000円）
0.5H〈WA91〉

313 フェンダーガーニッシュ＊1＊3

色：グレーメタリック
材質：樹脂（ABS）
105,600円（消費税抜き96,000円）
1.0H〈WA92〉

314 18インチ アルミホイールセット
     （ロックナット付）
JAOS VICTRON TRIBE

サイズ：18×8.5J

設定 18インチタイヤ（標準・メーカーオプション）付車 

1台分（4本セット）264,000円（消費税抜き240,000円）
2.2H〈WB04〉

※タイヤは標準装備されているものを使用。タイヤ空気圧警報
システム（メーカーオプション）付車の場合、タイヤ空気圧警報
システムに付属されるTPWSバルブを使用。　※ナット、センター
キャップ、バルブ、アダプター、専用パターンキーが付属します。

極めたのは精悍でダイナミックな、
ラギッドスタイル。

Photo：AX。ボディカラーはシルバーメタリック〈1F7〉。
寒冷地仕様はメーカーオプション。
JAOSスタイリングキット、18インチ アルミホイールセット（JAOS VICTRON TRIBE）
を装着しています。

310 JAOSスタイリングキット＊1＊3   311 + 312 + 313  のセット 198,000円（消費税抜き180,000円）　GX： 2.2H〈WA51〉 、除くGX： 3.2H〈WA52〉

＊1．モデリスタエアロキット301 及びフロントスポイラー302 、リヤスカート303の同時装着はできません。 ＊2．モデリスタエアロキット301 及びフロントスポイラー302の同時装着は
できません。 ＊3．フェンダーガーニッシュ313を装着した場合、リヤバンパーの脱着作業ができなくなります。 ＊4．モデリスタエアロキット301及びフロントスポイラー302の同時装着は
可能ですが、フロントスポイラーの装着によりスキッドプレートは見えにくくなります。

312  スキッドプレート
311  フロントバンパーガード
313  フェンダーガーニッシュ
314  18インチ アルミホイールセット
　　（ロックナット付）

Selected by 

（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）

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、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 )’19 年10 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。

■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、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。 ■ 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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Photo：AX“Gセレクション”。
ボディカラーはブラック〈202〉。
Luxury SUV Package全品目を装着しています。

012 バックドアガーニッシュ 　
リヤビューにラグジュアリーな印象を付与します。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）+メッキ
35,200円（消費税抜き32,000円）0.7H〈P2AC〉

013 リヤバンパーステップガード（SUS）
リヤバンパーの傷付きを防止。金属の質感がリヤビューの
アクセントになります。　色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ポリプロピレン）＋ステンレススチール
27,500円（消費税抜き25,000円）0.2H〈Q1A3〉

009 メッキグリル（スモークメッキ）
スモークメッキがフロントに上質感と個性を演出します。
材質：樹脂（ABS）+メッキ
71,500円（消費税抜き65,000円）1.0H〈L1A9〉

010 サイドプロテクションモール
上質感を高めながら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。
色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）+メッキ　 設定 除くZX

55,000円（消費税抜き50,000円）0.5H〈Q8D0〉

011 メッキドアミラーカバー
質感の高いメッキが重厚感をアップし、
個性を際立たせます。
材質：樹脂（ABS）+メッキ
11,000円（消費税抜き10,000円）0.4H〈K8A1〉

014 プレミアムホーン
高級感あふれるホーンで高音質のハーモニーを実現した保安
基準適合品。水や砂の浸入を防ぐウォーターガード付です。
5,500円（消費税抜き5,000円）0.3H〈M5C2〉

■：架装部位

012  バックドアガーニッシュ
013  リヤバンパーステップガード
　　（SUS）

011  メッキドアミラーカバー
009  メッキグリル（スモークメッキ）
010  サイドプロテクションモール

煌めきと優雅さをまとった、
ラグジュアリーオフローダー。

Luxury SUV Package
009 + 010 + 011 + 012 + 013 の合計金額　　200,200円（消費税抜き182,000円）

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

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。

■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。  ：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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INTERIOR&ILLUMINATION

