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6タイプから選べる
お す す め スタイル

 STYLE6PASSO_RECOMMENDED

ACCENT STYLE
アクセントスタイル

ELEGANT STYLE
エレガントスタイル

メッキの上品コーディネートで、

エレガントにスタイルアップ。

遊び心を思う存分。

デカールで、カラーで、自分らしさを楽しもう。

普通から抜け出して、

ちょっとだけ大胆になってみる。

スポーツマインドを刺激する、

レッド＆ブラックのエアロスタイル。

P 08

P 10

SPORTY STYLE
スポーティスタイル

ACTIVE STYLE
アクティブスタイル

P 04

P 06

 Exterior    

01

02
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04

 Exterior     Exterior    

 Exterior    
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保証修理期間は用品取付時から3年間です。
ただし、期間内でも走行距離が6万kmまでです。

年間3

保証修理期間は用品取付時から1年間です。
ただし、期間内でも走行距離が2万kmまでです。

年間1

保証なし保証なし

INDEX

https://toyota.jp/passo/option/

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。一部品目および消耗品は除きます。
保証期間は下記マークで表示しております。
※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。

［保証マーク］

モデリスタパーツ、TRDパーツは、1年間2万km保証です。
モデリスタパーツ、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、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。

https://www.trdparts.jp/passo/

SPORTY STYLE  

ACTIVE STYLE  

ACCENT STYLE

ELEGANT STYLE

MODELLISTA

TRD

INTERIOR

ILLUMINATION / LUGGAGE

COMFORT

サポトヨプラス

DRIVING SUPPORT

SECURITY & EMERGENCY / FOR CHILDREN

BASIC

P04

P06

P08

P10

P12

P14

P16

P18

P19

P20

P21

P22

P23

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

 1年間2万km保証

MODELLISTA
モデリスタ

大人のクールスタイル。

小粋なヨーロピアン・スポーティ。

カッコよく、美しく。

ただようのは凜とした存在感。

TRD

P 12

P 14

1年間2万km保証

 3年間6万km保証
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 Exterior    

 Exterior    
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003 004

006 007

002

005

Photo: MODA（2WD）。ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×パールホワイトⅢ〈W24〉［X99］はメーカーオプション。LEDフロントフォグランプ、165/65R14タイヤ＆14×5Jアルミホイール（センターオーナメント
付）はメーカーオプション。エアロパーツセット、フードデカール（エアロ）、サイドデカール（エアロ）、バックドアデカール（エアロ）、フロントグリルルーバーガーニッシュ（シャイニングレッド）、ドアミラーカバー（レッド）、LED
スタイリッシュビーム（ホワイト）、フロントグリルガーニッシュ（ブラックメッキ）、ルーフエンドスポイラー（ブラックマイカ）、アルミホイールデカール、ブラックメッキパック、アンダーブラックメッキパックを装着しています。　
※写真の色や照度は実際とは異なります。

設定  MODAシリーズ全車、除くマッドガード（フロントセット/リヤセット）、
リヤフォグランプ付車

001 エアロパーツセット 002＋003＋004  のセット

 ［お得なセット価格］ 111,100円（消費税込み） ▶  99,000円（消費税抜き90,000円） 2.1H〈BAVU〉

002 フロントスポイラー 年間3

34,100円（消費税抜き31,000円）0.8H〈E045〉

材質：樹脂（ABS）   設定  MODAシリーズ全車　

003 サイドマッドガード
       （ブラック） 年間3

45,100円（消費税抜き41,000円）0.5H〈Q4A9〉

材質：樹脂（ABS）　
設定  MODAシリーズ全車、除くマッドガード
（フロントセット）付車

004 リヤバンパー
       スポイラー 年間3

31,900円（消費税抜き29,000円）
0.8H〈F029〉

材質：樹脂（ABS）
設定  MODAシリーズ全車、
除くマッドガード（リヤセット）、
リヤフォグランプ付車

005 フードデカール （エアロ） 年間3

13,200円（消費税抜き12,000円）0.5H
〈S0PM〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  MODAシリーズ全車
※ ヘッドランプガーニッシュ と同時装着する場合は
フードデカール（エアロ）を先に取り付けてください。　

006 サイドデカール （エアロ） 年間3

26,400円（消費税抜き24,000円）1.0H
〈G1CP〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）　
設定  MODAシリーズ全車
※ ドアエッジプロテクター
（メッキ調）と同時装着する場合は
サイドデカール（エアロ）を先に
取り付けてください。

007 バックドア
       デカール （エアロ） 年間3

6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H
〈G1DA〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）　　
設定  MODAシリーズ全車
※ リヤコンビネーションランプガーニッシュ、バックドア
ガーニッシュ（クロムメッキ） と同時装着する場合は
バックドアデカール（エアロ）を先に取り付けてください。

SPORTY  STYLE

スポーツマインドを刺激する、レッド＆ブラックのエアロスタイル。

■：架装部位

おすすめ ITEM

おすすめ ITEM

おすすめ ITEM

 Exterior     For  PA SSO  MODA  Ser ies01
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008 009 010 011 012

008 フロントグリルルーバーガーニッシュ
14,850円（消費税抜き13,500円）0.4H

ブラックグリルに煌めきのアクセントを加えるだけで、
フロントの印象が大きく変わります。
材質：樹脂（ABS）　 設定  MODAシリーズ全車

※ボディ同色との組み合わせはできません。
詳しくは販売店にお問い合わせください。　

010 LEDスタイリッシュビーム
39,050円（消費税抜き35,500円）1.1H

ブルー〈DHVU〉、ホワイト〈DJAU〉

縦に4灯並んだLEDイルミネーションがフロントフェ
イスの洗練度をさらに高めます。　
材質：樹脂（アクリル＋ASA）
設定 MODAシリーズ全車、除くドレスアップパッケージ
（メーカーパッケージオプション）付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。　　

011 ルーフエンドスポイラー
　　（ブラックマイカ） 年間3

38,500円（消費税抜き35,000円）0.8H〈S5EM〉

リヤビューまでスポーティに決めたい。
そんなマインドに応える必須アイテムです。
材質：樹脂（ABS）　設定 MODAシリーズ全車

009 ドアミラーカバー  年間3

5,500円（消費税抜き5,000円）0.5H

年間3年間3

ドアミラーカバーについては   P09参照

シャイニングレッド〈L2G5〉 クロムメッキ〈L2G6〉

レッド〈K8GH〉［MODA専用色］

ブルー灯体28,600円（消費税抜き26,000円）0.7H〈B8NG〉　

設定 ドレスアップパッケージ（メーカーパッケージオプ
ション）付車

レッド ブルー ホワイトシャイニングレッド

※写真の色や照度は実際とは異なります。

029   ブラックメッキパック、   033　 アンダーブラックメッキパックについては   P10参照
036　 フロントグリルガーニッシュ（ブラックメッキ）については   P11参照

