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ⰻ㢩ꂁ葿♧鋮邌 Ӵ垥彊鏣㹀

Ⅱյ���նز؎ٙم٦ػ٦أ

؎و٦ٕػز؎ٙمشثٓف յؕ���ն�

�Ⅱյ�6�նسحٖٕشّء٦ٌؒ

٦ػؙحٓـأٍءٖف յٕ���ն�

و٦ٕػز؎ٙمشثٓف���؎ յؕ���նّٝءف٦ؕ٦ًؔכ�����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ
�����ⰼׅתזהկխٍءٖف��� ـأ ٓح ٦ؙػ յٕ���նծؒ ّء٦ٌ ٕش Ⅱյ�6�նسٖح
ّءف٦ؕ٦ًؔכ ٝ�����ⰼ嶊顤玗䫙ֹ������ⰼׅתזהկխӍչًف٦ؕ٦ؔ
ّء ٝպ׀כ岣俑儗ח歍ׅתֽ」׃կً ֹדֽ」ֶכ岣俑䖓׀ծ鄲滠ׅד䊨㜥ך٦ؕ٦
䪫✪׀ծדךׇת ���䎃٦ؕ٦䋞劄㼭㡰⣣呓嶊顤玗��鴥ًכկխӍ⣣呓ְֻׁ
剢植㖈ךךד罋⣣呓ׅדկ⣣呓כ顋㡰䏄ָ杝荈ח㹀דךׅתְגծ鑫ֻ׃ ぐ顋㡰כ
䏄ְֻׁי׆ֶחկխӍؕ؍رن 葿ך㹋ꥷד⤘ꟼך乆䕦ծ邌爙歗כⰻ鄲葿ן״٦ֶٓ
錬䏝ך⯔橆㞮㾊ⰻ㢩ծזח鋮׀גְֶחծ㹋鮦תկׅתָ֮הֿ鋅ִגז殯כה
瘝״חծؕ؍رن կׅתז殯כ鋅ִ倯ך٦ٓ

3$
ⰻ鄲葿 ـ ؙٓح
邌淼ز٦ء ـ؋ؿ ؙٔح

Ⅱյ���նز؎ٙم٦ػ٦أ Ӵ
؎و٦ٕػز؎ٙمشثٓف յؕ���ն� Ӵ
ٍءٖف ـأ ٓح ٦ؙػ յٕ���ն� Ӵ
ّء٦ٌؒ ٕش �Ⅱյ�6�նسٖح Ӵ

1IPUP3$կؕ؍رن ؎و٦ٕػز؎ٙمشثٓفך٦ٓ յؕ���նّءف٦ؕ٦ًؔכ ٝկⰻ鄲葿ـכ կׇת֮כדך爙ׅ饥遤朐䡾ךկ㹋ꥷׅדך׃挿抧فぐٓٝחך堣腉铡僇כկխӍⱖ溪ؙٓح

EXTERIOR DESIGN BODY COLORS

INTERIOR DESIGN



Ӝ����؎ٝثꎵ鸡،ٕ٦؎مى ٕ&/,&*醡
7㶵ⴖ٦ؙهأ�ٝ؎خך⠼דؙح؍ؿؚٓזַװן
鸡䕎׃ծׅד٦ٕ؎مىٕ،ثٝ؎��ז؍ذ٦هأկ

Ӝ��3$欽٦ٖـزٝٗؿ ؗ��؎ٝث�
ٓٔ٦欽ך㼭䖇َ؎ة罋䣁ג׃ծٗؿ ךثٝ؎��כٝز
أծ׃הيذأء٦ٖؗـ ؙأ؍رسحذ٦ٖثٝكⰅزٔح
ٍٔؗزحه�㼎ぢىٕ،ךず圫ה;3ן״٦ֶٖؗـ ٦ծػ
넝Ğسحػ䱰欽תְג׃ َׅٔה;3כ٦ٖؗـⰟ鸐կ

