エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー

20系 RX専用
エアコンドリンクホルダー

車種専用品

①運転席用 SY-L1
②助手席用 SY-L2

①

RX
（DAA-GYL/DBA-AGL20系）
専用設計で、エアコン送風口パネル
にピッタリフィット。
ドリンクのガタつ
きを抑える底面ラバー付き。

レクサス

※運転席用
（SY-L1）
装着例

②

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：SY-L1 H82×W147×D132(mm)
SY-L2 H80×W183×D156(mm)

品番

専用設計でシートのすき間にピッタリフィット

20系 RX専用
シートサイドポケット

追工コード

運転席用

3504

②49799 69011 81

助手席用

3505

①運転席用 SY-L3
②助手席用 SY-L4

RX
（DAA-GYL/DBA-AGL20系）
右ハ
ンドル車専用設計。
センターコンソール
とシートの間にあるすき間に設置する
ことでスマートフォンやタブレット等が
置けます。
シートベルトのバックルに本
製品のベ ルト部を引っ掛けることで
シートの前後移動に連動して動きます。

NX
（DAA-AYZ/DBA-AGZ10系）
右ハンドル車専用設計で、
エアコン送
風口パネルにピッタリフィット。
ドリン
クのガタつきを抑える底面ラバー付
き。

②

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H308×W435×D65(mm)

①

※運転席用
（SY-L3）
装着例

②

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H112×W115×D150(mm)

品名

追工コード

①49799 69011 94

運転席用

3510

②49799 69011 95

助手席用

3526

参考価格（税込）

品番

（税抜）

4,048円 （3,680円）
4,048円 （3,680円）

品名

追工コード

①49799 69011 90

運転席用

3527

②49799 69011 91

助手席用

3405

エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー

専用設計でシートのすき間にピッタリフィット

UX専用
エアコンドリンクホルダー

UX専用
シートサイドポケット
UX
（6AA-MZAH/6BA-MZAA10系）
右ハンドル車専用設計。センターコン
ソールとシートの間にあるすき間に設置
することでスマートフォンやタブレット
等が置けます。シートベルトのバックル
に本製品のベルト部を引っ掛けることで
シートの前後移動に連動して動きます。

※運転席用
（SY-L5）
装着例

②

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：SY-L5 H93×W136×D189(mm)
SY-L6 H96×W164×D145(mm)

参考価格（税込）

（税抜）

6,138円 （5,580円）
6,138円 （5,580円）

※運転席用
（SY-L11）
装着例

①運転席用 SY-L11
②助手席用 SY-L12

①

UX
（6AA-MZAH/6BA-MZAA10系）
右ハンドル車専用設計で、エアコン送
風口パネルにピッタリフィット。
ドリン
クのガタつきを抑える底面ラバー付き。

品番

（税抜）

7,128円 （6,480円）
7,128円 （6,480円）

NX専用
エアコンドリンクホルダー

①

①運転席用 SY-L5
②助手席用 SY-L6

参考価格（税込）

エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー
※運転席用
（SY-L7）
装着例

①運転席用 SY-L7
②助手席用 SY-L8

品番

品名

①49799 69011 80

①

②

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H230×W435×D65(mm)

品名

追工コード

①49799 69011 92

運転席用

3406

②49799 69011 93

助手席用

3407

参考価格（税込）

品番

（税抜）

6,138円 （5,580円）
6,138円 （5,580円）

品名

追工コード

①49799 69011 98

運転席用

3408

②49799 69011 99

助手席用

3428

参考価格（税込）

（税抜）

4,048円 （3,680円）
4,048円 （3,680円）

80系ハリアーがもっと快適になる！

80系ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー
運転席用

車種専用品

SY-HR11

80系ハリアー（MXUA/AXUH80
系）
専用設計で、
エアコン送風口パネ
ルにピッタリフィット。ツメを引っかけ
て両面テープで貼るだけの簡単取付
け。エアコンフィンの可動を妨げませ
ん。細缶・350㎖缶・500/600㎖ペッ
トボトル等を収納可能。内装に合わせ
た黒ツヤ調とシルバーラインで一体
感と高級感を演出。

