
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）’21年7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。

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。■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）。

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。  

036

■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。
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、およびアシス
トグリップ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。　■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〉

※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

競技者向け GR パーツ 競技者向けGRパーツは受注生産となります。

043 GRショックアブソーバー＆ショートスタビリンクセット
517,264円（消費税抜き470,240円）4.6H〈GAAU〉

WRCや全日本ラリーのドライバーによるテストを通じて開発された、GRヤリスの高いグラベル性能を引き出すショックアブソーバーセット。
車高アップにともなうスタビライザーとアームの干渉を防ぐショートスタビリンクを設定。車高および減衰力調整式。
車高：約30㎜アップ
設定 除くRS、予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）、合金鋼チェーンスペシャル付車

043

※写真にはベース車両からの流用部品も一部含まれます。

039

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クーリングエンジンアンダーカバー、
　　  GRアンダーブレース付車

■ 装着部位 A.タンクガード　B.フロアガード　C.サンプガード

A
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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。■装着用品･パーツ製造事業者：トヨタ自動車株式会社
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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。  

037044

038037

044  GRクロスミッション＆Loファイナルギアセット
495,000円（消費税抜き450,000円）

※装着にあたり、ミッション内部の再使用不可部品等を別途購入いただく必要がございます。
※本製品を装着すると、iMT機能は使用できなくなります。

スーパー耐久という過酷な現場で、ルーキーレーシングのドライバーにより鍛え上げられた、クロスミッションとファイナルギアのセット。
ギアレシオはエンジンパワーバンドを効率的に使用できる1速&3速に、低～中速コースでの駆動力を最適化するファイナルを組み合わせ
ました。また耐久レースでの信頼性向上のため、1,3,4,5速とFinal（1）にSNCM材の採用およびショット処理を追加し、ショックトルク
強度と疲労強度を大幅に向上させました。（ギアセットに２,6速は含まれておりません）さらに、シンクロ内部のスプリング強化により、
スポーツ走行時のギア鳴りを低減させております。

グレード 条件 取付
時間 追工コード

RZ�High performance�、RZ 予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション） 無車 16.6H 〈GRTH〉
RC 左右独立温度コントロールフルオートエアコン＋ダイヤル式

ヒーターコントロールパネル（メーカーオプション）
付車
無車 15.6H 〈GRTG〉

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。

グレード 条件 取付
時間 追工コード

RZ�High performance�、RZ 予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション） 付車 10.6H 〈GRKU〉
無車 10.2H 〈GRJU〉

RC 左右独立温度コントロールフルオートエアコン＋ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル（メーカーオプション）

付車
無車 9.3H 〈GR9U〉

設定 除くRS

競技者向け GR パーツ 競技者向けGRパーツは受注生産となります。

037  GR機械式LSD（グラベル / ターマック用）
387,508円（消費税抜き352,280円）

※用品装着にあたり、ミッション・リヤデフ内部の交換が必要となる部品（サイドベアリング等）を含みます。（除くレリーズベアリング）
※ミッション・リヤデフ本体搭載に伴い交換部品が別途必要となる場合がございます。

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

グレード 条件 取付
時間

追工コード
グラベル用 ターマック用

RZ�High performance�、RZ 予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション） 付車 20.4H 〈GRTU〉  〈GSAU〉
無車 20.0H 〈GRMU〉 〈GS9U〉

RC 左右独立温度コントロールフルオートエアコン＋ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル（メーカーオプション）

付車
無車 19.0H 〈GRLU〉 〈GRVU〉

設定 除くRS

ギアレシオ一覧

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Rev Final（1）
（1st-4th）

Final（2）
（5th、6th）

（参考）標準ギア 46/13 
3.538

47/21 
2.238

43/28 
1.535

43/37 
1.162

40/37 
1.081

37/41 
0.902

35/13×37/26 
3.831

67/17 
3.941

67/20 
3.350

GRクロスミッション
＆Loファイナルギア
セット

45/14 
3.214 

（強化）
↑

43/27
 1.592

（強化）

↑
（強化）

↑
（強化） ↑ 35/14×37/26 

3.557
68/16 
4.250

（強化）
68/19 
3.578
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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。■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）。

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。  

042

045 GRクーリングエンジンアンダーカバー
25,300円（消費税抜き23,000 円）0.4H〈GRTK〉

スーパー耐久の極限状態における油温データを基に開発
された、トランスミッション・トランスファーを効果的に冷却
するエンジンアンダーカバー。下面に配置した導風ダクトに
より各油温を低下させ、サーキット走行などでGRヤリスの
ポテンシャルを安定して発揮する事が可能です。

※装着時は積雪路等の走行に制限がございます。詳しくは販
売店におたずねください。

設定 除くRS、GRアンダーガードセット付車

042 GRアンダーブレース
118,910円（消費税抜き108,100 円）1.7H〈GACU〉

ボディ下部に装着することで、剛性を向上。サスペンション本来の性能を引き出し、シャープなハンドリングを実現します。
材質：アルミニウム 、スチール
設定 除くRS、GRアンダーガードセット付車

【 装着箇所 】●ラジエーターサポート部分　●ダッシュ下部分　●リヤトレーリングアーム部分（左右2本）　●リヤバンパー部分

競技者向け GR パーツ

※写真にはベース車両からの流用部品も一部含まれます。

競技者向けGRパーツは受注生産となります。

045

■ GRアンダーブレース

 風の流れ

トランスファー

トランス
アクスルASSY

■ GRクーリングエンジンアンダーカバー



GR機械式LSD&GR強化メタルクラッチ&カバー&GRクロスミッション＆Loファイナルギアセット★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 

044 GRクロス
ミッション＆Lo
ファイナル
ギアセット

グレード 条件 取付
時間

追工コード

グラベル用 ターマック用

RZ�High performance�、
RZ

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション） 無車
23.2H 〈GAEU〉 〈GAGU〉

RC 左右独立温度コントロールフルオートエアコン＋ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル（メーカーオプション）

付車

無車 22.2H 〈GADU〉 〈GAFU〉

046 GR機械式LSD&GR強化メタルクラッチ&カバー&GRクロスミッション＆Loファイナルギアセット
037 ＋ 038 ＋ 044 のセット

1,038,268円（消費税抜き943,880円）　設定 除くRS

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）’21年7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。

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 9：00～16：00　  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 ’ 21年7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。

■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 ｜同時装着により取付時間が短縮。作業時間に応じた取付費がお得になります。　

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★

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－）、GRクーリングエンジンアンダーカバー、GRアンダーブレース付車

※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。

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〉

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

GR機械式LSD&GR強化メタルクラッチ&カバーセット★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 543,268円（消費税抜き493,880円）　設定 除くRS

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 

グレード 条件 取付
時間

追工コード

グラベル用 ターマック用

RZ�High performance�、
RZ

予防安全パッケージ（メーカーパッケージオプション）
付車 20.5H  〈GS5U〉  〈GS8U〉

無車
20.1H 〈GS4U〉 〈GS7U〉

RC 左右独立温度コントロールフルオートエアコン＋ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル（メーカーオプション）

付車

無車 19.1H 〈GS3U〉 〈GS6U〉

競技者向け GR パーツ