極上の質感と光で演出する
ラグジュアリーなひととき。

016 革調シートカバー
（バックスキン調コンビネーション）★1

高い質感と手触りのよさに
こだわった高級シートカバーです。
色：アイボリー、ブラック　
材質：ウレタン、ポリエステル　
設定 AX、GX

1台分5人乗り 82,500円
（消費税抜き75,000円）1.5H〈A8DJ〉

1台分8人乗り 110,000円
（消費税抜き100,000円）2.2H〈A8DR〉

SRSサイドエアバッグ対応★2

★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。

015 フロアマット（エクセレント）
細部にまでこだわり抜いた消臭・抗菌・防汚機能付のフロアマットです。
光沢差のある糸使いによる柔らかな風合いが高級感をもたらします。
色［内装色］：フラクセン［ニュートラルベージュ］、グレー［ブラック、
ブラウン、ミディアムグレー］　材質：ナイロン
1台分5人乗り 57,200円（消費税抜き52,000円）〈A0S3〉
1台分8人乗り 70,400円（消費税抜き64,000円）〈A0B0〉
★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。　

017 ウッド調ステアリング
落ち着きのあるウッド調の風合いが、
重厚感を演出します。
色：［革］ブラック×［木目］ダークブラウン、
　 ［革］オーキッドブラウン×［木目］ミディアムブラウン
設定 AX、GX

35,200円（消費税抜き32,000円）1.1H〈B5V0〉
※商品はステアリング部のみです。
ホーンパッドやステアリングスイッチは含みません。

■商品部位

アイボリー ブラック

［革］オーキッドブラウン
×　　　

［木目］ミディアムブラウン

消臭・抗菌・防汚

   フロアマットを固定する工夫が施されています。
運転席・助手席ともに※1、2ヶ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

イメージ図

フラクセン グレー

※1.GX用フロアマットの助手席部には固定用の穴はありません。

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
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。10



Photo：AX。内装色のニュートラルベージュは設定色（ご注文時に
指定が必要です。指定がない場合はミディアムグレーになります）。
おくだけ充電はメーカーオプション。
フロアマット（エクセレント）、革調シートカバー

（バックスキン調コンビネーション）、ウッド調ステアリング、
インテリアイルミネーション（2モードタイプ）を装着しています。

ウイルス

カビ菌

ニオイ

アレル
物質

イメージ図

開閉

023 ウェルカムライト（運転席・助手席）
スマートキーを携帯し近づくか、ワイヤレス機能にてドア
ロックを解除すると、ドアミラーから光がさし「おもてなし」
を演出します。夜間の乗車時に便利です。なお、イグニッ
ションをONにすると消灯します。色：ホワイト
設定 サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー

（リバース連動下向き）〈標準・メーカーオプション〉付車、除くマルチ
テレインモニター〈メーカーオプション〉付車
26,400円（消費税抜き24,000円）1.2H〈G2KU〉
※写真はドアミラーが格納されていないときの照射状態です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。

074 灰皿（高級タイプLED付）
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。
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。

018 インテリアイルミネーション （2モードタイプ）
フロントシート、セカンド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、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、減光して足元を照らします。
16,500円（消費税抜き15,000円）1.4H〈B9B2〉
※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を装着
した場合、ZXのフロント・リヤ足元ランプ（標準装備）は点灯しません。減光時

ドアオープン時

020 LEDバルブセット
標準装備のバルブを高輝度LEDに交換することで、
室内をより明るく照射。グレード、メーカーオプション
選択によりLEDの取付け個数が異なります。

a ZX、AX“Gセレクション”（T-Connect SDナビ
ゲーションシステム〈メーカーオプション〉付車）
7,700円（消費税抜き7,000円）0.2H〈B9DC〉
b AX、AX“Gセレクション”（除くT-Connect SDナビ
ゲーションシステム〈メーカーオプション〉付車）、除
くプラズマクラスター搭載LEDルームランプ付車
46,200円（消費税抜き42,000円）0.5H〈B9DA〉
c GX、除くプラズマクラスター搭載LEDルームランプ付車
30,800円（消費税抜き28,000円）0.4H〈B9DB〉