80系ハリアー

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H110×W154×D150(mm)

品番
49799 69012 51
54

追工コード
4207

参考価格（税込）

（税抜）

3,980円 （3,618円）

80系ハリアーがもっと快適になる！

80系ハリアーがもっと快適になる！

80系ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー
助手席用

80系ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用
SY-HR13

SY-HR12

80系ハリアー（MXUA/AXUH80
系）
専用設計で、
フロントドアポケット
にピッタリフィット。フタの開け閉め
が容易にできるワンプッシュオープ
ンタイプのダストボックス。たまった
ゴミは本体を上下分割して捨てられ
ます。内装に合わせた革シボ調。

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H102×W148×D149(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H157×W198×D82(mm)

80系ハリアー（MXUA/AXUH80
系）
専用設計で、
エアコン送風口パネ
ルにピッタリフィット。ツメを引っかけ
て両面テープで貼るだけの簡単貼付
け。エアコンフィンの可動を妨げませ
ん。細缶・350㎖缶・500/600㎖ペッ
トボトル等を収納可能。内装に合わせ
た黒ツヤ調とシルバーラインで一体
感と高級感を演出。

追工コード

品番
49799 69012 52

4208

参考価格（税込）

追工コード

品番

（税抜）

3,980円 （3.618円）

80系ハリアーがもっと快適になる！

80系ハリアーがもっと快適になる！

80系ハリアー専用 電源BOX

80系ハリアー専用 コンソールトレイ

80系ハリアー
（MXUA/AXUH80系）
専用設計で、フロントコンソールに
ピッタリフィット。車両のアクセサリー
ソケットを使 用してソケットとU S B
ポート2口に増設できます。通電する
とホワイト光でフロントコンソールを
照らすランプ付き。USBポートは充電
するスマートフォン等を自動で識別し
て最適な電流を供給します。
※USBケーブルは含まれません

80系ハリアー
（MXUA/AXUH80系）
専用設計で、センターコンソールの
カップホルダーにピッタリフィット。取
り付けることでスマートフォン等を置
くのに便利な小物置きにできます。
ト
レイ部分は開閉でき、開ければ車両の
カップホルダーを使用できます。置い
たものが滑りにくく傷つきにくい軟質
素材を使用。

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H100×W105×D61(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H53×W225×D130(mm)

追工コード

品番

4202

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

SY-HR15

SY-HR14

49799 69012 54

参考価格（税込）

2,980円 （2,709円）

4201

49799 69012 53

参考価格（税込）

追工コード

品番

（税抜）

4,980円 （4,527円）

3,980円 （3,618円）

4210

49799 69012 55

ヤリス・ヤリスクロスがもっと快適になる！

ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー
①運転席用 SY-YA1 ②助手席用SY-YA2

車種専用品

ヤリス・ヤリスクロス
（MXPH10/15、
M X P A 1 0 / 1 5 、K S P 2 1 0 、
MXPB10/15、MXPJ10/15）
専用
設計でエアコン送風口パネルにピッ
タリフィット。ツメを引っかけて両面
テープで貼るだけの簡単取付け。
エアコンフィンの可動を妨げません。
細缶・350㎖缶・500/600㎖ペットボ
トル等を収納可能。

ヤリス
ヤリスクロス

①

②

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H129×W145×D122(mm)

品名

追工コード

①49799 69012 61

運転席用

4207

②49799 69012 62

助手席用

4208

品番

ヤリス・ヤリスクロスがもっと快適になる！

ヤリス・ヤリスクロスがもっと快適になる！

ヤリス専用 サイドBOXゴミ箱
運転席用

ヤリス専用 電源BOX

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

2,481円 （2,255円）
2,481円 （2,255円）

SY-YA4

ヤリス・ヤリスクロス
（MXPH10/15、
M X P A 1 0 / 1 5 、K S P 2 1 0 、
MXPB10/15、MXPJ10/15）
専用
設計で運転席側フロントドアポケット
にピッタリフィット。たまったゴミは本
体を上下分割して捨てられます。内
装に合わせた革シボ調。
※GRヤリスには装着できません。
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H140×W222×D82(mm)

