目的に合わせて簡単脱着。釣り竿ロッドを5本収納

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・エスクァイア専用
VISOA ロッドホルダー

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

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。

8 0 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。

U-NV1F

U-NV1B

ロッド積載本数：5本
対応総重量：5kg
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H158×W1130×D790
（mm）

追工コード

品番
49799 69846 01

3446

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H1250×W1130×D200
（mm）

※運転席用
（SY-L5）
装着例

参考価格（税込）

品番

（税抜）

30,580円 （27,800円）

追工コード

49799 69846 02

3447

参考価格（税込）

（税抜）

30,580円 （27,800円）

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専用
ドリンクホルダー

車種専用品

ＮＺ５１５

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。

プリウスα

メーカー：カーメイト
サイズ：H70×W103×D130
（mm）

品番
49730 07525 15

追工コード
3091

ちょうどいい角度でスマートフォンが置ける

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人乗り専用
センタートレイ

プリウスα5人乗り専用
フロントコンソール電源BOX

ＳＹ-Ｐ３

ＳＹ-Ｐ４

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H48×W281×D170
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H177×W260×D175
（mm）

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。

品番

追工コード

49799 69008 54

3286

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

2,075円 （1,886円）

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。

参考価格（税込）

品番

（税抜）

3,025円 （2,750円）

49799 69009 45

追工コード
3412

4,015円 （3,650円）

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

30系 プリウス専用
ドリンクホルダーペア ブラック色用

車種専用品

ＮＺ５１３

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。

30系プリウス

メーカー：カーメイト
サイズ：H140×W94×D70
（mm）

品番
49730 07525 13
64

追工コード
3362

参考価格（税込）

（税抜）

3,647円 （3,315円）

プリウス専用 ドリンクホルダー＆トレイ

プリウス30系専用 充電や電装品の増設に便利

30系 プリウス専用
プリウストレイ ブラック色用

30系 プリウス専用
フロントコンソール電源BOX

ＮＺ５１１

ＳＹ-Ｐ１

メーカー：カーメイト
サイズ：H42×W200×D315
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H111×W155×D54
（mm）

プリウスのセンターコンソール専用
ドリンクホルダー＆トレイ。(ZVW30
系、2009年5月～）
使いやすい場所
にドリンクホルダーが設置できます。
トレイはマット付き。
ＰＥＴボトル2本収
納可能。

コンソールBOX内にアクセサリーソ
ケットのあるプリウス
（ZVW30系）
専用です。取付には専門技術が必要
です。最大許容アンペア数（ソケット
側7A
（USB含む）
、USB側1.2A）
とな
ります。USBポートは給電用とオー
ディオ中継用があります。純正ナビ/
オ ー ディオを 装 着 の 場 合 、中 継 側
USBポートは使用不可となります。

追工コード

品番
49730 07525 11

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,352円 （1,229円）

3360

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

3,123円 （2,839円）

49799 69008 11

貼付けるだけでステアリングをドレスアップ

ステアリングスイッチリング
プリウス・アクア専用

クローム ＮＺ５１４

貼付けるだけでステアリングをドレス
アップできるリング。
プリウス・プリウスＰＨＶ・プリウスα・
アクアのステアリングスイッチ専用
設計なのでぴったりフィット。
左右セット。

メーカー：カーメイト
サイズ：H47×W47×D5
（mm）
※P97の商品と同じです。

品番
49730 07525 14

カラー

追工コード

クローム

3367

参考価格（税込） （税抜）

836円

（760円）

60系ハリアーがもっと快適になる！

６０系 ハリアー専用
スマホトレイ
ＳＹ-ＨＲ８

車種専用品

ハリアー（ASU/AVU/ZSU60系）専用。
使いやすい位置にトレイの角度を調節可
能。置いたスマートフォン等の傷付き・すべ
り防止の軟質シート付き。スマートフォンリ
ングを装着したスマートフォンにも対応す
る凹形状付き。オーディオパネルに合わせ
た黒ツヤ+黒シボ調+シルバーライン仕様。

60系ハリアー

対応スマートフォンサイズ：
H～170mm×W～88mm×D～20mm
対応総重量：300g
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H101×W190×D17
（mm）