フロント

リヤ

019 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。LED照明付。 
色：グレー
設定 ZX、AX・GX（除くLEDバルブセット付車）、AX“Gセレクション”（除くT-Connect 
SDナビゲーションシステム〈メーカーオプション〉は、除くLEDバルブセット付車）
19,140円（消費税抜き17,400円）0.5H〈104N〉

バニティランプには肌映
りを考慮して暖色系の
LED を採用しています。

※写真の色や照度は実際とは異なります。※本製品を2個以上比べた場合、LEDの個体差により若干色が違って見える場合があります。　
※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。

※ドアを解錠したとき、プラズマクラスター搭載LEDルームランプは点灯しません。
※スマートキーを携帯して車両に接近したとき、プラズマクラスター搭載LEDルームランプは点灯しません。

a b c

■オーバーヘッドコンソール LED標準装備 2 2
■ルームランプ1 LED標準装備 3 3
■ルームランプ2 LED標準装備 1 1
■カーテシランプ LED標準装備 4 -
■バニティランプ 2 2 2

うれしさのポイント

ルームランプ
など

バニティランプ

装着前※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。

※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。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。

021 スカッフイルミネーション
ドアが開いた時、足元にある車名ロゴがブルーに点灯。上品なおもてなしを演出します。
設定 AX（T-Connect SDナビゲーションシステム〈メーカーオプション〉、タイヤ空気圧警報

システム〈メーカーオプション〉付車または同時装着車）、AX“Gセレクション”タイヤ空気圧警報
システム〈メーカーオプション〉付車、除くT-Connect SDナビゲーションシステム〈メーカー
オプション〉付車

1台分（4枚入り・4灯）      77,000円（消費税抜き70,000円）1.5H〈G2HU〉
フロント用（2枚入り・2灯）   42,900円（消費税抜き39,000円）0.5H〈G1H0〉
設定 ZX、AX・AX“Gセレクション”（T-Connect SDナビゲーションシステム〈メーカーオプション〉、

タイヤ空気圧警報システム〈メーカーオプション〉付車または同時装着車） 
リヤ用（2枚入り・2灯）        34,100円（消費税抜き31,000円）1.0H〈G1H5〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

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。

11



アウトドアやスポーツに、
ラゲージをタフに使いこなす。

オープン時

025 ラゲージトレイ
濡れた荷物を気にせずに積める
防水タイプのトレイ。
車名ロゴ入りです。
材質：樹脂（軟質オレフィン）
設定 除くGX

17,600円（消費税抜き16,000円）〈i8B0〉
※サードシート使用時でも装着できます。
サードシート跳ね上げ時は樹脂カバーを装着します。

027 ラゲージソフトトレイ
濡れた荷物を気にせずに収納
できる撥水機能、外周縁付。
新素材の採用により、滑り止め
機能を強化しています。
車名ロゴ入りです。　材質：ポリエステル
16,500円（消費税抜き15,000円）〈J0A1〉

028 シートケース（サードシート用）
外側には地図等の小物収納が可能なメッシュポケット
2ヶ所付。左右2枚で1セット。ラゲージ搭載物による汚れ
からサードシートを守るとともに、折りたたんだシートを
スッキリ見せるためのおしゃれなシート用ケースです。
色：ブラック　材質：ポリエステル
設定 除くGX

左右セット8,250円（消費税抜き7,500円）〈J5M0〉

029 ラゲージネット
積み荷をしっかりと固定し、バックドアを開けた際の
荷崩れを軽減します。
6,050円（消費税抜き5,500円）〈J1C0〉

026 トランクマット
　 （カーペットタイプ）
トランクルームを汚れから
守ります。車名ロゴ入りです。
材質：樹脂（ポリプロピレン）
15,400円（消費税抜き14,000円）〈A2A0〉
※サードシート使用時でも装着できます。
サードシート跳ね上げ時は樹脂カバーを装着します。

テールゲートオープン時

024 テールゲートマット
荷物の積み降ろしの際、テールゲート部やラゲージリヤ
フィニッシュ部への汚れや傷付きを防止。他のラゲージ
マットと併用可能です。車名ロゴ入り。
材質：ポリ塩化ビニル
14,300円（消費税抜き13,000円）0.3H〈J1C8〉

