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このたびは GRトランクスポイラーをお買い上げいただきありがとうございました。
本書は GRトランクスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品番・適合車種

MS342-18007/8
GRトランクスポイラー

取付要領書

●	本商品は未登録車への取り付けはできません。取り付けは必ず車両登録後に行ってください。

・	 最新の適合情報は TRDカタログサイトをご覧ください。https://www.trdparts.jp/

品　　　番 塗装色 適合車種 備考

GR86 ’21.10～

クリスタルホワイトパール

クリスタルブラックシリカ

MS342-18007-A0

MS342-18007-C0

スパークレッドMS342-18007-D0

未塗装品MS342-18008-NP

GG529-01120
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構成部品

品　名No. 個数

トランクスポイラー①

②

①

②

③

④

⑤

1

1

1③ PACプライマー N-200

1④ 取付要領書

6⑤ ナット（M6）

型紙
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取り付け上の注意事項

本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので
絶対に行わないでください。
本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり
作業を行ってください。

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています

………警告事項を守らないと生命の危険、または重大な傷害につながる恐れがあることを記載しています

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

やってはいけないこと 必ず行っていただくこと

本商品の取付け後24時間は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。
装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認して
ください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。

脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）を
使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤
は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。
温度が足らないと両面テープが剥がれます。

乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを起こし
ますので70℃以下で乾燥させてください。

両面テープの圧着は49N（5kgf）以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。
圧着が足らないと両面テープが剥がれます。

取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより
重大な事故や故障を招くおそれがあります。

本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を
保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に充分に注意して
ください。

脱脂作業について

脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。

両面テープについて

本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。

未塗装品の塗装作業について

本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。

取り付けが終わったら
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一般工具、保護シート、保護テープ、マスキングテープ、電動ドリル、	
ドリル（φ 3・φ 6・φ 6.5・φ 8・φ 10）、保護めがね、ホワイトガソリンまたは IPA、清潔なウエス

ハイマウントストップランプ等、電気系統の作動確認を実施してください。

取り付け概要

取り付けに必要な工具等

始業点検

本製品は、1年・20,000Kmの保証を実施いたします。（1年または 20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）
※	保証の詳細は TRDパーツカタログサイト＜ https://www.trdparts.jp/＞「保証について」をご覧ください。

保証について

①トランクスポイラー

TG-AC-001
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塗装済み品の取り付けは、次ページに進み作業を行ってください。

下記は未塗装品の塗装前のマスキング要領および塗装範囲を示します。下記要領に従い作業してください。

本製品は下地処理として、製品表面の面出しまで実施してあります。塗装前の下地処理として、足付け、脱脂、
プライマーサフェーサー塗装は販売店様にて実施してください。

1.	下記に従い、両面テープ部・ボルト部・リッププロテクター部をマスキングする。
2.	下記塗装範囲を車体色で塗装する。

未塗装品の取り扱いについて

トランクスポイラー（裏側）

トランクスポイラー（表側）

両面テープ部

両面テープ部

両面テープ部

両面テープ部

リッププロテクター部マスキング範囲

リッププロテクターマスキングテープ

リップ
プロテクター

断面図

ボルト部

ボルト部

ボルト部

A’

A-A’断面

車体色塗装範囲

A

TG-AC-F01



6/16№ 2011-T2110001

車両部品傷付き防止の為、以降の作業は必ず保護シートの上で行ってください。

1.	型紙から、型紙 LH、型紙 RH及び型紙CTRを
切り離す。

2.	破線部に沿って型紙を折り曲げる。

トランクスポイラー取り付け準備

型紙LH型紙CTR

型紙RH

折り曲げる破線部

破線部

破線部

TG-AC-B01

Front

トランクガーニッシュ

TG-AC-002

該当車両の修理書に従い、車両からトランクガーニッシュを取りはずす。

取りはずした車両部品、車両ボルト、車両ナット、車両クリップは再使用します。	
無くさないように必ず保管してください。
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3.	図に従い、型紙 LH、型紙 RH及び型紙CTRを位置決めし、トランクガーニッシュにマスキングテープ
で貼り付ける。

形状合わせ 形状合わせ

形
状
合
わ
せ

形
状
合
わ
せ

トランクガーニッシュ（裏側）

トランクガーニッシュ（表側）

トランクガーニッシュ トランクガーニッシュ

断面視 A-A’ 断面視 B-B’

型紙LH

A’

A

型紙LH

太線で示す形状に位置を合わせる 太線で示す形状に位置を合わせる 太線で示す形状に位置を合わせる

マスキングテープ×5

※マスキングテープ ※マスキングテープ ※マスキングテープ

マスキングテープ×5
マスキングテープ×5

型紙RH

型紙RH

型紙CTR

型紙CTR

型紙LH（RHも同様）

頂点
×

折れ線合わせ

R終わり合わせ
R終わり合わせR終わり合わせ

頂点
×

折れ線合わせ型紙CTR
浮きが無いよう密着 浮きが無いよう密着

R終わり合わせ R終わり合わせ

R終わり合わせ A’