品番

4,015円 （3,650円）

49799 69011 74

60系ハリアーがもっと快適になる！

60系ハリアーがもっと快適になる！

60系 ハリアー専用
エアコンドリンクホルダー 運転席用

60系 ハリアー専用
エアコンドリンクホルダー 助手席用

ＳＹ-ＨＲ１

ＳＹ-ＨＲ７

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H102×W168×D149
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H94×W165×D148
（mm）

ハリアー
（ASU/AVU/ZSU60系）
右
ハンドル 車 専 用 。細 缶・3 5 0 ㎖ 缶・
500/600㎖ペットボトル等を収納可
能。エアコン送風口パネル周りに追
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。

ハリアー
（ASU/AVU/ZSU60系）
右
ハンドル 車 専 用 。細 缶・3 5 0 ㎖ 缶・
500/600㎖ペットボトル等を収納可
能。エアコン送風口パネル周りに追
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。

品番
49799 69009 47

追工コード
3415

参考価格（税込）

品番

（税抜）

4,015円 （3,650円）

49799 69009 85
65

追工コード
3194

4,015円 （3,650円）

60系ハリアーがもっと快適になる！

60系ハリアーがもっと快適になる！

60系 ハリアー専用
サイドBOXゴミ箱 運転席用

60系 ハリアー専用
シートサイドポケット

ハリアー
（AVU/ZSU/ASU60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。入れる
だけの簡単装着。フロントドアポケッ
ト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。本製品
は防水仕様ではありません。

ハリアー（AVU/ZSU60系）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。

①運転席用 ＳＹ-HR９/②助手席用 SY-HR１０

ＳＹ-ＨＲ３

品番

追工コード

49799 69009 49

①

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H420×W190×D65(mm)

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H148×W240×D81
（mm）

品番

※運転席用
（SY-HR9）
装着例

3417

参考価格（税込）

（税抜）

3,025円 （2,750円）

②

品名

①49799 69011 78

運転席用

②49799 69011 79

助手席用

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

3,058円 （2,780円）
3,058円 （2,780円）

60系ハリアーがもっと快適になる！

60系 ハリアー専用
コンソール電源BOX

ＳＹ-ＨＲ２

ハリアー
（AVU/ZSU/ASU60系）
右
ハンドル車専用。車両のアクセサリー
ソケットを使用して、
フロントコンソー
ル 内 小 物 入れに取り付ける増 設ソ
ケット。センターコンソールイルミ
ネーション等のオプション装着車へ
は取付できません。
※USBケーブルは含まれません。
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H92×W123×D47
（mm）

品番

追工コード

49799 69009 48

3416

参考価格（税込）

（税抜）

5,060円 （4,600円）

見やすく取りやすい場所にスマホホルダー

アクア専用
スマートフォンホルダー

車種専用品

ＳＹ-Ａ３

スマホを挟むだけの簡単ホールド。ア
クア
（NHP10）
の右ハンドル車専用。
装着後はメーターサイドポケットの
一部が使用できなくなります。インパ
ネアッパーボックスオプション装着車
は取付不可。対応スマホサイズ/厚
さ：7～20ｍｍ、横幅48～75ｍｍ。ア
クア専用メーターサイドボックスカ
バーとの同時装着不可。

アクア

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H65×W90×D60
（mm）

品番

追工コード

49799 69008 02

アクアがもっと快適になる！

アクア専用 サイドポケットにピッタリ

アクア専用
エアコンドリンクホルダー
（運転席側・助手席側の2個セット）

アクア専用
サイドBOX ゴミ箱
運転席用 ＳＹ-A4

アクア
（NHP10）
の右ハンドル車専用。
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。本製品は車種専用品で
すが、走行中の揺れ等により、
ガタつ
く場合があります。

ＳＹ-Ａ１

専用設計でエアコンパネルにピッタリ
フィット。
ドリンクのガタつきを抑える
底面クッション付き。細缶/350㎖缶/
500㎖ペットボトルタイプのホールド
可能。エアコンの送風によりドリンク
を冷却・保温効果があります。
2017年6月以降は適合しません。
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H123×W142×D105
（mm）