テールゲート傾け時

マットは樹脂ボタンで留めて
固定できるので、ゲートを閉
めてもずり落ちません。
また、取り外しも簡単なので
テールゲートにある小物入れ
の使用性を損ないません。

樹脂ボタン

サードシート使用時 サードシート使用時 生地アップ

LUGGAGE
Photo：AX。内装色のニュートラルベージュは設定色

（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合は
ミディアムグレーになります）。
寒冷地仕様はメーカーオプション。
テールゲートマット、シートケース（サードシート用）、
ラゲージソフトトレイを装着しています。

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
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。12



031 大型アルミラックアタッチメント
本体重量：7.9kg　
サイズ：L1,185×W1,075×H75mm　
材質：アルミニウム
45,100円（消費税抜き41,000円）〈N9B1〉

036 リモートスタート
     （スマートキー一体タイプ）
遠隔操作でエンジンを始動。乗車前から車内を
快適な温度に保てます。スマートキーと一体化し、
携帯性が大幅に向上します。
サイズ：【リモコン】L91×W44×H20mm

（メカニカルキー装着時。除く突起部分）
【リモコンアンテナ部】149mm（伸長時）
68,200円（消費税抜き62,000円）0.7H〈DFVU〉 038 レインクリアリングブルーミラー

ミラー表面に親水処理を行い、雨天時
の視認性を向上。太陽光を当てることに
より、付着した汚れを化学的に分解し、

「親水効果」を徐々に回復させる機能を
持っています。
設定 除くZX、マルチテレインモニター

（メーカーオプション）付車
13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈K8GC〉

037 リモートスタート
　　（ベーシックタイプ）
離れた場所からリモコン操作で
エンジンを始動。乗車前から車内
を快適な温度に保てます。
サイズ：【リモコン】L 6 2×W 3 6×
H18mm（除く突起部分）

【リモコンアンテナ部】156mm（伸長時）
48,400円（消費税抜き44,000円）
0.7H〈DFUU〉

ROOF RACK TRAILER HITCH

DRIVING SUPPORT

SECURITY

★車両の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。）

エアコン デフロスター・デフォッガー

ON設定時：
ユーザー設定温度で作動 外気温5℃未満：ON

OFF設定時：25℃オート 外気温5℃以上：OFF

 純正用品ならではの機能
●リモートスタート作動中もスマートエントリー
　（ドア解錠）操作可能
●エアコン、デフォッガー、デフロスター制御機能

●コンライト制御機能（ライトスイッチ「AUTO」
　でもヘッドライトが点灯しない親切機能）
 その他の機能
●暖機時間3段階切替（10、20、30分）
●電池残量警告表示（音とLEDの光でお知らせ）
●アンサーバック機能（音とLEDの光でお知らせ）

　主な特徴

039 盗難防止機能付ナンバーフレームセット
　 （プレステージ）
ナンバーフレーム（プレステージ/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＋ゴールド塗装
設定 除く字光式ナンバープレート付車

040 盗難防止機能付ナンバーフレームセット
　 （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

044 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
11,000円（消費税抜き10,000円）〈U5A0〉

■アンテナ部はインパネ内に装着します。　■内蔵メカニカルキーは、車両のキーナンバー確認後の手配となりますので、お受け取りいただくまで、車両に付属のスマートキーを携帯してください。

030 ベースラック（ルーフレールタイプ）
サイズ：L1,300×W105×H95mm　
材質：［本体］スチール、樹脂（ナイロン・ポリ塩化ビニル）
本体重量：5.0kg
許容積載重量：60kg（含むアタッチメントの重量）
設定 ルーフレール（シルバー）付車、ルーフレール（メーカーオプション）
付車、除くカーカバー（防炎タイプ・ドアミラー用）付車
30,800円（消費税抜き28,000円）〈N9A0〉