012 アルミホイールデカール
１台分 （4枚入） 

11,000円（消費税抜き10,000円）0.8H〈H1BA〉

足元に赤のアクセントを。スポーティさとカッコ
よさを際立たせます。　材質：樹脂（ハイボスカル）
設定 14インチアルミホイール（標準・メーカー
オプション）付車

年間3

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。  

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。

■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。 05PA SSO



メタル調

015 016 017014

014 フロントスポイラー
34,100円（消費税抜き31,000円）0.8H

〈E001〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）
設定  Xシリーズ全車

015 サイドマッドガード
45,100円（消費税抜き41,000円）0.5H

〈Q4A0〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）
設定  Xシリーズ全車、除くマッドガード
（フロントセット）付車

016 リヤバンパースポイラー
31,900円（消費税抜き29,000円）0.8H

〈F001〉

色：全ボディカラー対応
材質：樹脂（ABS）
設定  Xシリーズ全車、除くマッドガード
（リヤセット）付車

017 リヤクォーターデカール 年間3

17,600円（消費税抜き16,000円）0.4H

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）　　

 Exterior    02 Exterior     For  PA SSO  X  Ser ies 

普通から抜け出して、ちょっとだけ大胆になってみる。

年間3 年間3 年間3

■：架装部位

メタル調〈BEHU〉

ライン〈BEKU〉チェッカー〈BEJU〉

設定  Xシリーズ全車、除くマッドガード（フロントセット/リヤセット）付車

013 エアロパーツセット
 ［お得なセット価格］ 111,100円（消費税込み） ▶  99,000円（消費税抜き90,000円） 2.1H〈P01U〉

014＋015＋016  のセット

016 021 015

014

019

018　026

017

022 026 017

015027

06PA SSO



017  リヤクォーターデカールについては   P08参照
022  カラードリヤワイパー、   026  カラードアンテナ、
027  ドアハンドルガーニッシュについては   P09参照

018 019 020 021

022

021 バックドアガーニッシュ
      （クロムメッキ） 年間3

27,500円（消費税抜き25,000円）0.3H〈P2A5〉

水平基調のデザインがリヤまわりをシャープに
見せます。　材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 除くクロムメッキパック、ブラックメッキパック、
リヤコンビネーションランプガーニッシュ（クロム
メッキ・ブラックメッキ）付車
※ バックドアデカール（エアロ）と同時装着する場合はバックドア
デカール（エアロ）を先に取り付けてください。

022 カラードリヤワイパー 年間3

8,580円（消費税抜き7,800円）0.3H

設定リバース連動間欠リヤワイパー（標準・メーカー
オプション）付車

Photo: X“L package”（2WD）。ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉。ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。エアロパーツセット、
リヤクォーターデカール（メタル調）、LEDフォグランプ（リングイルミ付・ブルー）、ドアハンドルガーニッシュ（メッキ調）、フードガーニッシュ（クロムメッキ）、

バックドアガーニッシュ（クロムメッキ）、カラードリヤワイパー（パールホワイト）、カラードアンテナ（パールホワイト）を装着しています。 ※写真の色や照度は実際とは異なります。

ACTIVE  STYLE

年間3年間3

020 フロントガーニッシュ （クロムメッキ）

19,800円（消費税抜き18,000円）0.3H〈L1DG〉

材質：樹脂（ABS）＋メッキ　設定 Xシリーズ全車

年間3

マゼンタ〈L9D1〉 パールホワイト〈L9B7〉

ホワイト ブルー

019 フードガーニッシュ （クロムメッキ）

33,000円（消費税抜き30,000円）0.3H     〈L1ET〉

ウイングマークのようなガーニッシュが、フロントマスク
をカッコよく演出します。
材質：樹脂（ABS）＋メッキ　設定 Xシリーズ全車

018 LEDフォグランプ（リングイルミ付）

50,050円（消費税抜き45,500円）1.3H

ホワイト〈DCPU〉、ブルー〈DCNU〉

車幅灯（ポジションランプ）に連動して、フォグランプ外周
リング部が発光。 車両をドレスアップします。  
色：ホワイト、ブルー
設定 Xシリーズ全車、除くLEDフロントフォグランプ
（メーカーオプション）付車
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※リング部の光量は均一ではありません。

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。  

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。

■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。 07PA SSO



023 フードデカール
8,250円（消費税抜き7,500円）0.5H

エクステリアに個性的なアクセントをプラスし、
フロントフェイスを演出します。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）　　　　
設定 MODAシリーズ全車

024 ルーフデカール
6,600円（消費税抜き6,000円）0.8H

ルーフにこだわりのアクセントを加え、
エクステリアを演出します。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定 MODAシリーズ全車

023

ライン〈S0PB〉チェッカー〈S0PA〉 ライン〈S0RB〉チェッカー〈S0RA〉

 Exterior     For  PA SSO X  Ser ies &  PA SSO  MODA  Ser ies

 “MODA”Series

Coordinate

03

マゼンタ

シルバー

遊び心を思う存分。デカールで、カラーで、自分らしさを楽しもう。

年間1 年間1

チェッカー ライン メタル調チェッカー

024

025 サイドエンブレム
6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H〈S0J1〉

ワンポイントのチェッカーがサイドビューを
スポーティに仕立てます。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

017 リヤクォーターデカール
17,600円（消費税抜き16,000円）0.4H

サイドからリヤをスタイリッシュに演出するデカール。
3タイプのデザインから選べます。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

017 025

メタル調〈BEHU〉

ライン〈BEKU〉チェッカー〈BEJU〉

年間3

年間3

チェッカー ライン ライン

Photo: MODA（2WD）。ボディカラーはブライトシルバーメタリック〈S28〉。LEDフロントフォグランプ、165/65R14タイヤ＆14×5Jアルミホイール（センターオーナメント付）はメーカーオプション。フードデカール（ライン）、ルーフ
デカール（ライン）、リヤクォーターデカール（ライン）、ドアミラーカバー（マゼンタ）、カラードリヤワイパー（マゼンタ）、カラードアンテナ（マゼンタ）、ドアハンドルガーニッシュ（マゼンタ）、アルミホイールデカールを装着しています。

■：架装部位

023

026

022
027

012

024
009

017

017

026

08PA SSO



 “MODA”Series

Coordinate

パールホワイト

ダークエメラルドマイカ

ACCENT  STYLE

027 ドアハンドルガーニッシュ
6,600円（消費税抜き6,000円）0.4H

車両の質感を高める、メッキ調とワンポイント
の差し色が魅力のマゼンタから選べます。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

022 カラードリヤワイパー
8,580円（消費税抜き7,800円）0.3H

後ろ姿にアクセントを加えるワイパー。カラードアン
テナと同色でカラーコーディネートができます。　
設定 リバース連動間欠リヤワイパー（標準・メーカー
オプション）付車

