
カローラクロス専用
サイドBOX ゴミ箱 運転席用
SYC07

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H216×W131×D70（mm）

品番

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

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
単に捨てられる。

49799 69012 78
追工コード

4201
（税抜）

（1,800円）

参考価格（税込）

1,980円

カローラクロス専用
センターコンソールトレイ
SYC09

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H232×W113×D29（mm）

品番

センターコンソールのカップホルダー上部にぴったり収まるトレイ

センターコンソールのカップホル
ダー上部にぴったり収まるトレイ。ト
レイを持ち上げれば、カップホルダー
を使用可能。

49799 69012 80
追工コード

4210
（税抜）

（2,260円）

参考価格（税込）

2,486円

カローラクロス専用
電源ボックス
SYC08

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H135×W53×D78（mm）

品番

「DC電源」「USB-TypeA」「USB Type-C」の3種類の方式で給電可能な電源ボックス

センターコンソール助手席側に取付
る電源ボックス。電源としては「DC電
源」「USB-TypeA」「USB　Type-C」
の3種類の方式で給電可能

49799 69012 79
追工コード

4202
（税抜）

（5,440円）

参考価格（税込）

5,984円

車種専用品

アルファード
ヴェルファイア

30系 アルファード・ヴェルファイア専用
スマートフォンホルダー
ＳＹ-ＡＶ７

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H80×W160×D78（mm）

品番

アルファード・ヴェルファイアがもっと快適になる！

アルファード・ヴェルファイア（AYH/GGH/
AGH30系）右ハンドル車専用。シフトノブ
横にあるポケットに取り付けできるスマート
フォン用のホルダーです。タテ・ヨコ画面に
合わせて回転させることが出来ます。※純
正オプションの灰皿（フロント照明付き）お
よびシガーライター装着車、シフトノブ横ポ
ケットに別部品装着車は取付不可。
対応スマートフォンサイズ：H58～90mm

49799 69009 67
追工コード

3436
（税抜）

（3,680円）

参考価格（税込）

4,048円

車種専用品

カローラクロス

カローラクロス専用
ドリンクホルダー
①運転席用 ＳＹ-ＮＶ４
②助手席用 ＳＹ-ＮＶ5

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

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、エア
コン送風口パネルにピッタリフィット。
細缶/350ml缶/500mlおよび600ml
ペットボトル/コンビニが置ける

品番
①49799 69012 76
②49799 69012 77

運転席用
助手席用

4207
4208

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： SY-NV4　H85×W190×D165（㎜）
　　　　SY-NV5　H85×W190×D165（㎜）

追工コード品名

① ②

※運転席用（SY-NV4）装着例

（税抜）

（2,710円）

参考価格（税込）

2,981円

（2,710円）2,981円
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30系 アルファード・ヴェルファイア専用 
エアコンパネルセット
ＳＹ-ＡＶ１

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H100×W210×D30（mm）（約）
※左右で多少形状が異なります。

品番

上質空間を創るインテリアパネルセット

アルファード・ヴェルファイア（AYH/
GGH/AGH30系）右ハンドル車専用。
専用設計でエアコン送風口パネルに
取り付けできるインテリアパネル運
転席側・助手席側セットです。両面
テープで貼るだけの簡単装着。

49799 69009 61
追工コード

3420
（税抜）

（3,680円）

参考価格（税込）

4,048円

30系 アルファード・ヴェルファイア専用
シフトパネルセット
ＳＹ-ＡＶ２

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： デフロスター:H65×W105×D3（mm）（約）
※左右で多少形状が異なります。

品番

上質空間を創るインテリアパネルセット

アルファード・ヴェルファイア（AYH/
GGH/AGH30系）右ハンドル車専用。
シフトパネル用1枚・運転席側・助手
席側デフロスター用各1枚のインテ
リアパネルセットです。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。

49799 69009 62
追工コード

3421
（税抜）

（2,780円）

参考価格（税込）

3,058円

80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
スマートフォントレイ
ＳＹ-ＮＶ２

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： 最大H250×W133×D71（mm）

品番

ノア・ヴォクシーがもっと快適になる！

センタートレイ専用スマートフォント
レイです。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。ノア・ヴォクシー・エスクァイ
ア（ZWR/ZRR80系）右ハンドル専用
です。トレイ部の対応総重量は200ｇ
までです。エアコンスイッチリングと
の同時装着不可。

49799 69008 99
追工コード

3302
（税抜）

（2,750円）

参考価格（税込）

3,025円

車種専用品

ノア
ヴォクシー
エスクァイア

30系 アルファード・ヴェルファイア専用
サイドBOXゴミ箱 運転席用
ＳＹ-ＡＶ４

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H215×W270×D90（mm）

品番

アルファード・ヴェルファイアがもっと快適になる！

アルファード・ヴェルファイア（AYH/
GGH/AGH30系）右ハンドル車専用。
運転席側フロントドアポケット専用の
ゴミ箱です。専用設計でドアポケット
にピッタリフィット。入れるだけの簡
単装着。