073 トレーラーヒッチ
ジェットスキーやオートバイなどを載せたトレーラーを
牽引し、大人のレジャーをサポートします。
ボールマウントは簡単に脱着でき、使用しないときは
車両標準のヒッチカバーを装着できます。
材質：スチール　サイズ：【ボールサイズ】2インチ
許容牽引荷重（トレーラーと積載物の総重量）：3,500kg（トレーラー
にブレーキありの場合）、750kg（トレーラーにブレーキなしの場合）
設定 ヒッチメンバー（メーカーオプション）付車
161,700円（消費税抜き147,000円）0.5H〈BJTU〉
※フィッティングキットとコンバーターを含みます。
※トレーラーヒッチを装着することで、デパーチャーアングルは小さくなります。
※トレーラーを牽引する場合は、車検証記載内容の変更が必要となります。
※トレーラー重量が750kgを超える場合は、牽引免許が必要となります。
　ただし2,000kg未満の場合は、限定牽引免許で運転可能です。
※純正用品としてトレーラーの設定はありません。
※リヤバンパー中央部のカバーを外しフレーム部への取り付けとなります。
※牽引可能なトレーラーの仕様等については、販売店におたずねください。
※ソケットは７極平型端子となります。

032 サイクルアタッチメント
本体重量：6.6kg　
サイズ：L2,000×W230×H750mm　
材質：アルミニウム
33,000円（消費税抜き30,000円）〈N9C1〉

033 スキー＆スノーボードアタッチメント
本体重量：3.0kg　
サイズ：L80×W810×H165mm　
材質：［アーム部］アルミニウム、

［クッション］合成ラバー（EPDM）
22,000円（消費税抜き20,000円）〈N9C0〉

034 サーフボードアタッチメント
本体重量：3.2kg　
サイズ：L130×W145×H125mm　
材質：スチール、樹脂（ポリプロピレン）
17,600円（消費税抜き16,000円）〈N9C2〉

035 ルーフボックス
本体重量：19kg
許容積載重量：40kg
サイズ：L2,000×W830×H340mm　
材質：［ボックス部］樹脂（ポリプロピレン）、

［カバー部］樹脂（ABS）
94,600円（消費税抜き86,000円）〈N9C3〉

※ロックボルト＜2,860円（消費税込み）＞・ナンバーフレーム（フロント＆リヤ）＜6,600円
（消費税込み）＞は、それぞれ単品でもご購入いただけます。

9,460円（消費税込み）
［お得なセット価格］ 8,910円

（消費税抜き8,100円）〈BHFU〉
※ロックボルト＜2,860円（消費税込み）＞・ナンバーフレーム（フロント＆リヤ）＜4,400円

（消費税込み）＞は、それぞれ単品でもご購入いただけます。

7,260円（消費税込み）
［お得なセット価格］ 6,710円

（消費税抜き6,100円）〈BHGU〉

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。
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最大時

カジュアル ナチュラルカジュアル モダン

051 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塩ビの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ます。
材質：ポリ塩化ビニル（表面）、ナイロン（裏面）、
ウレタン（クッション材）
取付位置：運転席・助手席
6,160円（消費税抜き5,600円）〈B0E5〉 
※使用時の写真は当該車両とは異なります。

052 アシストグリップ（つり革タイプ）
車両の回転式アシストグリップに取付けるつり
革型グリップ。乗車中腕を高く上げなくてもラク
に握ることができます。
取付位置：セカンドシート
4,840円（消費税抜き4,400円）〈F7PC〉　
※使用時の写真は当該車両とは異なります。
※乗降時には使用しないでください。

076 回転クッション
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、セカンドシート左右席
16,500円（消費税抜き15,000円）〈B0EC〉　
※使用時の写真は当該車両とは異なります。

公益財団法人
日本デザイン振興会

075 コンフォートクッション
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、セカンドシート左右席
11,000円（消費税抜き10,000円）〈B0ED〉　
※使用時の写真は当該車両とは異なります。
※FINE REVOはアイシン精機
　株式会社の登録商品です。

COMFORT ITEM

FOR CHILDREN

FRIENDLY

045 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「ジリジリ感」を緩和する
ウインドゥフィルム。
バックドアガラス部のフィルムは3枚組みとなります。
色：クリア、スモーク　材質：樹脂（PET）
クリア  30,800円（消費税抜き28,000円）2.7H〈F0F3〉
スモーク 30,800 円（消費税抜き28,000円）2.7H〈F0F4〉