Ӝ��3$欽ّٝءٝلأ؟زٝٗؿ
ٓٔ ٓزز٦ت٦٥ ؎،ٕ畸䪮ח⢪欽ׁ��؎ٝ ٦ٕ؎مث
կׅתְג׃䱰欽ؙٕحشؚٝٔ،ذأ׃㼎䘔ח

Ӝ٦؋ؿأٝٓز�3$欽խًّءف٦ؕ٦ؔ ٝխ
ٓزךד瘝ز٦ت ّءؙ ٝ䚍腉ꅾ鋔׃饥㹋植ת׃ կׅ
ך➭ך鄲⪒
Ӝئكزؿء ٕ蒅嶊ؙحٓـ׃㝢鄲
Ӝـظزؿء 17$خ٦ـزؿءさ䧭淼ꬠ
Ӝ䩛٦ٖؗـ٦ؚؗٝػխؚٔفح17$�ٖغخ٦ـさ䧭淼ꬠ
Ӝٙ؎َٖز٦ٌؙٔحٗ،سأ ⦍�٦ؗأَٖ؎ٙف؎ةؿ؎شؙحٍآ٦ٕխٗٝز
Ӝ٦ة٦ؼؒ،أٖٝխت؎َٕ䒭ٕطػ٦ٕٗزٝ٦ة٦ؼ
Ӝؔأٖؔ؍ر٦٦ؕ٦ؾأ�խוז
ؔ؍ر٦ؔ؎ٖفأ؍رثٝ؎�˟ ծ顋㡰䏄鄲滠ّؔءف կ%$.㼔欽鸐⥋堣ծֶׇתֹד鄲滠כؽشٝ վծսآ٦؛حػս✮㸜Ⰻךّٝءفؔآ٦؛حػ٦ؕ٦ًן״ ؓٝؿ ծ䊩〸杝甧庛䏝תկׇתְׂ׀鏣㹀ָכվآ٦؛حػز٦ ّءف٦ؕ٦ًؔכٝ،ؒز٦ٕؔؿ٦ٕٗٝز կׅתזהٝ

1 يذأء%�8زحٔفإؙٔزـ؍ذؙ،��
ّءؙٓزծ׃ⵖ䖴ח䏟⽯ꂁⴓؙٕزךפ�鰵גְֶח騟朐屣ײ֮ ٝ
ֻזה⡭ֿׅ 騟ח⠗麦կ涪鹌ַ넝鸞㚖ךדת䌴䎢ְ鸞䏝㚖דծت؎ؙٖ
ת׃ח〳腉٦ٕ؍ؿ乼⡲זز կׅ䓼捗כד٦ش٦⸇ָ)ז�鰵ד騟
ַؚٔ׃ ♷ؙٕزז剑黝חկ䖓鰵فح ꎫֻדהִֿ 偑㔐ծٓس ך٦غ؎
䠐䙼ח䘔ׄ鮦⚕㪦ؙٕהפ ח荈㖈و կ83$�ַׅתֹד٦ٕٗٝز
حغس٦؍ؿ ؐظז圫ղؙ׃ ֻז׃䞼ؐع 䫎Ⰵׅדהֿծةْز杝荈
涪ג׃ה%�8خ٦هأך麊䚍腉ծׁ կׅתְג־♳䒷ֹח⯋넝ְ如ח
2 ��倜涪���-��孡瘲آٝؒأ٦ؓؿؙحىش؎تن٦ة ٝخ٦هأ��
83$畸䪮ٝآٝؒךד⢪欽걄㚖ⴓ匿׃ծٓ ٔ٦䌢欽㚖ד剑㣐ך䚍腉ָ⳿ׇ٦ؙٗزأ�،ن	ħ���������
կׅתְג׃鼅䫛
3 ي٦ؓؿزحٓفךך%�8خ٦هأ��
ؓؿزحٓفךծ鯪ꆀ٥넝ⶌ䚍ָ暴ꞿכדأ3َٔ) ٗؿي٦ ծٔחٝز 䕎ծⶌ䚍ծ《➰⡘縧װؤ؎؟実ח%�8خ٦هأכחَ
然⥂ׅחծהמ㔐㣐ֹؓؿزحٓفז կֿׅתְגׇさ穈ي٦ ؚ؎عװ⸃꽀ך%٦�8ٙػ؎عծ״ח Ⰵךَ؎ةفٔح
㸜㹀䚍ծגְֶח⟞饥遤勴זծ圫ղ姺ֽ」⸃ կׅתְג׃㹋植ת駈⮚ח٦ٕ䚍ٗٝز