品番
49799 69008 00

2,075円 （1,886円）

3187

追工コード
3093

運転席用
（SY-A4）装着例

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：運転席用H164×W128×D98
（mm）

参考価格（税込）

品番

（税抜）

2,075円 （1,886円）

49799 69008 03
66

運転席用（SY-A4）

品名

追工コード

運転席用

3088

参考価格（税込）

（税抜）

1,551円 （1,410円）

アクア専用

貼付けるだけでステアリングをドレスアップ

電源ボックスと小物入れをドッキング

ステアリングスイッチリング
プリウス・アクア専用

アクア専用
フロントコンソール 電源

ＳＹ-Ａ６

クローム ＮＺ５１４

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H85×W260×D170
（mm）

メーカー：カーメイト
サイズ：H47×W47×D5
（mm）
※P97の商品と同じです。

貼付けるだけでステアリングをドレス
アップできるリング。
プリウス・プリウスＰＨＶ・プリウスα・
アクアのステアリングスイッチ専用
設計なのでぴったりフィット。
左右セット。

アクア
（NHP10）
の右ハンドル車専用。
コンソールオーガナイザー等のオプ
ション装着車取付不可。装着後はコ
ンソールトレイ使用不可。接続機器に
よって充電できない場合もあります。
使用される電装品の最大電流値を確
認し、本製品の最大許容アンペア数
（ソケット側6A、USB側1.2A）
を超え
ない事を確認してください。

追工コード

品番
49799 69008 05

3396

参考価格（税込）

品番

（税抜）

3,123円 （2,839円）

49730 07525 14

カラー

追工コード

クローム

3367

参考価格（税込） （税抜）

836円

（760円）

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

新型アクア専用
ドリンクホルダー 運転席用

車種専用品

SYA-14

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

新型アクア

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H180×W210×D135
（mm）

品番

追工コード

49799 69012 68

4207

参考価格（税込）

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

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

新型アクア専用
サイドBOX ゴミ箱 運転席用

新型アクア専用
コンソールトレイ

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。

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

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H180×W190×D75
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H180×W205×D60
（mm）

SYA-15

品番

追工コード

49799 69012 69

4201

SYA-17

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,980円 （1,800円）

49799 69012 71

「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

新型アクア専用
電源ボックス
SYA-16

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

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H180×W100×D90
（mm）

品番
49799 69012 70

追工コード
4202

（税抜）

2,486円 （2,260円）

参考価格（税込）

（税抜）

4,983円 （4,530円）
67

追工コード
4210

参考価格（税込）

（税抜）

1,980円 （1,800円）

車種専用設計のため、車にフィット

200系ハイエース
アームレストHD
（2個セット）

車種専用品

ZR-2001

車種専用設計のため、車にフィット。
純正コンソールの両サイド収納部に
差し込むだけの簡単装着。

ハイエース

メーカー：シーエー産商
サイズ：H210×W110×D310(mm)

品番

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

8,800円 （8,000円）

49550 32362 51

ドアポケット部に肘をかけても痛くない

200系ハイエース
ドアアームレストHD
（2個セット）
ZR-2002

ドアポケット部に肘をかけても
痛くない。
ドアの開閉時の
ドアノブとして使用可能な
形状。

メーカー：シーエー産商
サイズ：H100×W80×D280(mm)

品番

参考価格（税込）

（税抜）

5,500円 （5,000円）

49550 32362 52

シエンタ専用

内装にマッチする増設電源

シエンタ専用
増設電源ユニット

車種専用品

ＮＺ５５９

シエンタ
（P17♯G系、
2015年7月～）
右ハンドル車専用なので内装にマッ
チするデザインの増設電源。
電源ソケット×2口(合計7A)+USB×2
ポート(合計2.4A)でハイパワー充電
が可能。
粘着テープで貼付けるだけの簡単取
付。

その他車種

メーカー：カーメイト
サイズ：H60×W140×D117
（mm）

品番

追工コード

49730 07525 59

3530

内装にマッチするデザインの増設電源

ドリンクとスマートフォンを同時に置ける

ハイエース/レジアスエース専用
増設電源ユニット

ハイエース 200系用
ドリンクテーブル プレミアム

ハイエース/レジアスエース
（H200
系H16.8～）
専用設計。純正灰皿と交
換して取り付け。2ソケット&2USBに
増設することができ、USB合計出力
3Aなので、様々な電装機器が快適に
使うことができます。