品番

参考価格（税込）

ヤリス・ヤリスクロス（MXPH10/15、
MXPA10/15、KSP210、MXPB10/15、
MXPJ10/15）
専用設計で、
フロントコン
ソールにピッタリフィット。車両のアクセ
サリーソケットを使用してソケット2口と
USBポート2口に増設できます。通電す
るとフロントコンソールをイルミネーショ
ンランプでブルーに照らします。
※USBケーブルは含まれません。
GRヤリス
（4WD）
には装着できません。

SY-YA3

49799 69012 63

※運転席用
（SY-YA1）
装着例

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H50×W170×D107(mm)

追工コード
4201

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,980円 （1,800円）

49799 69012 64
55

追工コード
4202

4,980円 （4,527円）

収納スペースも有り、小物の整理に便利なアームレスト

ヤリス
アームレストコンソールHD
ZR-2003

収納スペースも有り、小物の整理に
便利。純正センターコンソールのドリ
ンクホルダー部に差し込むだけの簡
単装着。

メーカー：シーエー産商
サイズ：H280×W160×D365(mm)

品番

参考価格（税込）

（税抜）

11,000円 （10,000円）

49550 32362 53

50系RAV4がもっと快適になる！

50系 RAV4専用エアコン
ドリンクホルダー 運転席用

車種専用品

SY-RA1

RAV4
（MXAA/AXAH/AXAP50系）
専用設計なので、
エアコンフィンの動
きを妨げることなく、内装パネルに
ぴったりフィットします。細缶・350㎖
缶・500/600㎖ペットボトル等を収
納可能。

50系RAV4

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H88×W138×D175
（mm）

品番

追工コード

49799 69012 08

4207

50系RAV4がもっと快適になる！

50系RAV4がもっと快適になる！

50系 RAV4専用エアコン
ドリンクホルダー 助手席用

50系 RAV4専用サイドBOX
ゴミ箱 運転席用

RAV4
（MXAA/AXAH/AXAP50系）
専用設計なので、
エアコンフィンの動
きを妨げることなく、内装パネルに
ぴったりフィットします。細缶・350㎖
缶・500/600㎖ペットボトル等を収
納可能。

RAV4
（MXAA/AXAH/AXAP50系）
専用設計でフロントドアポケットに
ピッタリフィット。入れるだけの簡単
取り付け。フタの開け閉めをせずに
捨てられ、ゴミが隠れるラバー素材
の開口部を採用。たまったゴミは上
下分割して捨てられます。

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H85×W171×D171
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H197×W168×D78
（mm）

SY-RA2

品番
49799 69012 09

追工コード
4208

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

3,980円 （3,618円）

SY-RA3

参考価格（税込）

品番

（税抜）

3,980円 （3,618円）

追工コード

49799 69012 19

4201

2,481円 （2,255円）

C-HRがもっと快適になる！

Ｃ-ＨＲ専用
スマートフォンホルダー

車種専用品

ＳＹ-Ｃ１１

C-HR
（ZYX10系/NGX系10・50系）
右ハ
ンドル車専用設計で内装にピッタリフィッ
ト。画面の向き
（縦または横）
に合わせて
回転可能。メーカー純正以外のオーディ
オパネル装着車および1DINのインダッ
シュナビ装着車は取付不可。7インチナビ
はSY-C8ナビシェードとの同時装着不可。

C-HR

対応スマートフォンサイズ：幅55～80mm 厚み13mmまで
対応総重量：250g

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H110×W78×D98
（mm）

品番
49799 69011 51
56

追工コード
3174

4,015円 （3,650円）

C-HRがもっと快適になる！

C-HRがもっと快適になる！

C-HR専用 エアコン
ドリンクホルダー運転席用

C-HR専用 エアコン
ドリンクホルダー助手席用

ＳＹ-Ｃ１

ＳＹ-Ｃ２

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H81×W178×D145(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H75×W188×D135(mm)