4 ٦ة٦ًخ٦هأ��
խ��ً٦ة٦撑䏝٦ؙو3)�٦ٕٗزٝ➰
٦ծٖةٝ؎هسحٖ خ٦هأծ׃䱰欽٦ٝ䌒邌爙بسح
饥遤儗ך鋔钠䚍鷄実կ⚥㣛ח䵧鯹׃넝礵稢ثٝ؎���ך
ؕٓ٦5'5�巉兪歗כחծ䖓鰵ؙٕزꂁⴓծن٦ة
麓窌㖇ծぐ珏ؐؓ կׅת׃邌爙瘝ؚٝص٦

5 ز٦ءخ٦هأ��
ـ؋ؿ ך稆勞ؙٔح
կز٦ءخ٦هأ
ך饥遤儗خ٦هأ
䚍腉ز٦ه؟⮚
然⥂ׅתְג׃կ

1

2

3

���ٌخ٦هأ٦ة٦䨌ծؕ ـծךկׅתְג׃ה䲿ؤ؎وةأ ٖ٦ ٝٔفأծⶼ鏣ׁחկխ���'*"�8PSME�3BMMZ�$IBNQJPOTIJQ'*"�⚅歲ٓٔ٦鼅䩛埄կ����䎃ׇתֹד鄲滠כ٦ٕ؎مثٝ؎��ך;կ3ׅת׃涪欰ָؤ؎ؗظ ٓز ծٓג׃ה剑넝䂼ך٦ٔ ٔ٦ָ渿ז妌䊜װ⽂碛כדծ'ח�ְז⸋ה➂孡钖ְגկխ
���倜涪ך넝⳿⸂ؒٝךٝآ넝ٕز ծؙ넝䓸⸂ח罣ֲִ״ ٝ؋ؿ ك كسىٓ،חٕز ٓزկխ���5'5謬芘ׅתזח䳔ָ䗳銲❛חծ��䎃湡ֶג׃䱰欽ٕز תְג׃邌爙٥挿抧ז殯ה朐䡾ך鸐䌢חך堣腉铡僇כ歗邌爙ה鎘㐻湍ך5IJO�'JMN�5SBOTJTUPSխӍⱖ溪ةأآٝ կׅ㹋ꥷך饥遤朐䡾爙ׇׅת֮כדךկ
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㢩鄲
٦ٕ؎مَ؎ة ٦؎مىٕ،�醡�+�ꎵ鸡*&,/&�َ؎ة���������3 ٕⴖ⯔鰛ـ ًش٦ؔ٦ةٝإ�㝢鄲ؙٓح ➰ٝز � Ӫ

زح䘔䚈⥜椚ؙؗٝػَ؎ة Ӫ
يؤصًؕ ـ؍ذؙ، فإؙٔز يذأء%�8زٔح Ӫ

ٖإس�8%ٌ٦ /03."-�41035�53"$,ثح؎أؙز Ӫ
$74➰س٦ٌخ٦هأ Ӫ
٦3$欽؋ؿأٝٓز ӛ������ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼ
ٗؿ䒭زحٓزأ ّءٝلأ؟ٝز ٝ � Ӫ3$欽
ّءٝلأ؟٦ٝ䒭َٔنُءح؍ٕؐـت ٝ � Ӫ3$欽
ٗؿ أ�سحػ٦넝Ğػٍٔؗزحه�㼎ぢىٕ،ثٝ؎��ٝز ٦ٖؗٔـؙأ؍رسحذ٦ٖثٝكⰅزٔح َ��؎ٝىٕ،ث㼎ぢ٦ػٍٔؗزحه�넝Ğسحػ�أ ٦ٖؗـؙأ؍رسحذ٦ٖثٝكⰅزٔح �� Ӫ
瑞Ⲇ؎ٝ٦ؙ٦ٓ٦ة Ӫ

Ⲇ⽱٦ٖفأ堣腉➰ � ӛ�������ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼ
䩛٦ٖـ٦ؚؗٝػ ؚؗ さ䧭淼ꬠخ٦ـ٦غ٦ٖٖؗـ٦ؚؗٝػ17$فٔح Ӫ