009 ドアミラーカバー
5,500円（消費税抜き5,000円）0.5H

材質：樹脂（ABS）

026 カラードアンテナ
18,150円（消費税抜き16,500円）0.2H

スタイリッシュなデザインのアンテナカバー。リヤ
ワイパー同色設定でカラーコーディネートができます。

012 アルミホイールデカール
１台分 （4枚入） 

11,000円（消費税抜き10,000円）0.8H〈H1BA〉

足元に赤のアクセントを。スポーティさとカッコよさを
際立たせます。　材質：樹脂（ハイボスカル）
設定 14インチアルミホイール（標準・メーカーオプション）付車

012 009 022 026 027

マゼンタ〈L9C4〉

マゼンタ〈L9D1〉
マゼンタ〈R8JQ〉

パールホワイト〈L9C3〉

パールホワイト〈L9B7〉
メッキ調〈R8JP〉

年間3

年間3

年間3

年間3

年間3

カッパー〈K8GG〉ブラック〈K8DQ〉

マゼンタ〈K8DN〉

レッド〈K8GH〉

パールホワイト〈K8DM〉

［MODA専用色］

マゼンタ マゼンタ マゼンタ マゼンタ

※ボディ同色との組み合わせはできません。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

Photo: MODA“G package”（2WD）。ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×ダークエメラルドマイカ〈G58〉［XE3］はメーカーオプション。ドレスアップパッケージ、
パノラミックビュー対応ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。フードデカール（チェッカー）、ルーフデカール（チェッカー）、リヤクォーターデカール（チェッ
カー）、サイドエンブレム、ドアミラーカバー（パールホワイト）、カラードリヤワイパー（パールホワイト）、カラードアンテナ（パールホワイト）、ドアハンドルガーニッシュ（メッキ調）
を装着しています。

026

017

026

025

027

■：架装部位

023

022

017

024
009

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。  

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。

■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。 09PA SSO



034 035031030

年間3
030 ヘッドランプ
       ガーニッシュ 年間3
クロムメッキ

25,300円（消費税抜き23,000円）0.8H

ブラックメッキ

30,800円（消費税抜き28,000円）0.8H

材質：樹脂（ABS）＋メッキ  
設定  MODAシリーズ全車

※ フードデカール（エアロ） と同時装着する場合は
フードデカール（エアロ）を先に取り付けてください。 ※ バックドアデカール（エアロ） と同時装着する場合は

バックドアデカール（エアロ）を先に取り付けてください。

031 リヤコンビネーションランプ
       ガーニッシュ 
クロムメッキ

25,300円（消費税抜き23,000円）0.8H

ブラックメッキ

30,800円（消費税抜き28,000円）0.8H

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定  MODAシリーズ全車、除くバックドア
ガーニッシュ付車

034 フォグランプ
       ガーニッシュ 年間3

クロムメッキ

27,500円（消費税抜き25,000円）0.4H

ブラックメッキ

33,000円（消費税抜き30,000円）0.4H

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定  MODAシリーズ全車

035 リヤリフレクター
       ガーニッシュ 年間3

クロムメッキ

27,500円（消費税抜き25,000円）0.6H

ブラックメッキ

33,000円（消費税抜き30,000円）0.6H

材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定  MODAシリーズ全車

ブラックメッキ〈L1SH〉
ブラックメッキ〈L3L3〉 ブラックメッキ〈K15G〉 ブラックメッキ〈P3GG〉

クロムメッキ〈L1SG〉
クロムメッキ〈L3L2〉 クロムメッキ〈K15F〉 クロムメッキ〈P3GF〉

 Exterior    04
メッキの上品コーディネートで、エレガントにスタイルアップ。

 For  PA SSO X  Ser ies &  PA SSO  MODA  Ser ies

設定  MODAシリーズ全車、除くバックドアガーニッシュ付車 設定  MODAシリーズ全車

設定  MODAシリーズ全車、除くバックドアガーニッシュ付車 設定  MODAシリーズ全車

028 クロムメッキパック 032 アンダークロムメッキパック

029 ブラックメッキパック 033 アンダーブラックメッキパック

030＋031  のセット 034＋035  のセット

030＋031  のセット 034＋035  のセット

 ［お得なセット価格］ 50,600円（消費税込み） ▶ 45,100円（消費税抜き41,000円） 1.6H〈L2CA〉  ［お得なセット価格］  55,000円（消費税込み） ▶ 49,500円（消費税抜き45,000円） 1.0H〈L2CC〉

 ［お得なセット価格］  61,600円（消費税込み） ▶ 55,000円（消費税抜き50,000円） 1.6H〈L2CB〉  ［お得なセット価格］  66,000円（消費税込み） ▶ 59,400円（消費税抜き54,000円） 1.0H〈L2CD〉

ブラックメッキ メッキクロムメッキ メッキクロムメッキ クロムメッキ クロムメッキ

10PA SSO



036 008 037 038　

036　　フロントグリルガーニッシュ
クロムメッキ

30,800円 （消費税抜き28,000円）0.7H

ブラックメッキ

36,300円 （消費税抜き33,000円）0.7H

大型のブラックグリルを縁取るメッキガーニッシュ
が、フロントフェイスにエレガントな表情を与えます。
材質：樹脂（ABS）＋メッキ
設定 MODAシリーズ全車

008 フロントグリルルーバーガーニッシュ
14,850円（消費税抜き13,500円）0.4H

ブラックグリルに煌めきのアクセントを加えるだけ
で、フロントの印象が大きく変わります。
材質：樹脂（ABS）＋メッキ塗装　
設定 MODAシリーズ全車

037 サイドピンモール（メッキ調）

15,400円（消費税抜き14,000円）0.6H〈G1E3〉

フロントからリヤへまっすぐに伸びるピンモールが、
クラシカルでエレガントな雰囲気を演出します。
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）＋メッキ調フィルム
設定 MODAシリーズ全車、除くドアエッジプロ
テクター（メッキ調）付車

038 サイドガーニッシュ（クロムメッキ）

44,000円（消費税抜き40,000円）0.8H〈G1GT〉

上品な煌めきでクラスアップ感を創出。低重心
な印象も演出できるアクセサリーパーツです。
材質：樹脂（ABS）＋メッキ調フィルム
設定 除くドアエッジプロテクター（メッキ調）付車

ブラックメッキ〈L2G3〉

シャイニングレッド〈L2G5〉

クロムメッキ〈L2G4〉

クロムメッキ〈L2G6〉

ELEGANT  STYLE

年間3 年間3

年間3

年間3

■：架装部位

Photo: MODA“G package”（2WD）。ボディカラーはブラックマイカメタリック〈X07〉。ドレスアップパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。
クロムメッキパック、アンダークロムメッキパック、フロントグリルガーニッシュ（クロムメッキ）、フロントグリルルーバーガーニッシュ（クロムメッキ）、サイドピンモール（メッキ調）、