046 サンシェード
夏場の必須アイテム。駐車中の日射を緩和し、運転席まわりの不快な温度上昇を軽減します。
フロントガラス、フロントドアガラスをぴったりと覆う3枚セット。
難燃性・耐光性を考慮した自動車車内専用資材を開発・採用しました。
コンパクトに収納でき、アウトドア時の簡易型カーテンとしても活躍します。
色：シルバー   　
材質：ポリエステル
14,300円（消費税抜き13,000円）〈H2B1〉

室内の温度上昇を抑えて、
エアコンの効果もアップ。
日焼けやシミ対策に。
後席のお子様にも優しい。
効率的にエアコンを使えて、
燃費にも貢献。
ガラスが割れても、
破片が飛散しにくく安心。

IR（赤外線）  カットフィルム
4つのおすすめポイント

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

赤外線
スモーク 
約53％カット
クリア　 
約74％カット

紫外線
約99％カット

※写真のフィルムはクリア。

取付方法
取付位置

取付
向き助手席

セカンドシート サードシート
左右 中央 左右 中央

NEO 
G-Child 
ISO leg ★1

ISOFIX
× ● × × × 後向き

× ● × × × 前向き

NEO 
G-Child 
baby

シート
ベルト

× ● ● × × 後向き

　▲★2 ●
左席のみ ● × × 前向き

ジュニア
シート

シート
ベルト 　▲★2 ● ●

●
マニュアルシート ● 前向き

×
セミパワーシート

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。

★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。

056 ジュニアシート
身長に合わせて高さを調節でき、それに連動
して肩幅も自動でスライドするのでお子様の
体にジャストフィットします。
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）
ナチュラル〈77G3〉、カジュアル〈77G4〉

最小時

055 NEO G-Child baby
サイドガード形状で、万が一の側面衝突時にも
お子様の身体をしっかり守ります。
スムーズな装着に配慮したシートベルト固定
専用仕様です。
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〉

チャイルドシートとして使用

カジュアル

054 NEO G-Child ISO leg★1

ベビー・チャイルド兼用モデル。シートベース
を後部座席に固定したままシート本体を取り
外せるので、お子様の成長に応じたモードの
切り替えが可能です。
サイズ：L620×W415×H655mm

（コネクタ最短時・サポートレッグ含まず）
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〉

チャイルドシートとして使用

ナチュラル

 ：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

054

055

056

品名

ナチュラル モダン

 フィルム　
　 貼付位置  サンシェード　

　装着可能位置

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
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。14



061 車載防災セット
緊急避難時に想定される帰宅支援用・車内待機用のアイテムを、
リュックタイプの搭載ケースに収納。
ラゲージ内平面に搭載しやすく持ち運びし易いリュック形状に
加え、マジックテープ固定により搭載時のズレを防止できます。
13,200円（消費税抜き12,000円）〈J1K0〉
※保証期間は、ご購入から１年間です。　
※非常食・飲料水等は、必要に応じ補充することをお薦めいたします。

1
2

3

7
6

12111098

4
5

1

2

3

4

5

6

7

062 サイドバイザー（RVワイド）
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。車名ロゴ入り。
1台分
33,000円（消費税抜き30,000円）
0.4H〈K0H0〉

※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。

063 フロアマット（RVバケット）★1

密度が高く、質感豊かな仕上がりです。
見る角度によって表情を変えるアクセントカラーが特徴です。
車名ロゴ刺繍入り。
色［内装色］：フラクセン［ニュートラルベージュ］、
                      グレー［ブラック、ブラウン、ミディアムグレー］
材質：ポリプロピレン

1台分5人乗り 34,100円（消費税抜き31,000円）〈A0S4〉

1台分8人乗り 41,800円（消費税抜き38,000円）〈A0AC〉
※GX用フロアマットの助手席部には固定用の穴はありません。

065 フルシートカバー（ラグジュアリー）★2

飲みこぼしや汚れも簡単に拭き取れる撥水加工に加え、起毛
させたサンディング加工で柔らかさと高級感を演出します。
色［内装色］：グレージュ［ニュートラルベージュ］、
　　　　   　　ブラック［ミディアムグレー］
材質：ポリエステル
設定 AX、GX