،ٔذأؙؒ ٕ؍ؿؿ٦ٕٝن٦ؕ ي Ӫ
طػ醡ىٕ، ٕؒٝ٥س٦ؿٝآ䊩〸حغ٥،س ،ؙس Ӫ
٦ؚٔة٦ؒآٓ ؙٕحٓـ Ӫ
ٗؿ ؙحٓـ٦ؠ٦ُؿ؍رس؎؟ٝز Ӫ
ؙحٓـ٦ػٝغ،َٗٔ Ӫ
ؙحٓـ٦ٓ؎هأَٔ Ӫ

㸜Ⰻ鄲⪒
鋔歲 �抧䒭ٕؿ ٓسحق%&- صوٝف ٝٔكُٖٕ، ؚ堣腉➰-&%٦ٝٓة ؙٔ%&-ٝف ٓأٝٓ، ٓ؎رٝف 撑僇堣腉➰ִַ堣腉ֶز؎ Ӫ

ّء٦طؽَٝٔ%&-ٕؿ ف٦ٝٓٝة%&-فٝٓفحزأف٦ٕٓٝذ⯔-&%ٓ؎ٝ涪فٝٓٝ Ӫ
ٗؿ%&- ؓؿٝز فؚٝٓ Ӫ
ؓؿَٔ ٦㙵鴥䒭ػٝغَٔفؚٝٓ ӎ
ٓى،سس٦ٓؕٝ呓秛䒭ٌٔꨵز٦ؔ➰ف٦ٝٓٝةس؎؟%&- ٦ Ӫ
أ넝黪갈䚍ׇؖٓさأ٦ؚٝؖٓٔس٦ٕءسٝ؎ؐ➰堣腉زح67ؕ Ӫ
ٗؿ➰堣腉زح67ؕ أ٦ؚٝؖٓٔ،سٝز � Ӫ�
ؐؓ ٗؿ٦鸬儗锃侭䒭妀ٍءح 堣腉➰زأى٦ػ؎ٙٝز Ӫ

遼瑱㸜Ⰻ حغ،434ؒ ؚ麊鯄䌎٥⸔䩛䌎434حغ،ؒس؎؟ ؚ麊鯄䌎٥⸔䩛䌎434ؕحغ،ؒس٦ٕءٝذ٦ ؚ䖓䌎 Ӫ

RC

乼⡲䚍
鎘㐻湍 ٦撑䏝ة٦ً٦ة٦ًخ٦هأ ➰٦ؙو3)�٦ٕٗٝز Ӫ

ؓؿٝ؎ثٕو ّء٦ً 5巉兪'٦5ٓؕثٝ؎���؎ٖفأ؍رٝ Ӫ
乼⡲禸 劤ꬠ䋆ֹ�劤٦؎مؚٝٔ،ذأ٦ؙهأ ٕ٦ؙؚٖ٦ت㝢鄲�(3ؒٝيٖـ➰ Ӫ

ؓؿٝ؎ثٕوثح؎أؚٝٔ،ذأ ّء٦ً ٥ؔ؎ٖفأ؍رٝ ؔ؍ر٦ ٦鸐鑧٥갈㡮钠陎ٔؿؤٝع٥ Ӫ
ـظزؿء 17$خ٦ـزؿءさ䧭淼ꬠ Ӫ

٥ؗ،س ٦ ز٦ٌؙٔحٗ،سأَٖ؎ٙ ٦ٗٝز ٕ،ؙٝحغ٦؟堣腉➰آ ⦍�٦ؗأَٖ؎ٙف؎ةؿ؎شٍؙح Ӫ
ⰻ鄲
،ٔذٝ؎ ًش٦ؔطػٝ؎ ـٝز ؙٓح Ӫ

ئكزؿء ٕ蒅嶊ـ׃ 㝢鄲ؙٓح Ӫ
ٗؿز٦ٖف83$ ٦ٕاٝٝز Ӫ

ز٦ء ـ؋ؿ 邌淼ز٦ءؙٔح Ӫ
➰٦ؙو3)�ؚٝص؎ؙٔٓس؎ٓأ䩛䌎⸔麊鯄䌎٥ز٦ءخ٦هأ Ӫ
麊鯄䌎٦ةأٍآ،♴♳ز٦ء Ӫ
⸔䩛䌎ؐؓ٦ؙ؎ٝ堣圓 Ӫ
��ⴓⶴ〳⦜䒭َٔز٦ء Ӫ