49799 69009 64
追工コード

3423
（税抜）

（2,780円）

参考価格（税込）

3,058円

30系 アルファード・ヴェルファイア専用
フロントパネルカバー
ＳＹ-ＡＶ６

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H40×W170×D65（mm）

品番

アルファード・ヴェルファイアがもっと快適になる！

アルファード・ヴェルファイア（AYH/
GGH/AGH30系）右ハンドル車専用。
7・9インチディーラーオプションナビ
下にあるポケットに取り付けできるカ
バーです。ワンタッチで開くプッシュ
オープンカバー採用。
※メーカーオプションナビ装着車、

ナビ下にポケット部がない車は装
着不可。

49799 69009 66
追工コード

3435
（税抜）

（2,780円）

参考価格（税込）

3,058円

30系 アルファード・ヴェルファイア専用 
コンソール電源BOX
ＳＹ-ＡＶ３

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H90×W240×D70（mm）

品番

アルファード・ヴェルファイアがもっと快適になる！

純正アクセサリーソケットを使用して2
口電源ソケットと2口USBポートに増設
できます。アルファード・ヴェルファイア

（AYH/GGH/AGH30系）右ハンドル
車専用です。※大型ハイグレードボック
スタイプ及びメーカーオプション（シス
テムコンソール・フロアコンソール）装
着車へは取付不可。
※USBケーブルは含まれておりません。

49799 69009 63
追工コード

3422
（税抜）

（4,580円）

参考価格（税込）

5,038円
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80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア
専用エアコンドリンクホルダー2
①運転席用 ＳＹ-ＮＶ９
②助手席用 ＳＹ-ＮＶ１０

エアコン送風口パネルにぴったりフィット

ノ ア・ヴ ォク シ ー・エ ス クァイ ア
（ZWR/ZRR80系）右ハンドル車専用。
ドリンクのガタつきを抑える底面クッ
ション付き。細缶・350㎖缶・500㎖／
600㎖ペットボトル・コンビニコーヒー
等を収納できる。

品番
①49799 69011 72
②49799 69011 73

運転席用
助手席用

3201
3202

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： SY-NV9　H101×W137×D130(mm)
　　　　SY-NV10　H106×W167×D137(mm)

追工コード品名

①

②

※運転席用（SY-NV9）装着例

（税抜）

（2,780円）

参考価格（税込）

3,058円

（2,780円）3,058円

80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
ビルトインETCカバー
ＳＹ-ＮＶ８

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H50×W118×D42（mm）

品番

純正品のようにインテリアにマッチ

ノア・ヴォクシ ー・エ スクァイ ア
（ZWR/ZRR80系）右ハンドル専用で
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10
ｍｍを超える場合は取付できません。

49799 69010 79
追工コード

3525
（税抜）

（1,370円）

参考価格（税込）

1,507円

ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
カップホルダー リング3
ＥＥ２９

メーカー ： 星光産業
サイズ ： H86×W86×D12（mm）

品番

サイドテーブルのカップホルダーを簡単ドレスアップ！

ノア・ヴォクシー・エスクァイア（7人乗
り、ZWR/ZRR80系・85系）専用設計。
2個1セット。
粘着テープで貼り付けるだけの簡単
取付

49742 67005 29
追工コード

3368
（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円

ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
エアコンスイッチリング
ＮＺ５５０

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H113×W115×D5（mm）

品番

貼るだけでエアコンスイッチをドレスアップ

ノア・ヴォクシー（ZRR8#W/ZRR8#G/
ZWR80G系、H26.1～）とエスクァイア

（ZRR8#G/ZWR80G系、H26.10～）
専用設計。
貼るだけでエアコンスイッチをドレス
アップできるクロームメッキ仕上げのリ
ング。 
センタークラスターパネルを装着して
いても取付け可能。

49730 07525 50
追工コード

3402
（税抜）

（900円）

参考価格（税込）

990円

ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
ドリンクホルダー
ＮＺ５４７

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H125×W120×D190（mm）

品番

純正品のようにインテリアにマッチ

49730 07525 47
追工コード

3398

ノア・ヴォクシー（ZRR8#W/ZRR8#G/
ZWR80G系、H26.1～）・エスクァイア

（ZRR8#G/ZWR80G系、H26.10～）
のエアコン吹出口専用ドリンクホルダー。
ドリンクとスマートフォンを同時にホール
ド可能。
運転席用・助手席用各1個1セット。

（税抜）

（3,900円）

参考価格（税込）

4,290円

80系 ノア・ヴォクシー専用
エアコンドリンクホルダー 2個セット
ＳＹ-ＮＶ１

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： 運転席用H101×W128×D138（mm）
　　　　助手席用H108×W140×D138（mm）