C-HR
（ZYX10系/NGX10・50系）
右
ハンドル車専用設計でエアコン送風
口パネルにピッタリフィット。
ドリンク
のガタツキを抑える底面クッション付
き。細缶・350㎖缶・500/600㎖ペッ
トボトル等を収納可能。

品番

C-HR
（ZYX10系/NGX10・50系）
右
ハンドル車専用設計でエアコン送風
口パネルにピッタリフィット。
ドリンク
のガタツキを抑える底面クッション付
き。細缶・350㎖缶・500/600㎖ペッ
トボトル等を収納可能。

追工コード

49799 69011 41

参考価格（税込）

品番

（税抜）

3,058円 （2,780円）

4207

追工コード

49799 69011 42

4208

C-HRがもっと快適になる！

C-HRがもっと快適になる！

C-HR専用
サイドBOXゴミ箱 運転席用

C-HR専用
サイドBOXゴミ箱 助手席用

ＳＹ-Ｃ３

ＳＹ-Ｃ４

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H197×W212×D73(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H197×W212×D73(mm)

C-HR
（ZYX10系/NGX10・50系）
右
ハンドル車専用設計でフロントドアポ
ケットにピッタリフィット。入れるだけ
の簡単取り付け。フタの開け閉めを
せずに捨てられ、
ゴミが隠れるラバー
素材の開口部を採用。たまったゴミ
は上下分割して捨てられます。

品番

参考価格（税込）

品番

（税抜）

2,035円 （1,850円）

4201

追工コード

49799 69011 44

4205

C-HRがもっと快適になる！

C-HRがもっと快適になる！

C-HR専用
シートサイドポケット

C-HR専用
コンソールトレイ

C-HR
（ZYX10系/NGX10・50系）
右ハ
ンドル車専用設計でシートの隙間にピッ
タリフィット。センターコンソールとシー
トの間にある隙間を埋め、
スマホやタブ
レットの収納にも最適。シートベルトの
バックルに本製品ベルト部を引っ掛ける
事でシートの前後移動に連動して動く。
※GR SPORT車取付不可

C-HR
（ZYX10系／NGX10・50系）
の
右ハンドル車専用。コンソールのカッ
プホルダーをサングラスやスマホが
置ける小物置きに。傷が付きにくい軟
質素材。
※SY-C6カップホルダーリング
ペア
（フロント側）
との同時装着不可

①運転席用 ＳＹ-Ｃ９/②助手席用 SY-C１０

※運転席用（SY-C9）
装着例

①

品名

追工コード

①49799 69011 49

運転席用

4204

②49799 69011 50

助手席用

4206

②

参考価格（税込）

3,058円 （2,780円）
3,058円 （2,780円）

品番

追工コード

49799 69011 86

3178

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

3,058円 （2,780円）

C-HRがもっと快適になる！

Ｃ-ＨＲ専用 電源ＢＯＸ

Ｃ-ＨＲ専用 ナビシェード

ＳＹ-Ｃ５

ＳＹ-Ｃ８

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H85×W185×D90(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H60×W250×D45
（mm）

C-HR（ZYX10系/NGX10・50系）右
ハンドル車専用設計でセンターコン
ソールにピッタリフィット。車両のアク
セサリーソケットを使 用して2 口ソ
ケット2口USBポートに簡単増設。
※販売店装着オプションのセンター
コンソールイルミネーション装着車
は取付不可。
※USBケーブルは含まれておりませ
ん。

品番

（税抜）

2,035円 （1,850円）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H280×W195×D40
（mm）

（税抜）

C-HRがもっと快適になる！

49799 69011 45

参考価格（税込）

SY-C12

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H420×W190×D65(mm)

品番

（税抜）

3,058円 （2,780円）

C-HR
（ZYX10系/NGX10・50系）
右
ハンドル車専用設計でフロントドアポ
ケットにピッタリフィット。入れるだけ
の簡単取り付け。フタの開け閉めを
せずに捨てられ、
ゴミが隠れるラバー
素材の開口部を採用。たまったゴミ
は上下分割して捨てられます。