サイドガーニッシュ（クロムメッキ）を装着しています。　※写真の色や照度は実際とは異なります。

038
034 037

008

030
031

036

035038

クロムメッキ クロムメッキ

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。  

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。

■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。 11PA SSO



301 ハイグロスウイングガーニッシュ（メッキ調）
37,400円（消費税抜き34,000円）0.8H〈WB34〉

材質：樹脂（ABS）
設定 MODAシリーズ全車

302 レイヤードウイングガーニッシュ   
（メッキ調）
36,300円（消費税抜き33,000円）0.7H〈WB31〉

材質：樹脂（ABS、PPE）
設定 MODAシリーズ全車
※トヨタフロントエンブレムを取り外しての装着となります。

303 サイドドアガーニッシュ（メッキ調）
36,300円（消費税抜き33,000円）1.5H〈WB32〉

材質：樹脂（ABS）

304 ドアハンドルプロテクター
6,600円（消費税抜き6,000円）0.5H〈WB33〉

材質：樹脂（ハイボスカル）

312 LEDライセンスランプ
8,800円（消費税抜き8,000円）0.5H〈WB73〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

304301 302 303

■：架装部位

306

305 303

302

304
302

301

301

Photo（左）: MODA（2WD）。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。LEDフロントフォグランプはメーカーオプション。ハイグロスウイングガーニッシュ（メッキ調）、レイヤード
ウイングガーニッシュ（メッキ調）、サイドドアガーニッシュ（メッキ調）、ドアハンドルプロテクター、シートカバー（フロント用）、14インチ アルミホイールセットを装着しています。
Photo（右）：MODA“G package”（2WD）。 ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×ファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉［X96］はメーカーオプション。ドレスアップパッケージ、パノラミック
ビュー対応ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。ハイグロスウイングガーニッシュ（メッキ調）、レイヤードウイングガーニッシュ（メッキ調）、サイドドアガーニッシュ（メッキ調）、ドアハンドル
プロテクター、15インチ アルミホイールセットを装着しています。  ※写真の色や照度は実際とは異なります。

 Exterior    05
カッコよく、美しく。ただようのは凜とした存在感。

  For  PA SSO X  Ser ies &  PA SSO  MODA  Ser ies　　　

12PA SSO



＊1.アルミホイールセットの価格にはナット、センターキャップ、バルブも含まれます。
＊2.タイヤは標準装備されているものを使用。
＊3.SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシール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
シートカバーおよびモデリスタ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およびモデリスタ
パーツ以外を使用すると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。

305 14インチ アルミホイールセット＊1＊2

44,000円（消費税抜き40,000円）2.2H〈WB01〉

MODELLISTA SpinAir Ⅱ 〈ガンメタリック×ポリッシュ〉   
サイズ：14×5.5J　設定 14インチホイール付車

306 15インチ アルミホイールセット＊1＊2

49,500円（消費税抜き45,000円）2.2H〈WB02〉

MODELLISTA SpinAir Ⅱ 〈ガンメタリック×ポリッシュ〉　
サイズ：15×5.5J
設定 MODA“G package”ドレスアップパッケージ
（メーカーパッケージオプション）付車

307 インテリアパネルA（アッパーボックス部2点セット）
16,500円（消費税抜き15,000円）0.4H アッシュウッド調〈WB42〉、ピアノブラック調〈WB41〉

材質：樹脂（アクリル）　設定 MODAシリーズ全車

308 インテリアパネルB
　   （ドアトリム部2点セット）
18,700円（消費税抜き17,000円）0.5H

アッシュウッド調〈WB44〉、ピアノブラック調〈WB43〉

材質：樹脂（アクリル）

313 後席用LEDルームランプ （ドア開閉連動、左右2点セット）
14,300円（消費税抜き13,000円）1.8H〈WB71〉

後席用のルームランプを設定。ドアの開閉に連動し、LEDのクリアな光が後席を明るく
照らします。　※写真の色や照度は実際とは異なります。

309 シートカバー（フロント用）
44,000円（消費税抜き40,000円）0.7H〈WB51〉

明るくモダンなホワイト×ブラウンのシート表皮をシート
バックにも採用。オレンジ色のステッチ、スエードのキルティング
など上質でファッション性の高いあしらいが、特別感のある
インテリア空間を創出します。助手席シートバックポケット付。
材質：ポリエステル、ポリ塩化ビニル
設定 除くMODA“G package”ドレスアップパッケージ（メーカー
パッケージオプション）付車、  XのSRSサイドエアバッグ＋SRS
カーテンシールドエアバッグ（メーカーオプション）無車

313

312

■ 後席取付位置　  

307

309

308

307

308 308

305

306

※写真は14インチアルミホイールセット

※ホワイト生地には防汚加工を施し
ました。

ステッチ、
キルティング部アップ

■：装着部位

SRSサイド
エアバッグ
対応＊3

アッシュウッド調 アッシュウッド調

ピアノブラック調 ピアノブラック調

 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。  

■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。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。 13PA SSO



Photo: MODA（2WD）。ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×ファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉［X96］はメーカーオプション。LEDフロントフォグランプはメーカーオプション。フォグランプガーニッシュ、
フードガーニッシュ、フェンダーガーニッシュ、ホイールアーチステッカー、サイドガーニッシュ、バックドアガーニッシュ、14インチアルミホイールセットを装着しています。 ＊ 002フロントスポイラー、003 サイドマッドガード

（ブラック）、004リヤバンパースポイラー、009ドアミラーカバー（ブラック）、036 フロントグリルガーニッシュ（クロムメッキ）はトヨタ純正用品の取り扱い商品であり、TRDパーツではありません。それぞれ保証期間等
が異なりますので、トヨタ純正用品についてはP04、P09、P11をご覧ください。

501 502 503 504

 Exterior    06
大人のクールスタイル。小粋なヨーロピアン・スポーティ。

  For  PA SSO X  Ser ies &  PA SSO  MODA  Ser ies

■：架装部位

002

004
003

502505506

003501

508
505

009

503

503

504

508

504

504 ホイールアーチステッカー
11,000円（消費税抜き10,000円）1.0H

〈VAF3〉

色：ブラック
材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  除くサイドデカール（エアロ）
006  付車

501 フォグランプガーニッシュ
41,800円（消費税抜き38,000円）0.7H

〈VAD1〉

色：ブラックマイカメタリック〈X07〉+メッキ調
材質：樹脂（PPE）
設定  MODA、 除くフォグランプガーニッ
シュ 034  付車

502 フードガーニッシュ
22,000円（消費税抜き20,000円）0.3H

〈VAA2〉

色：メッキ調　材質：樹脂（PPE）
設定  MODA、 除くフードデカール（エアロ） 
005  、フードデカール 023  付車

503 フェンダーガーニッシュ
8,800円（消費税抜き8,000円）0.5H

〈VAE1〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  除くサイドピンモール（メッキ調）
037  付車

14PA SSO



505 506 507 509 508

509 プッシュスタートスイッチ
15,400円（消費税抜き14,000円）0.3H〈VCJ1〉

TRDロゴ入りのプッシュスタートスイッチです。
ボタン色：レッド

SELECTION

508 14インチアルミホイールセット＊1＊2

１台分 44,000円（消費税抜き40,000円）2.2H〈VR41〉

weds RIZLEY ZM
サイズ：14×5.0J
設定  14インチ ホイール付車
＊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。