瑞锃 䊩〸杝甧庛䏝 ،ؒز٦ٕؔؿ٦ٕٗٝز ٝ襳Ⲇؒ٦ة٦ٖهغ➰ت؎َٕ䒭٦ة٦ؼ طػ٦ٕٗٝز ٕ َٕ؎تًؗح ӛ�������ⰼ嶊顤玗䫙ֹ������ⰼ
٦ة٦ؼ䒭َٕ؎تأٖٝ،٦ؒة٦ؼ ٕطػ٦ٕٗٝز Ӫ
ٕ؍ؿ،٦ؙٝؒٔ ٦蔃磋ꤐ膴荍堣腉➰ة Ӫ

撑僇 ؒسحذ٦طىٕ؎ ٗؿيذأء٦ٔٝز -&%فٕٝٓشا٦ػٝز Ӫ
ًٝ؎ذ٦ةٝؒ ➭ך٥ٝز
٥ؔؽش ؔ؍ر٦ ؔ؍ر٦ؔ �٦ؕ٦ؾأ�أٖ Ӫ

ٝ؍ؿ٦ٍؙءشذٝ،ؿ٦ٕ ف؎ة Ӫ
➭ך 游ꨇ姺يذأء؎ٌيذأء٦ؠ؎ٓؽ㕂㕼❛鸐満钠〳ㅷ Ӫ

䊨Ⱗ ؙحؿ Ӫ
آ آٍؗح ثٖٝزحش٦ٕ؎مٕسٝعٍؗح ӎ

㺮Ⲇ㖑➬圫ؐ؎ٝ٦؟؎،رس٦ٕءس�15$٦ة٦ؼוז� � ӛ������ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼ
ّءفؔآ٦؛حػ٦ؕ٦ً ٝ
آ٦؛حػثٝ؎��

Ӫ������3ة��؎ َ99".��41�41035فحٗٝت�����&/,&*醡�+�ꎵ鸡،ٕ٦؎مى ؚٕٗـأ ًش٦ؔ٦ةٝإ�㝢鄲ؙٓح ٗؿӪ➰ٝز ٝ؎��ٝز ٍٔؗزحه�㼎ぢىٕ،ث أ�سحػ٦넝Ğػ ٓ؎ػأⰅزٔح ٝ؍ؿٕ 䒭ـؙأ؍رأ٦ؾ�سحذ٦ٖثٝك ٖ٦ؗ�Ӫ3;欽ّءٝلأ؟ ٝ
Ӻ������ⰼ嶊顤玗䫙ֹ�����ⰼ