追工コード

49799 69011 43

参考価格（税込）

追工コード
4202

C-HR
（ZYX10系/NGX10・50系）
右ハン
ドル車専用設計で内装にピッタリフィット。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
※7インチおよび9インチディーラーオプ
ションナビ、
8インチディスプレイオーディ
オ、
7インチ市販品ナビは装着可。純正以
外のオーディオパネル装着車や1DINの
インダッシュナビ装着車は取付不可。
SY-C11スマートフォンホルダーとの同時
装着不可。

参考価格（税込）

品番

（税抜）

5,060円 （4,600円）

49799 69011 48
57

追工コード
3546

2,035円 （1,850円）

C-HRのカップホルダーをドレスアップ！

C-HRのフォグランプ周りをドレスアップ！

C-HR専用
カップホルダー リングペア

ＳＹ-Ｃ７

Ｃ-ＨＲ専用 フォグリングペア
C-HR（ZYX10系/NGX10・50系）右
ハンドル車専用設計でフォグランプ
周りにピッタリフィット。高級感のある
クロームメッキを使用。フォグランプ
の 有 無に関わらず 取 付 可 能 。両 面
テープで貼るだけの簡単装着。
※2019年10月以降のマイナーチェ
ンジ後の車両には取付不可。

ＳＹ-Ｃ６

C-HR
（ ZYX10系/NGX10・50系）
右
ハンドル車専用設計でカップホルダー
周りにピッタリフィット。シフトレバー
に合わせたサテンメッキを使用。両面
テープで貼り付けるだけの簡単装着。
2個セット
※フロント側はSY-C12フロントコン
ソールトレイとの同時装着不可。

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H113×W140×D14(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H98×W108×D12(mm)

追工コード

品番
49799 69011 46

3544

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,815円 （1,650円）

追工コード

49799 69011 47

3545

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

3,058円 （2,780円）

50系プリウスがもっと快適になる！

50系 プリウス専用
エアコンドリンクホルダー L/Rセット

車種専用品

ＳＹ-Ｐ６

エアコンの送風により、
ドリンクを保
冷・保温する効果があります。専用設
計でエアコン送風口パネルにピッタ
リフィット。プリウス（ZVW50系＊
2016年3月現在）
右ハンドル車専用
です。エアコン送風口周りに追加オ
プションが装着されている車両へは
取付できません。

50系プリウス

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H73×W150×D108
（mm）

品番

追工コード

49799 69010 66

3532

3,058円 （2,780円）

50系プリウスがもっと快適になる！

専用設計なので純正品のようにドアポケットにぴったり

50系 プリウス専用
サイドBOXゴミ箱 L/Rセット

50系 プリウス専用
ゴミ箱２ 運転席用

ＮＺ５５１

ＳＹ-Ｐ７

専用設計でドアポケットにピッタリ
フィット。運転席・助手席側用の2個
セットです。ゴミが隠れるラバー素材
の開口部を採用。たまったゴミは上
下分割して捨てられます。プリウス
（ZVW50系＊2016年3月現在）
右ハ
ンドル車専用です。本製品は防水仕
様ではありません。

プリウス(ZVW5#系、2015年12月
～2018年12月)の運転席ドアポケッ
ト専用のゴミ箱です。専用設計なの
で純正品のようにドアポケットにぴっ
たりと収まります。

メーカー：カーメイト
サイズ：H185×W210×D100(ｍｍ)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H150×W120×D90
（mm）

品番

追工コード

49799 69010 67

3533

参考価格（税込）

品番

（税抜）

3,058円 （2,780円）

追工コード

49730 07525 51

3114

50系プリウスがもっと快適になる！

50系プリウスがもっと快適になる！

５０系 プリウス専用
シートサイドポケット 運転席用

５０系 プリウス専用
シートサイドポケット 助手席用

プリウス
（ZVW50系）
右ハンドル車
専用設計でシートの隙間にピッタリ
フィット。内装に合わせた革シボ生地。
センターコンソールとシートの間に
ある隙間を埋めるので小物等が落ち
にくく、スマホやタブレットの収納に
も最適。シートベルトのバックルに本
製品ベルト部を引っ掛ける事でシー
トの前後移動に連動して動く。