507 フューエルキャップガーニッシュ
1,100円（消費税抜き1,000円）0.1H〈VC26〉

※写真は当該車両とは異なります。

506 バックドアガーニッシュ
7,700円（消費税抜き7,000円）0.4H〈VAL2〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）

505 サイドガーニッシュ
18,700円（消費税抜き17,000円）1.0H〈VAG3〉

材質：樹脂（ポリ塩化ビニル）
設定  除くドアエッジプロテクター（樹脂製） 101  、
ドアエッジプロテクター（メッキ調） 102  付車

TRD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。

1年間2万km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
■ 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。 15PA SSO



W O O D

041 革巻ステアリング 年間3   
18,700円（消費税抜き17,000円）0.9H〈B5S3〉

上質な革でステアリングを装飾。握り心地も見栄え
もワンランクアップさせます。　色：ブラック
設定 除くMODA“G package”
※商品はステアリング部のみです。

042 ステアリングカバー（高機能タイプ・ブラック） 年間3  
5,940円（消費税抜き5,400円）〈B6A3〉

「夏の炎天下の熱さ、冬の朝の冷たさを和らげる表皮」クオーレモジュ
レ®採用の高機能ステアリングカバーです。
※クオーレモジュレ®はセーレン株式会社の登録商標です。

043 ステアリングカバー（ホワイト） 年間3  
2,640円（消費税抜き2,400円）〈B6A4〉

039

040

041 043042

商品部位

Photo：X“L package”。ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。オーディオレスカバーは販売店装着オプション。インテリアパネルセット（マゼンタ）、
インテリアアッパーパネルセット（マゼンタ）、革調シートカバー（ブラック）、革巻シフトノブ、フロアマット（デラックスタイプ）を装着しています。 　

※写真はMODA ※写真はMODA ※写真はMODA

18,480円（消費税抜き16,800円）0.2H

シンプルなインストルメントパネルにマゼンタカラーで
アクセントを。インテリアのイメージが一新します。
材質：樹脂（PC＋ABS）

49,500円（消費税抜き45,000円）0.5H

センスに合わせて5種類から選べます。
材質：樹脂（アクリル）
設定 除くX

040 インテリアアッパーパネルセット  年間3

039 インテリアパネルセット  年間3

INTERIOR

P I A N O  
B L A C K

CARBON MAGENTA

MAGENTA

COPPER

マゼンタ〈B5TB〉

のセット ＋

インテリア
パネルセット

革巻シフトノブ

革調シートカバー

フロアマット
（デラックスタイプ）

5 タイプから選 べる
おすすめの
パネルセット

アクセントカラーの
マゼンタパネル

P A S S Oだからできる
おすすめコーディネート

■

 
インテリアパネル
装着部位

039

040

039

のセット 
Front Rear

＋ ＋

ウッド調〈B4US〉

カーボン調〈B4UT〉

ピアノブラック調〈B4UQ〉

カッパー〈B4V1〉マゼンタ〈B4UR〉

インテリアアッパー
パネルセット

16PA SSO



ロゴアップ

047046

ズボンの
すそが濡れ
にくい
段差構造

フロアに
水がこぼれ
にくい
約40mm
の縁高形状

約40mm

048 革調シートカバー＊3 

1台分 49,500円（消費税抜き45,000円）1.0H
ブラック〈A8A5〉、ホワイト〈A8E9〉

高級感が漂うシートカバー。ダブルステッチがスポーティ感を際立
たせます。難燃性・耐光性・表面摩擦強度を考慮したジャストフィット
仕様です。　色：ブラック、ホワイト
材質： 【天板部・背裏・マチ部】ポリ塩化ビニル
※写真は当該車両とは異なります。

049 簡単脱着＆洗えるシートクロス＊3 年間3

1台分 37,400円（消費税抜き34,000円）ブラック〈B0B2〉、ベージュ〈B0B3〉

簡単に取り外しでき、汚れても洗濯することができます。　
色：ブラック、ベージュ　材質：ウレタン
※写真は当該車両とは異なります。

050 革巻シフトノブ 年間3

6,600円（消費税抜き6,000円）0.2H〈B7EB〉

握り心地も見栄えもワンランクアップする、本革仕様です。
設定 除くドレスアップパッケージ（メーカーパッケージオプション）付車

＊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。　
＊2.他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

＊3.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。 
＊4.SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシール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およびモデリスタ
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およびモデリスタパーツ以外を使用すると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。

050049

048

044 フロアマット（デラックスタイプ）＊1 ＊2 

1台分27,500円（消費税抜き25,000円）〈K612〉

毛足の長いラグのように柔らかさと弾力性を備えた上質なフロア
マット。車名ロゴはメタルネーム（運転席＆助手席）付きです。抗ウイ
ルス、抗アレル物質、抗菌、防臭の機能を持った「ペンタゴンスター5」
を付与。　色：グレージュ　材質：ポリプロピレン
※コンソールボックスを同時装着する場合は、フロントセンターは取り外しとなります。

設定 Xシリーズ全車

045 フロアマット（MODA）＊1 ＊2 

1台分27,500円（消費税抜き25,000円）〈K611〉

デザイン性と機能を兼ね備えたMODA専用デザイン。MODAの
刺繍ロゴがアクセントに。抗ウイルス、抗アレル物質、抗菌、防臭の
機能を持った「ペンタゴンスター5」を付与。　
色：ダークグレー　材質：ポリプロピレン
※コンソールボックスを同時装着する場合は、フロントセンターは取り外しとなります。

設定 MODAシリーズ全車

046 フロアマット（ベーシック）＊1＊2

1台分 16,500円（消費税抜き15,000円）〈A0O0〉

インテリアにマッチしたシンプルなデザインのフロアマット。車名
タグネーム（運転席＆助手席）付きです。抗菌・消臭機能付き。
色：グレージュ、ダークグレー　材質：ポリプロピレン
※コンソールボックスを同時装着する場合は、フロントセンターは取り外しとなります。

047 スノー・レジャー用フロアマット（縁高タイプ）＊1＊2  
フロント（運転席・助手席）9,350円（消費税抜き8,500円）〈A2J6〉

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）

044

045

PASSO X  Series

PASSO MODA Series

意匠登録済

意匠登録済

■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

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。

運転席用
助手席用

ダークグレー

グレージュ

ロゴアップ

ロゴアップ

ロゴアップ

年間3

年間3

年間3

年間3

年間3

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。

ブラック

ベージュ

インテリア
パネルセット

革巻シフトノブ

革調シートカバー

フロアマット
（デラックスタイプ）

＊4＊4

SRSサイド
エアバッグ
対応＊4

SRSサイド
エアバッグ
対応＊4

インテリアアッパー
パネルセット

“PENTAGON STAR5®”は東京大学先端研と（株）富士通研究所が
共同開発した“光触媒チタンアパタイト”をカーペットに取り入れています。

※日本特許3697608号を取得。 ※“PENTAGON STAR5®”はヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。