ハイエース/レジアスエース( 2004年
8月～、型式H2##系)の右ハンドル車
専用。ハイエース バン DXグレードお
よびレジアスエース DXグレ
ード(フロント3人掛け仕様車)には取
付不可。細缶から500㎖紙パック飲料
が入るドリンクホルダーが2か所と、
ス
マートフォン等を置くことができるト
レイを備えています。

NZ586

NZ593

メーカー：カーメイト
サイズ：H60×W175×D91
（mm）

品番
49730 07525 86

3,520円 （3,200円）

メーカー：カーメイト
サイズ：H88×W280×D230(mm)

参考価格（税込）

品番

（税抜）

4,950円 （4,500円）

49730 07503 93
68

追工コード
3450

4,400円 （4,000円）

スペアスイッチホール部に充電用USBポートを増設

オーディオ中継用＆充電用USBポートを増設

トヨタ車系用
リバーシブルUSBポート4.8A

トヨタ車系用 リバーシブル
USBポートAUDIO+2.4Ａ

トヨタ車系専用設計で、スペアスイッ
チホール部にピッタリ取り付け。合計
最大4.8A充電が可能。機器に合わせ
て最適な電流を供給して充電する自
動判別機能付き。どちらの向きでも
挿せるリバーシブルタイプのUSB
ポート。充電状況お知らせランプ機
能付き。

トヨタ車系専用設計で、スペアスイッ
チホール部にピッタリ取り付け。どち
らの向きでも挿せるUSBポート。中継
側USBポートを使用して、
スマホ等を
カーオーディオに接続。給電側USB
ポートは自動判別機能付き
（合計最
大2.4A出力）
。給電側USBポートは
充電状況お知らせランプ機能付き。

ＶＰ134

ＶＰ１３１

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H33×W23×D61
（mm）

品番

追工コード

49799 69805 74

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H33×W23×D61
（mm）

※USBケーブルは含まれません

参考価格（税込）

3,036円 （2,760円）

3808

※USBケーブルは含まれません

品番

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

3,036円 （2,760円）

49799 69805 77

オーディオ中継用＆充電用USB Type-Cポートを増設

トヨタ車系用
リバーシブルUSBポート
AUDIO+TYPE-C
VP135

トヨタ車系専用設計でスペアスイッチ
ホール部にUSBポートを増設。オーディ
オ中継側USBポートを使用して、スマホ
等をカーオーディオに接続可能。
給電側USB Type-Cポートを使用して、
スマホ等を充電可能
（別途USB Type-C
コードが必要）
どちら向きでも挿せるリ
バーシブルタイプのUSBポート。
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H33×W23×D61
（mm）

※USBポートは、下記の製品寸法図を
ご確認の上、お買い求め下さい。
①VP131,VP134,VP135

品番

参考価格（税込）

（税抜）

約23
mm

3,608円 （3,280円）

49799 69805 78

約18mm

約23mm

※USBケーブルは含まれません

約33
mm
約43mm

トヨタ車系専用、小型スイッチホール部に専用USBポートを増設

トヨタ車系用
コンパクトUSBポート 2.4A

約18mm

VP138

トヨタ車系専用、小型スイッチホール
部に充電専用のUSBポートを
（1口）
増設
（最大出力2.4A）
。専用設計で、
内装にピッタリ取り付け。通電確認用
モニターランプ
（ブルーLED）
付き

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H22×W22×D50
（mm）

②VP138
約20mm
約22mm
約20
mm

約22
mm
※USBケーブルは含まれません

品番

参考価格（税込）

約50mm

（税抜）

2,486円 （2,260円）

49799 69805 82

引っ掛けるだけで取り付けられる簡単カバー

スヌーピー
サーフ ティッシュカバー

汎用用品

7279-05

袋のタイプで取付も簡単です。
厚さ6.5cmまでのティッシュボックス
が収まります。

スヌーピー

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H320×W210×D65
（mm）

品番
49670 98319 24
69

追工コード
3073

参考価格（税込）

（税抜）

1,540円 （1,400円）