プリウス
（ZVW50系）
右ハンドル車
専用設計でシートの隙間にピッタリ
フィット。内装に合わせた革シボ生地。
センターコンソールとシートの間に
ある隙間を埋めるので小物等が落ち
にくく、スマホやタブレットの収納に
も最適。シートベルトのバックルに本
製品ベルト部を引っ掛ける事でシー
トの前後移動に連動して動く。

追工コード
3180

参考価格（税込）

（税抜）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H245×W435×D60
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H245×W435×D60
（mm）

品番

（税抜）

2,420円 （2,200円）

ＳＹ-Ｐ１５

ＳＹ-Ｐ１４

49799 69011 76

参考価格（税込）

参考価格（税込）

品番

（税抜）

3,058円 （2,780円）

49799 69011 77
58

追工コード
3185

3,058円 （2,780円）

50系プリウスがもっと快適になる！

50系プリウスがもっと快適になる！

５０系 プリウス専用
電源ＢＯＸ

５０系 プリウス専用
ナビシェード

プリウス
（ZVW50系＊2018年12月ま
で）右ハンドル車専用設計。純正アクセ
サリーソケットを使用して、2口ソケット
と2口USBポートを使い易い場所へ簡
単設置。※Eグレードのコンソールボッ
クスは非対応です。オプションのアーム
レスト
（スライドタイプ）
装着車は接続す
る電装品が干渉する場合があります。
※USBケーブルは含まれません。

プリウス
（ZVW50系）
右ハンドル車専
用です。
【 適合】ディーラーオプション
ナビ7・9インチモデル、市販ナビ7イ
ンチモデル 【適合不可】
メーカー純
正以外のオーディオパネル装着車、
1DINのインダッシュナビゲーション
（モニター跳ね上げ式ナビゲーション）
。
11.6インチT-ConnectSDナビゲー
ション。

ＳＹ-Ｐ１０

ＳＹ-Ｐ８

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H60×W250×D45
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H65×W145×D90
（mm）

品番

追工コード

49799 69010 68

3534

参考価格（税込）

品番

（税抜）

5,060円 （4,600円）

追工コード

49799 69010 70

3536

参考価格（税込）

（税抜）

2,035円 （1,850円）

50系プリウスがもっと快適になる！

50系 プリウス専用
ビルトインETCカバー

ＳＹ-Ｐ１２

プリウス
（ZVW50系＊2016年3月
現在）
右ハンドル車専用です。ETC車
載器ビルトインタイプ（ベーシック/
ボイスタイプ）
を装着している車両に
対応。市販のETC車載器をビルトイ
ン箇所へ取り付けている場合、開口
部からの飛び出しが10ｍｍを超える
場合は取付できません。

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H57×W89×D40
（mm）

品番

追工コード

49799 69010 78

3524

参考価格（税込）

（税抜）

1,507円 （1,370円）
ライズがもっと快適になる！

RAIZE/Rocky専用
センターコンソール
ドリンクホルダー

車種専用品

SY-RR1

ライズ・ロッキー

RAIZE/Rocky
（A200/A210系）
右
ハンドル車専用設計でセンターコン
ソールにぴったりフィット。両面テー
プで貼り付けるだけの簡単装着。細
缶・350㎖缶・500/600㎖ペットボト
ル等を収納可能。小物を収納できる
ポケット付き。
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H89×W240×D137(mm)