Ӫ垥彊鄲⪒խӛً ّءف٦ؕ٦ؔ ٝ׀岣俑儗ח歍ׅתֽ」׃խӺً ّءفؔآ٦؛حػ٦ؕ٦ ٝ׀岣俑儗ח歍ׅתֽ」׃խӎ顋㡰䏄鄲滠ّؔءف ٝ

٥ٔزٝٗؿ٦ؠ؎ٓؽةأ垥彊鄲⪒խӪך➭ך َխӪؒ،خحػأ٥ٔزٝٗؿ َխӪ٦غ٦ؕتٝ،ٕؿؒٝآ ٝ؍ر٦ٌٕزٕك،سխӪٕسٝع،سس؎؟زؐ،س堣腉4UPQ���4UBSU�4ZTUFNխӪؕٓ٦فحزأؚٝٔس؎،խӪف؎ػ٦ٕذزأ٦بٕؗؒ،ُرխӪ،ٗؿ٥ٝ ؙؚحٓـխӪز؎ٓٝٓ؎ز荈挿抧٥嶊抧يذأءزحؕز٦ؔفٝٓ�يذأءխӪ-&%فٝٓفحزأزٝؐو؎عխӪ溼؎ٝ٦ٓى٦شխӪ٦ؖحؓؿر؏سٝ؎َؐٔ➰٦و؎ةխӪ67ؕزح堣腉➰أ٦ؖٓءغ؎ٓفَؙٔؓسؙحغ٦٥ة٦،խӪ&#%ꨵ㶨ⵖ⸂ꂁⴓⵖ䖴➰"#4խӪ4�74$�53$խӪ٦ٕٗزٝزأء،ز٦ةإٔؼխӪ筜䚈ٕشؚء٦ٖؗـխӪ䌎&-3➰�挿䒭زٕكز٦ء٦ةحىٔأ٦ؓؿ�٦شّءٝذٔف堣圓➰խӪ䖓䌎&-3➰�挿䒭زٕكز٦ءխӪ害欽*40'*9㼎䘔ز٦ءسٕ؎ٍث㔿㹀㼔欽٦غ٦ؕٝ،٦ؠذفحزَٔ䊩〸䌎�խӪⰋ䌎زٕكز٦ءꬊ滠欽陨デ抧挿徦䒭ٔ٦تٝ؎و陨デ갈խӪزٕثذأؙحؾأٖذ،ؚٔٝխӪؙحؙٕٗةآرխӪ٦ُٕؒؿ婍ꆀؚؐؓٝص٦խӪ⼱ؚٝص٦ؓؐ،سխӪٓٝف嶊׃䘌ؚٝص٦ؓؐխӪؗ٦䘌姺ؚؐؓٝص٦խӪسٝ؎٦ؐٙػ؏麊鯄䌎٥⸔䩛䌎ثحةٝٙ،س䒭�䮠鴥姺堣腉➰խӪ،فحؚٔزأءزٝٗؿխӪ٦ؠ؎غٝ؟麊鯄䌎٥⸔䩛䌎٦ٓى؍ذصغ٦تٕمزح؛ث➰խӪؕ٦تٕمفحزٝٗؿ�⦐խӪزح؛ه،سزٝٗؿ٦تٕمٕزن�劤➰⚕⩎խӪ⸔䩛䌎ؚٗأؙحنـ٦խӪٕفٝٓي٦ـٕغխӪ،ؙزح؛ا٦ٔ؟إ%$��7٥���8��⦐�խխוז
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トヨタ GR ヤリス 主要装備一覧表
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このカタログに関するお問い合わせは、お近くのGRヤリス取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　 全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　  オープン時間365日9：00～18：00　  所在地〒450 -8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。　（このカタログの内容は ’ 20年9月現在のもの）　ボディカラーおよび内装色は撮影、表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

PRICE

トヨタ GR ヤリス 主要諸元表



他パーツについては、ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。
https://toyota.jp/gryaris/option/

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）’20年9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。

■保証について
競技や走行会での使用を目的に開発していることから、
保証については、対象外となります（商品梱包時の誤品
と欠品のみ対象）。

■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。詳しくは販売店へおたずねください。

掲載のパーツは競技参加者向けで【GR Garage限定】の取り扱い商品です。

037  GR機械式LSD（グラベル / ターマック用）
387,497円（消費税抜き352,270円）　※価格には交換が必要な純正パーツを含みます（サイドベアリングなど）。

タイヤの片側空転時も適切な駆動力を路面に伝達。ドライバーの思い通りの車両挙動を実現し、さらなるタイムアップに貢献します。
仕様 ： 【グラベル用】 フロント1.0WAY･リヤ1.5WAY　【ターマック用】 フロント1.0Way･リヤ1.0Way

�س٦ؚٖ 勴⟝ 《➰儗
鷄䊨س٦

欽ٕكؚٓ ؙحو٦ة 欽
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設定 除くRS

038 GR強化メタルクラッチ&クラッチカバーセット
155,760円（消費税抜き141,600円）　※価格には交換が必要な純正パーツを含みます（レリーズベアリングなど）。

ハードな使用にも対応する優れた耐熱性を発揮。クラッチカバーの圧着力向上により、エンジンパワーをロスなく駆動系へと伝えます。
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036

038037

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。  

■写真はGRロールバー装着イメージです。　※写真は開発段階のものであり、実際の仕様とは異なる場合があります。

JAFの公認競技にも出場可能な6点式ロールバー＊1。安全性確保およびボディ剛性のアップに貢献します。
フロントピラー内にロールバーが格納される視界を妨げない専用設計。2名または4名乗車の選択も可能です。
材質：スチール
設定 除くRS、ベーシック「いちおし」セット（タイプA）、 GRフロアマット（ベーシック）、インテリアイルミネーション（ブル－）付車
＊1. カテゴリーにより出場不可のクラスがございます。各競技車両規則を確認の上、主催者へお問い合わせください。
■運転席・助手席のSRSカーテンシールドエアバッグは取り外しとなります。　■RZ“High performance”はフロントピラー左右のスピーカーが非装着になります。
■2名乗車選択の場合、構造変更申請が必要となります。　■この他にもご注意いただきたい項目があります。詳しくは販売店へおたずねください。