ベーシック
「いちおし」セット

ベーシック
「いちおし」セット

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。  

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。

■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。 17PA SSO



装着後装着前

ドア開閉時

ライト部ロゴアップ

ロゴアップ

プロテクションフィルム

051 インテリアイルミネーション（2モードタイプ） ＊ 年間3

16,500円（消費税抜き15,000円）1.2H〈B9B2〉

ドアオープン時にブルーの光が足元を照らし、ドアクローズ後、ルーム
ランプと同時に消灯。ラグジュアリー感を醸し出します。夜間は
スモールランプに連動して淡く点灯し続けます。スイッチ操作で
消灯も可能。
材質：樹脂（PC）、樹脂（ABS）

052 エントリーライト＊ 年間3

15,950円（消費税抜き14,500円）1.3H〈B9J0〉

運転席、助手席のフロントピラーに高輝度白色LEDを配置。ドアを
開けると足元を明るく照らし、乗る人を優しくもてなします。

053 ドアハンドル＆ポケットイルミネーション
 （フロント） ＊ 年間3

15,400円（消費税抜き14,000円）1.4H〈B9G0〉

イグニッションONで運転席・助手席のドアハンドル、ドアポケット部
をブルーの光でライトアップ。イグニッションOFF時にも残光機能
を持っています。

054 LEDルームランプ ＊ 年間3

フロントパーソナルランプ用 3,850円（消費税抜き3,500円）0.2H 〈B9F3〉

ルームランプを標準装備のバルブから高輝度LED（2個セット）に
交換。室内がより明るくクリアに見えます。
設定 除くプラズマクラスター搭載LEDルームランプ付車
※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。 

055　　トノカバー 年間3

12,100円（消費税抜き11,000円）1.0H〈O4A0〉

荷室を目隠しし、防犯効果を高めるカバーです。
日光から荷物を守ります。　※トノカバーの上に物を置かないでください。

056 ラゲージルームランプ 年間3

8,800円（消費税抜き8,000円）1.2H〈B9K0〉

バックドアを開けると白色LEDの明るい光が点灯。
夜間の荷物の出し入れやアウトドアにも便利です。
※バックドアオープン時に点灯。　※ラゲージルームランプはラゲージルーム右側に設置。　
※写真の色や照度は実際とは異なります。　※穴あけ加工が必要となります。

057 ラゲージソフトトレイ 年間3

9,900円（消費税抜き9,000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　設定 除くラゲージトレイ付車

058 ラゲージトレイ 年間3

11,000円（消費税抜き10,000円）〈i8B0〉

濡れた荷物を気にせず積める防水タイプのトレイです。
車名ロゴ入り。　材質：樹脂（軟質オレフィン）
設定 除くトランクマット、ラゲージソフトトレイ付車

059 トランクマット（カーペットタイプ） 年間3

7,700円（消費税抜き7,000円）〈A2A0〉

汚れや傷つきから守るカーペットタイプ。水洗いも可能です。
材質：ポリプロピレン　設定 除くラゲージトレイ付車

060 プロテクションフィルム（リヤバンパー） 年間3

11,000円（消費税抜き10,000円）0.6H〈S1AL〉

荷物の積み降ろし時にリヤバンパー上部への傷つきを防ぎます。
材質：ウレタン　サイズ：L63×W738mm
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。

051

055

057

059

056

058

060

053052

054

＊写真の色や照度は実際とは異なります。

ILLUMINATION

LUGGAGE

18PA SSO



タブレット装着時 ※画面はハメ込み合成です。

閉めた状態

サクラ フローラル ポップ メタル ピュアピンク ゴールド

061 後席タブレットホルダー 年間3

24,530円（消費税抜き22,300円）〈E7R5〉

様々なサイズのタブレット端末を簡単に取り付けできるホルダー。
上下方向は無段階で角度調整（左右方向は固定）ができるので、
快適なポジションでコンテンツをお楽しみいただけます。
材質：樹脂（ABS/PC/TPE）、スチール　
取付位置：助手席ヘッドレストステー　
取付可能サイズ：高さ/約135～221mm、厚さ/約8mm（最大）　
参考タブレット端末サイズ：7.9～12.9インチ
設定 除くアシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ）付車
※取付可能サイズでも、タブレットの形状によっては取り付けできない場合がありま
す。  ※横向きでの取り付けを推奨します。※安全のため、走行中はタブレット端末を
取り外してください。  ※商品にタブレット端末は含まれません。   
※写真は当該車両とは異なります。

062 プラズマクラスター搭載LEDルームランプ
22,000円（消費税抜き20,000円）0.3H〈104N〉

高濃度プラズマクラスターの効果により車内のウイルス・カビ菌・
アレル物質・タバコなどの臭いを分解・除去します。また、保湿作用
により美肌効果も発揮します。LED照明付。　色：グレー
設定  除くLEDルームランプ（フロントパーソナルランプ用）付車　
※写真の色や照度は実際とは異なります。　

063 IR（赤外線）カットフィルム
　　（リヤサイド・バックガラス） 年間3

15,400円 （消費税抜き14,000円）1.9H クリア〈F0F3〉、スモーク〈F0F4〉

真夏の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です。　
色：クリア、スモーク

064 コンソールボックス  年間3

7,150円（消費税抜き6,500円）〈E7A0〉

運転席と助手席の間を小物入れスペースとして有効活用。前後
位置の調整ができる間仕切りと、蓋部（前後2分割の開閉可能）ファ
スナー付きです。　色：ブラック
※フロアマット（販売店装着オプション）のフロントセンターは取り外しとなります。

065 シリコンマット  年間3

8,250円（消費税抜き7,500円）〈D2A9〉

スマートフォンなどの小物を置いておくのに便利な滑り止めマットです。
“X”シリーズ全車は3枚セット、“MODA”シリーズ全車は2枚セット。

066 キーケース 保証なし　
3,740円（消費税抜き3,400円）

キャメル〈B1JA〉、ダークグリーン〈B1JB〉、ブラック〈B1JC〉

TOYOTAロゴプリント入り。
色：キャメル（金具色：スモークブラス系色）、ダークグリーン
（金具色：スモークブラス系色）、ブラック（金具色：クローム色）　
材質：牛革　サイズ：L80×W63×H25mm