品番

ノア・ヴォクシーがもっと快適になる！

内装にマッチしやすい違和感のない
革シボ柄
※エスクァイアには取付不可。

49799 69008 98
追工コード

3300
（税抜）

（2,750円）

参考価格（税込）

3,025円

ノア・ヴォクシー・エスクァイア
専用ゴミ箱
ＮＺ５４８

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H180×W305×D275（mm）

品番

純正品のようにインテリアにマッチ

ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用設
計。センターロアボックスに引っかけ
て固定するだけの簡単取付。捨て口
が大きいのでペットボトルや500ml
紙パックなどの大きなゴミも簡単に
捨てられます。
※2017年7月以降は適合しません。
　NZ560との併用はできません。

49730 07525 48
追工コード

3400
（税抜）

（2,770円）

参考価格（税込）

3,047円

80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア
専用サイドBOXゴミ箱
①運転席用 ＳＹ-ＮＶ４
②助手席用 ＳＹ-ＮＶ5

純正品のようにインテリアにマッチ

ノ ア・ヴ ォク シ ー・エ ス クァイ ア
（ZWR/ZRR80系）右ハンドル車専用。
専用設計で、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上蓋
がはずれて簡単に捨てられます。汚れ
ても丸洗い可能。 

品番
①49799 69009 01
②49799 69009 02

運転席用
助手席用

3304
3305

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： SY-NV4　H221×W120×D83（mm）
　　　　SY-NV5　H221×W120×D83（mm）

追工コード品名

① ②

※運転席用（SY-NV4）装着例

（税抜）

（1,370円）

参考価格（税込）

1,507円

（1,370円）1,507円
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プリウスα5人乗り専用
センタートレイ
ＳＹ-Ｐ３

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H48×W281×D170（mm）

品番

ちょうどいい角度でスマートフォンが置ける

プリウスα5人乗り（ZVW41W）右
ハンドル車専用です。トレイ角度調整
可能なトルクヒンジ機構を採用。トレ
イ部分に滑り止めシート付き。使用し
ない時はトレイ部分を折りたたむ事
が出来ます。トレイ部分耐荷重300ｇ
まで。

49799 69008 54
追工コード

3286
（税抜）

（2,750円）

参考価格（税込）

3,025円

プリウスα5人乗り専用
フロントコンソール電源BOX
ＳＹ-Ｐ４

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H177×W260×D175（mm）

品番

ソケットとUSBポートを使いやすい場所に設置

プリウスα5人乗り（ZVW41W）右
ハンドル車専用です。車両のアクセ
サリーソケットを使用して、電源ソ
ケット2口とUSBポート1口に増設し
ます。
※USBケーブルは含まれておりませ
　ん。

49799 69009 45
追工コード

3412
（税抜）

（3,650円）

参考価格（税込）

4,015円

30系 プリウス専用
ドリンクホルダーペア ブラック色用
ＮＺ５１３

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H140×W94×D70（mm）

品番

プリウス専用のエアコン吹出口取付けドリンクホルダー

プリウス専用のエアコン吹出口取付
けドリンクホルダー。(ZVW30系、
2009年5月～）運転席用・助手席用
の２個入り。ドリンクを置かない時は
たたんで携帯電話やタバコが置ける。
iPhone等スマートフォンも置ける。

49730 07525 13
追工コード

3362
（税抜）

（3,315円）

参考価格（税込）

3,647円

車種専用品

30系プリウス

80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
VISOA ロッドホルダー
U-NV1F

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H158×W1130×D790（mm）

品番

目的に合わせて簡単脱着。釣り竿ロッドを5本収納

80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア
（2019年8月時点）右ハンドル車専用。
3列目アシストグリップに取り付ける
ロッドホルダー。
1ピース・2ピースロッド、ショア用・オ
フショア用等、様々なロッドに対応。
ロッド積載本数：5本
対応総重量：5kg

49799 69846 01
追工コード

3446

※運転席用（SY-L5）装着例

（税抜）

（27,800円）

参考価格（税込）

30,580円

80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用
VISOA サイクルスタンド
U-NV1B

品番

目的に合わせて簡単脱着。スポーツバイクを車内に積載

80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア
（2019年8月時点）右ハンドル車専用。
3列目アシストグリップに取り付け。
フレームとホイールを簡単安定ホール
ド。スポーツバイク専用につき、重量の
ある街乗り用自転車、タンデム自転車、
電動自転車等は対応不可。

49799 69846 02
追工コード

3447

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H1250×W1130×D200（mm）

（税抜）

（27,800円）

参考価格（税込）

30,580円

プリウスα専用
ドリンクホルダー
ＮＺ５１５

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H70×W103×D130（mm）

品番

専用設計なのでぴったり取付き、インテリアにもマッチ

プリウスα（ＺＶＷ４＃系）の運転席側専
用のドリンクホルダー。2014年．１１月
～マイナーチェンジ後車両も適合ＯＫ。 
専用設計なのでぴったり取付き、イン
テリアにもマッチ。細缶～５００㎖紙
パック（ボトル型灰皿等）とスマート
フォン（タバコ等）を２つ同時にホール
ドできる。 

49730 07525 15
追工コード

3091
（税抜）

（1,886円）

参考価格（税込）

2,075円

車種専用品

プリウスα
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