036 GRロールバー
サイドバー無 246,400円（消費税抜き224,000円）

RZ“High performance”、RZ 22.1H  〈GRCU〉、RC 21.9H  〈GRDU〉

サイドバー有 273,900円（消費税抜き249,000円）

RZ“High performance”、RZ 24.0H  〈GREU〉、RC 23.8H  〈GRFU〉

039 GRアンダーガードセット
270,600円（消費税抜き246,000円）

RZ“High performance”、RZ 7.4H  〈GRAU〉、RC 7.0H  〈GRBU〉

サンプガード、フロアガード、タンクガードの3点セット。ラリーなどのダート走行時、
路面との接触から車両の主要部（エンジン・燃料タンク等）を保護します。WRCや
全日本ラリーのドライバーがテストを実施し、グラベルでの評価済み。そのまま競技
にも使用可能です。
材質：【ガード】アルミニウム 　【ガードステー】スチール
設定 除くRS

■ GRアンダーガードセット 装着部位

タンクガード サンプガードフロアガード

※GRロールバーの写真は開発段階のものであり、
実際の仕様とは一部異なります。

フロントピラー
格納イメージ

039

ワンタッチ脱着タイプ

競技者向け GR パーツ



他パーツについては、ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。
https://toyota.jp/gryaris/option/

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのGRヤリス取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　 全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　  オープン時間365日9：00～18：00　  所在地〒450 -8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号　本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。　（このカタログの内容は ’ 20年9月現在のもの）　ボディカラーおよび内装色は撮影、表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

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）’20年9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。

★印のセットは競技参加者向けで【GR Garage限定】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。詳しくは販売店へおたずねください。

■保証について
競技や走行会での使用を目的に開発していることから、
保証については、対象外となります（商品梱包時の誤品
と欠品のみ対象）。

SET ITEM ｜ず儗鄲滠״ח《➰儗ָ瀉簭կ⡲噟儗ח䘔ׄ《➰顤ֶָ䖤ׅתזחկխ

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。  

あわせてACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE
もご覧ください

ベーシック 「いちおし」 セット

カーライフに欠かせない便利なアイテムを、
ひとつにまとめておトクなセットに。

002 ベーシック「いちおし」セット タイプB  
003 ＋ 005 ＋ 006 のセット 

59,510円（消費税抜き54,100円）0.4H〈ECKU〉

設定 除く字光式ナンバープレート付車

003 GRフロアマット（アドバンスド）

005 サイドバイザー

ロゴアップ

盗難防止機能付
ナンバーフレームセット006 デラックス

GRロールバー＆GRアンダーガードセット★

GR機械式LSD&GR強化メタルクラッチ&カバーセット★

040 GRロールバー＆GRアンダーガードセット
036 ＋ 039 のセット

サイドバー無 517,000円（消費税抜き470,000円）

RZ“High performance”、RZ 27.3H  〈GRNU〉、RC 26.7H  〈GRPU〉

サイドバー有 544,500円（消費税抜き495,000円）

RZ“High performance”、RZ 29.2H  〈GRQU〉、RC 28.6H  〈GRRU〉

設定 除くRS、ベーシック「いちおし」セット（タイプA）、
　　  GRフロアマット（ベーシック）、
　　  インテリアイルミネーション（ブル－）付車

※GRロールバーの写真は開発段階のものであり、
実際の仕様とは一部異なります。

036 GRロールバー 039 GRアンダーガードセット

取付費がお得なセット

041 GR機械式LSD&GR強化メタルクラッチ&カバーセット
037 ＋ 038 のセット

543,257円（消費税抜き493,870円）

設定 除くRS

取付費がお得なセット

037 GR機械式LSD
 　 （グラベル/ターマック用）

038 GR強化メタルクラッチ&
 カバーセット 
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