067 キーカバー 保証なし　
2,200円（消費税抜き2,000円）

サクラ〈B1HA〉、フローラル〈B1HB〉、ポップ〈B1HC〉、メタル〈B1HD〉
ピュアピンク〈B1HE〉、ゴールド〈B1HF〉

※電子カードキーは付属しません。

068 スカッフプレート（ステンレス） 年間3  
1台分 （2枚） 9,900円（消費税抜き9,000円）0.2H〈G1DU〉

069 インナーミラーカバー（カーボン調） 年間3

9,900円（消費税抜き9,000円）0.2H〈GCQU〉

インテリアにこだわる方へ。カーボン調のスタイリッシュなカバー
です。　材質：樹脂（アクリル）

061

062

064

066

063

065

067

069068

 
プラズマクラスターで
車内を快適空間に

POINT 1

 
LEDルームランプで
明るい室内
■  省電力で明るさは約2倍
■  純正らしいすっきりした見栄え

POINT 2

※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。

紫外線　約99％カット

赤外線　約74％カット（クリア）  約53％カット（スモーク）　

透過率 約87％（クリア） 約35％（スモーク）

PASSO  X  Series

PASSO  MODA  Series

キャメル ダークグリーン ブラック

年間3

COMFORT

約135～221mm
まで調整可能

※写真のフィルムはクリア。

IR（赤外線）カット
フィルム貼付位置

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。  

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。

■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。 19PA SSO



070 ひと目でスイッチラベル  年間3

2,200円（消費税抜き2,000円）0.2H〈C3J8〉

見やすい配色と日本語が表記されたラベルを、ヒーターコントロール
パネルに装着することで、エアコンスイッチの操作性をひと目で
分かりやすく向上させます。
設定 除くX

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/

072＋073  のセット   ［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〉

072  アシストグリップ（シンプルタイプ） 年間3

6,270円（消費税抜き5,700円）〈F7PF〉

柔らかい感触のグリップで長時間の乗車でも使いやすく、
乗車中の不安定な姿勢をサポートします。
材質：【表皮】ポリエステル　取付位置：運転席/助手席ヘッドレスト部
※写真は当該車両とは異なります。

073 回転クッション 年間3

16,500円（消費税抜き15,000円）〈B0EC〉

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、リヤ左右席　※写真は当該車両とは異なります。

安心ドライブパッケージ 年間3071

070

072 073

装着前 装着後

カラーと日本語表記で分かりやすい！

柔らかい感触のグリップ
お子様からご高齢の方まで
握りやすいグリップの太さ
長時間のドライブや
乗り降りも安心

カラダの向きを
簡単に変えられる

腰や足への負担が少ない

ここが、うれしい ! ここが、うれしい !
，， ，，，， ，，

＊1.助手席に取り付けてご使用ください。アシストグリップを付けた状態でシートポジションを変更する際には、十分注意して操作してください。ポジション
によってはシートと干渉したり、シートが起き上がらない場合があります。その場合はアシストグリップを取り外してからシート操作を行ってください。 

076 077

肩を
上にあげずに握れる！

走行
時の姿勢維持がラク！

076＋077  のセット   ［お得なセット価格］ 

21,340円（消費税込み） ▶17,600円（消費税抜き16,000円）〈CGMU〉

設定  アシストグリップ（リヤ左右席）〈標準・メーカーオプション〉
付車、除く後席タブレットホルダー付車

076 アシストグリップ（つり革タイプ） 年間3

4,840円（消費税抜き4,400円）〈F7PC〉

車両の回転式アシストグリップに取り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：リヤ左右席（アシストグリップ）
設定 アシストグリップ（リヤ左右席）〈標準・メーカーオプション〉
付車　※写真は当該車両とは異なります。

077 アシストグリップ（ヘッドレスト取付タイプ） ＊1
 

16,500円（消費税抜き15,000円）〈F7PM〉

シートへの乗り降りをサポートし、乗車中、カーブなどで上体が
不安定になりそうな時、両手で身体を支えることができ安心です。
色：グレー　材質： 樹脂（TPE）、樹脂（ABS）　
取付位置：助手席ヘッドレスト部
設定 除く後席タブレットホルダー付車
※写真は当該車両とは異なります。

同乗者サポートパッケージ 年間3075

年間3

20PA SSO



085 フェンダーランプ（デザインタイプ） 年間3

13,200円（消費税抜き12,000円）0.5H〈K2G1〉

ドライバーの見やすい高さに無段階で手動調整可能。夜間はスモール
ランプに連動してブルーに点灯します。　
ポールの長さ：約410～500mm（MODAシリーズ）/
約140～500mm（Xシリーズ）  
※写真の色や照度は実際とは異なります。　※写真はMODA“G package”

086 レインクリアリングブルーミラー 年間1

13,200円（消費税抜き12,000円）0.2H〈K8GC〉

ミラー表面の親水処理を行い、視認性を向上。
太陽光により親水性の回復および自己回復機能が持続します。

087 リモートスタート（キーフリーシステム付車） 年間3

47,300円（消費税抜き43,000円）0.6H〈M61N〉

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】L74×W34×H16mm、  【リモコンアンテナ部】
65mm（伸長時）　
設定 除くオートアラーム（ベースキット・非多重）付車

103 リヤフォグランプ 年間3   
24,200円（消費税抜き22,000円）1.1H  〈KD1F〉

設定 寒冷地仕様（メーカーオプション）付車、除くMODAシリーズ
のリヤバンパースポイラー付車   ※写真はX。 

081　ランバーサポートクッション（汎用タイプ） 年間3

運転席用 32,450円（消費税抜き29,500円）〈B0EA〉

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　※写真は当該車両とは異なります。

082 サイドサポートパッド（汎用タイプ） 年間3

20,900円（消費税抜き19,000円） 〈B0EB〉

パッドが身体を両サイドから支えて、乗車中の横ゆれを軽減し
ます。パッドはお好みの位置に上下スライドできます。
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：リヤ左右席
※写真は当該車両とは異なります。 

083 携帯トイレ（簡易セット） 年間1

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。

　　　

087

装着時 非装着時

086085

伸長時 収縮時

無
段
階
調
整
可
能

081 082

083

セット内容
＊3　

＊3

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

❸

❼

❺

❶

❷

❻

❹

［ワンタッチ便器サイズ（組立時）］
天面275×260mm・底面300×260mm・
高さ100mm
＊3 ワンタッチ便器は繰り返しご使用になれます。

SRSサイド
エアバッグ
対応

 エクスジェル部イメージ図

※エクスジェル®は株式
会社加地の登録商標です。

＊2.SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシール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およびモデリスタ
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およびモデリスタパーツ以外を使用すると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。

DRIVING SUPPORT

079＋080  のセット   ［お得なセット価格］ 

10,670円（消費税込み） ▶  6,600円（消費税抜き6,000円）0.6H〈CGNU〉

079 バックドアストラップ 年間3

4,510円（消費税抜き4,100円）0.6H〈J1JE〉

背伸びをしなくてもストラップを引っ張れば、小柄な方でもラク
ラクバックドアが閉められます。　材質：ポリエステル　
※写真は当該車両とは異なります。また、写真はバックドア向かって右側への
取付となっておりますが、パッソは左側への取付となります。

080 シートベルトパッド 年間3

6,160円（消費税抜き5,600円）〈B0E5〉

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　※写真は当該車両とは異なります。

運転者サポートパッケージ 年間3078080079

閉める
動作がラク！

ラクに装着できる！

イメージ図

 サポートパッド部＊2＊2

詳しくは
こちらを
Check！

■使用時には周囲の安全を十
分ご確認の上ご使用ください。　
■一般公道上や閉め切った場
所でのご使用はおやめくださ
い。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。）　
※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。
※アンテナ部はインパネ内に装
着します。