品番
49799 69012 57

追工コード
4207

ライズがもっと快適になる！

ライズがもっと快適になる！

RAIZE/Rocky専用
サイドBOXゴミ箱 運転席用

RAIZE/Rocky専用
電源BOX

RAIZE/Rocky
（A200/A210系）
右ハ
ンドル車専用設計で運転席側フロント
ドアポケットにピッタリフィット。
ドアポ
ケットに入れるだけの簡単設計。たまっ
たゴミは本体を上下に分割して捨てる
ことができます。開口部は目立ちにくく、
ゴミが捨てやすい構造。

RAIZE/Rocky
（A200/A210系）
右
ハンドル車専用設計でフロントコン
ソールにぴったりフィット。車両のア
クセサリーソケットを使用して、
ソケッ
ト2口とUSBポート2口に増設できま
す。
※USBケーブルは含まれません。

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H180×W100×D85(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H100×W80×D125(mm)

品番

追工コード
4201

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

2,980円 （2,709円）

SY-RR3

SY-RR2

49799 69012 58

参考価格（税込）

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,980円 （1,800円）

49799 69012 59
59

追工コード
4202

4,980円 （4,527円）

ライズがもっと快適になる！

RAIZE/Rocky専用
ドアグリップカバー
運転席側/助手席側セット
SY-RR4

RAIZE/Rocky
（A200/A210系）
右
ハンドル車専用設計でドアグリップに
ぴったりフィット。巻きつけてマジック
テープで留めるだけの簡単装着。内
装デザインに合わせた革シボ生地に
レッドステッチ入り。運転席側用と助
手席側用の2個セット。
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H142×W134×D5(mm)

品番

追工コード

49799 69012 60

4211

参考価格（税込）

（税抜）

2,980円 （2,709円）

カローラがもっと快適になる！

210系カローラ専用
スマートフォントレイ

車種専用品

SY-CO1

210系カローラ系専用設計
（除くMT
車）
。フロントコンソール部に取り付け
できるスマートフォン用のトレイ。スマ
ートフォンの画面の向き
（縦または横）
に合わせてトレイの向きを変えること
ができます。

210系
カローラ

対応スマートフォンサイズ：
H110～175mm×W65～85mm×D20mmまで
対応総重量：約350gまで
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H156×W90×D72
（mm）

品番

追工コード

49799 69012 04

4203

カローラがもっと快適になる！

カローラがもっと快適になる！

210系カローラ専用
サイドBOXゴミ箱 運転席用

210系カローラ専用
電源BOX

210系カローラ系専用設計。運転席
側フロントドアポケットにすっきり収ま
るダストボックス。ゴミを捨てるときは
本体上部を取り外して簡単に捨てられ
ます。

210系カローラ系専用設計。フロント
コンソールトレイにすっきり収まる電
源BOX。純正アクセサリーソケットを
使 用してどちらの 向 きで も 挿 せ る
USBポート2口とソケット2口に増設で
きます。

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H172×W139×D82
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H93×W250×D105
（mm）

SY-CO2

品番

追工コード

49799 69012 05

4201

参考価格（税込）

品番

（税抜）

2,068円 （1,880円）

追工コード

49799 69012 06

4202

車種専用設計のため、車にフィット

210系カローラ専用
シートサイドポケット運転席用

カローラ専用
ドリンクホルダー

210系カローラ系専用設計。専用設
計で運転席側のシートのすき間にぴっ
たりフィット。センターコンソールと運
転席側シートの間にあるすき間を埋め
小物入れとしてお使いいただけます。
シートベルトのバックルに通して装着、
シート移動の際はポケットも連動して
移動します。

参考価格（税込）

（税抜）

車種専用設計のため、
カローラの内
装形状にフィットするドリンクホルダ
ー。

参考価格（税込）

（税抜）

5,038円 （4,580円）

NZ812

SY-CO4

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H105～130×W370
（mm）

品番

（税抜）

4,048円 （3,680円）

SY-CO3

カローラがもっと快適になる！

49799 69012 07

参考価格（税込）

メーカー：カーメイト
サイズ：H110×W182×D174(mm)

追工コード
4204

参考価格（税込）

品番

（税抜）

3,058円 （2,780円）

49730 07512 50
60

追工コード
3034

3,300円 （3,000円）