1台分5人乗り 37,400円（消費税抜き34,000円）0.5H〈AAE7〉
1台分8人乗り 49,500円（消費税抜き45,000円）0.8H〈A6D2〉

066 ドアエッジプロテクター（樹脂製）
ドアの開閉時にエッジをガードします。
色：ホワイト、スーパーシルバー、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
2本入り
2,750円（消費税抜き2,500円）0.2H

フロント〈K6B4〉、リヤ〈K6B5〉
※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。

072 合金鋼チェーン★5

スチールチェーンの約2倍の
耐久性を実現。
285/60R18タイヤ用、285/50R20タイヤ用
30,250円（消費税抜き27,500円）〈V1C0〉
275/65R17タイヤ用
28,050円（消費税抜き25,500円）〈V1C0〉

071 カーカバー
（防炎タイプ・ドアミラー用）
（財）日本防炎協会認定生地を使用。
材質：ポリエステル
設定 除くベースラック（ルーフ
レールタイプ）付車
27,500円（消費税抜き25,000円）〈K7B2〉

070 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。
2,750円（消費税抜き2,500円）

〈77R0〉

069 灰皿（ベーシックタイプ）
カップホルダーに置いて使用。取り
外しも簡単で、吸い殻を捨てるにも
便利です。
1,870円（消費税抜き1,700円）

〈C2E7〉

068 レスキューマンⅢ★4

（ハンマー＆カッター）
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。
2,530円（消費税抜き2,300円）

〈77P2〉

067 クリーンボックスEX
コンソール助手席側にジャスト
フィットするダストボックス。ボックス
部を外してゴミを捨てられます。
色：ブラック
12,100円（消費税抜き11,000円）
0.3H〈D3A0〉

★1 他のマット類と重ねて使用しないでください。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。 ★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 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。　★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 チェーンはタイヤサイズにより、設定が異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。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る場合があります。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）・メーカーによって装着できない場合があります。アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに傷が付く恐れがあります。

1  レインコート
2  レジャーシート［サイズ：L1.8×W1.8m］
3  搭載ケース（リュックタイプ）ズレ防止マジックテープ付
     ［サイズ：L420×W300×H140mm /容量：15L相当］
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］

064 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）★1

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）
1台分フロント（運転席・助手席）
11,550円（消費税抜き10,500円）〈A2J6〉
※GX用フロアマットの助手席部には固定用の穴はありません。

BASIC

SRSサイドエアバッグ対応 ★3

053 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。
8,250円（消費税抜き7,500円）〈J1K1〉

＊ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。
※使用回数につきましては、お客様の使用
    環境によって変わります。
※保証期間は、ご購入から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（1個）＊

2  エチケット用ポンチョ（1枚）
3  ケアバッグ（2個）
4  消臭凝固剤（2個）
5  廃棄用袋（2枚）
6  吸収シート（2枚）
7  搭載ケース

フラクセン グレー

セット内容（12品目）

セット内容

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。
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エアロパーツ
●エアロパーツ（ 301 ～ 303 ）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 ～ 303 ）は樹脂（ABS）製です。樹脂（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。 
スポーツマフラー
●スポーツマフラー（ 304 ）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。
アルミホイール／タイヤ
★アルミホイール &タイヤセット（ 305 ）およびアルミホイールセット（ 306 、314 ）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磨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／アルミホイールセットの装着に際し、本カタログ記載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、専用パターンキーが必要となりますので必ず車載ください。

Photo：ZX。ボディカラーはブラック〈202〉。
メーカーオプションおよび販売店装着オプションを装着しています。

【モデリスタパーツ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。●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。●牽引フックを使用する際は、フロントスポイラー 302 、リヤスカート 303 の取り外しが必要となります。あらかじめご了承ください。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザー 取扱店または、下記へ
ベース車両および純正用品（P.04 〜 05、P.09 〜15）に関するお問い合わせ先 モデリスタの商品（P.06 〜 08）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］

TEL TEL
オープン時間 オープン時間

所在地 所在地
ホームページ ホームページ

0800-700-7700 03-6361-1000
365日　9:00 ～ 18:00 10:00 ～ 18:00 （除く指定定休日）
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 〒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://toyota.jp 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、車両登録後の取付を前提としております。
本仕様ならびに装備は紬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給いただくか、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。