103

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。  

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。

■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。 21PA SSO



094 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

095 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）

096 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

094

096

095　

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。

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）

チャイルドシートとして使用 チャイルドシートとして使用

★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尋ねください。　★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。

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）

094 NEO G-Child 
　　baby

シートベルト × ○ × 後向き

シートベルト      ▲★2 ○ × 前向き

095  NEO G-Child 
　　  ISO leg★1

ISO FIX × ○ × 後向き

ISO FIX × ○ × 前向き

096 ジュニアシート シートベルト      ▲★2 ○ × 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

カジュアル ナチュラル モダン

SECURITY & EMERGENCY

FOR CHILDREN
年間3

年間3

年間3

088 オートアラーム（ベースキット・非多重）

38,500円（消費税抜き35,000円）1.2H〈M6LD〉

長時間の駐車や夜間など、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。
設定 除くリモートスタート（キーフリーシステム付車）付車

091  車載防災セット 年間1 　
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ができます。
※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。

093  レスキューマンⅢ（ハンマー＆カッター） 年間3 　　
2,530円（消費税抜き2,300円）〈77P2〉

092  三角表示板  年間3

2,750円（消費税抜き2,500円）〈77R0〉

090

❸

⓬

❼

❾ ❿

❺

❶ ❷

❻

091

❽

❹

⓫ 

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）

092 093

089

ロゴアップ ロゴアップ

年間3

089  デラックス
［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〉

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＊1。
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

090  ベーシック
［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〉

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＊1。
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
＊1. 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。

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

年間3

年間3

【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。 

088

● 詳しい商品の機能に関しては販売店におたずね
ください。　※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。

警告ステッカー※インジケーター
（インパネ上）

ベーシック
「いちおし」セット

22PA SSO



097 サイドバイザー（RVワイド）＊1 年間3

1台分 16,500円（消費税抜き15,000円）0.3H〈K610〉

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。

098 フルシートカバー＊2 年間3

1台分 25,300円（消費税抜き23,000円） 0.5H ブラック〈A6G6〉、ベージュ〈A6G7〉
撥水加工により、飲みこぼしなどの汚れも簡単に拭き取り可能です。
車名ロゴ入り。　色：ブラック、ベージュ　材質：ポリエステル
※写真は当該車両とは異なります。 

099 ハーフシートカバー（デラックスタイプ）＊2 年間3

1台分 8,800円（消費税抜き8,000円）0.2H〈A7E0〉

車名ロゴ入り。　材質：ポリエステル

100 シートエプロン 年間3

1席分 11,000円（消費税抜き10,000円）〈B0A2〉

吸水・速乾性に優れており、濡れたまま座ってもシートを濡らしません。
色：グレー　材質：ポリエステル

101 ドアエッジプロテクター（樹脂製） 年間3

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〉

ドアの開閉時に傷つ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、レッドマイカメタリック、
ダークグリーンマイカメタリック、 ダークブルー
※1台分はフロント・リヤそれぞれ1セットずつ必要となります。　
※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。

102 ドアエッジプロテクター（メッキ調） 年間3

1台分 8,580円（消費税抜き7,800円）0.4H〈K6B1〉

設定 除くサイドピンモール（メッキ調）、サイドガーニッシュ
（クロムメッキ）付車
※サイドデカール（エアロ） と同時装着する場合はサイドデカール（エアロ）を先に取り
付けてください。

104 マッドガード（フロントセット/リヤセット） 年間3

フロントセット6,050円（消費税抜き5,500円）0.2H〈K4B1〉

色：全ボディカラー対応　設定 除くサイドマッドガード付車　
リヤセット8,250円（消費税抜き7,500円）0.2H

MODAシリーズ〈K4BF〉、 Xシリーズ〈K4D0〉

色：全ボディカラー対応　設定 除くリヤバンパースポイラー付車

105 カーカバー（防炎タイプ/ドアミラー用） 年間1

17,600円（消費税抜き16,000円）〈K7BD〉

（財）日本防炎協会認定生地を使用。　材質：ポリエステル

106 ワンタッチ合金鋼チェーン（ラダータイプ） 保証なし
15,840円（消費税抜き14,400円）〈V1D0〉
■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。

109 スタートボタンカバー（レッド） 年間3

1,100円（消費税抜き1,000円）0.2H〈B4UB〉

目を惹くワンポイントドレスアップ。 ※写真は当該車両とは異なります。

BASIC

ロゴアップ

＊1.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。　＊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＋SRSカーテンシール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およびモデリスタ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
およびモデリスタパーツ以外を使用すると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。

097

109

ブラック

ベージュ

ロゴ位置

ロゴアップ

フロント

099 100

102

098

ロゴアップ

101

105 106

104

SRSサイド
エアバッグ
対応＊3

SRSサイド
エアバッグ
対応＊3

ベーシック「いちおし」セット 044 フロアマット（デラックスタイプ）、045 フロアマット（MODA）▶︎ P.17をご参照ください

044 フロアマット（デラックスタイプ）

045 フロアマット（MODA）

51,260円（消費税込み） ▶  50,710円（消費税抜き46,100円）0.3H〈EDRU〉

設定 Xシリーズ全車、除く字光式ナンバープレート付車

111 Xシリーズ用
044 ＋097 ＋089 のセット ［お得なセット価格］ 

51,260円（消費税込み） ▶  50,710円（消費税抜き46,100円）0.3H〈EDQU〉

設定 MODAシリーズ全車、除く字光式ナンバープレート付車

110 MODAシリーズ用
045 ＋097 ＋089 のセット ［お得なセット価格］ 

097 サイドバイザー（RVワイド）

097 サイドバイザー（RVワイド）

089 盗難防止機能付ナンバーフレーム
セット（デラックス）

089 盗難防止機能付ナンバーフレーム
セット（デラックス）

＋

＋

＋

＋

ベーシック
「いちおし」セット

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。  

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。

■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。 23PA SSO



【 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。 ●TRDパーツにつきましては、「トヨタ純正用品」および「モデリスタパーツ」、モデリスタパーツは、「トヨタ純正用品」および
「TRDパーツ」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、TRDパーツはTRDコールセンター、モデリスタパーツ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。　

［アルミホイール］ ★アルミホイールセット（ 305、306、508）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摩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。 ●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。 ●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。

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4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等の加工が必要となる場合があります。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのパッソ取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.02〜11、P.16〜23）に関するお問い合わせ先 TRDの商品（P.03、P.14〜15）に関するお問い合わせ先 モデリスタの商品（P.03、P.12〜13）に関するお問い合わせ先

ホームページ ホームページ ホームページ

オープン時間 オープン時間 オープン時間

TEL TEL TEL

所在地 所在地 所在地

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

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

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.modellista.co.jp

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター

050-3161-2121
TRDコールセンター

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

050-3161-1000
モデリスタコールセンター