A

B’

B

TG-AC-B02
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1.	トランクガーニッシュにトランクスポイラーを合
わせ、※❶で示す隙間が左右で均一になるようト
ランクスポイラー左右方向の取り付け位置を調整
する。

2.	※❷で示す隙間が均一になるようトランクスポイ
ラー前後方向の取り付け位置を調整する。

3.	トランクスポイラーを調整した位置で動かないよ
う養生テープで仮固定する。

4.	ナット（6個）を仮止めする。

1.	 電動ドリルは、穴を開ける面に対して垂直
に当ててください。

2.	 電動ドリルで他の車両部品を傷付けないよ
う注意してください。

3.	 電動ドリルを使用する際は必ず保護めがね
を着用してください。なお、ドリルに巻き
込まれる恐れがあるため手袋等は着用しな
いでください。

4.	 穴開け作業を行う際は、裏側に車両ハーネ
ス等がないことを確認してください。

4.	図に従い、電動ドリルにストッパー（ガムテープ）
をセットする。

5.	型紙の穴開け位置中心（6箇所）に、電動ドリル
で下穴φ 3を開ける。

6.	全ての型紙を取りはずす。
7.	下穴（2箇所）に、本穴φ 6.5 を開ける。
8.	下穴（4箇所）に、本穴φ 6→φ 8→φ 10 を	
開ける。

9.	加工穴のバリを取り除く。

トランクガーニッシュ（表側） マーキング×6

ドリル

ガムテープ

10
m
m

ヤスリ

バリ

電動ドリル
下穴：φ3
本穴：φ6.5

電動ドリル
下穴：φ3
本穴：φ6→φ8→φ10

電動ドリル
下穴：φ3
本穴：φ6→φ8→φ10

TG-AC-B04

※❶

※❷
※❷

※❷

トランクガーニッシュ
6mm（参考）

5mm
（参考） 5mm

（参考）

5mm
（参考）

6mm（参考）

トランクガーニッシュ

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

トランクスポイラー

トランクスポイラー

※❶

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

養生テープ×２ ナット×6

TG-AC-B06

トランクスポイラーの取り付け要領
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5.	位置調整したトランクスポイラーの外周に沿って、トランクガーニッシュにマスキングテープを貼り付け、	
下図で示す範囲をマスキングする。

上面視 マスキング範囲

マスキング範囲

トランクガーニッシュ

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

トランクスポイラー

TG-AC-B07

この後、トランクスポイラーを取りはずして再取り付けする際、ここで貼り付けたマスキングテープを位
置決めに使用します。マスキングテープはトランクスポイラー外周に正確に沿って貼り付けてください。

6.	トランクガーニッシュ裏面の樹脂クリップ（7個）
を一旦、取りはずす。

トランクガーニッシュ（裏面）
樹脂クリップ×7

樹脂クリップをスライドして取りはずす

TG-ZA-B10

7.	ナット（6個）をはずし、トランクスポイラーを
トランクガーニッシュから取りはずす。

8.	IPA またはホワイトガソリンを使用し、トラン
クガーニッシュの図中脱脂範囲（マスキングテー
プで囲った内側）を一方向に拭いて脱脂する。

IPAまたはホワイトガソリンを使用する際は、
火気に充分注意してください。

取りはずした樹脂クリップは再使用しますの
で、紛失しないよう保管してください。

トランクガーニッシュ（表側）
脱脂範囲

マスキングテープ

ナット×6

トランクスポイラー

TG-AC-B08
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トランクスポイラー（裏側）

※

離型紙の端末×7

※離型紙

マスキングテープ

トランクスポイラー＜表側＞

TG-AC-C01

10.	トランクスポイラー裏側の離型紙の端末（7箇所）
を 50mm程度めくり、表側へ折り曲げてマスキン
グテープで固定する。

11.	トランクスポイラーのスタッドボルトをトランク
ガーニッシュの加工穴に挿入し、ナット（6個）
を仮止めする。

この後、取り付け位置の調整を行いますので、
ナットは仮止めにし、トランクスポイラーを押
さえ付けないよう注意してください。

トランクガーニッシュ（表側）

プライマー塗布範囲

マスキングテープ

TG-AC-B09

プライマー開封前に、必ず下記のプライマー使用
要領を読んでください。

1.	 プライマーは、マスキングテープで囲った
内側からはみ出さない範囲で塗布してくだ
さい。

2.	 プライマーが塗布範囲外に付着した場合は、
直ちに IPAやホワイトガソリンで拭き取っ
てください。付着してしまいますと変色す
ることがありますので注意ください。

3.	 トランクスポイラーの位置決めにマスキン
グテープを使用する為、マスキングテープ
を剥がさないでください。

9.	プライマー塗布範囲（脱脂した範囲）にプライマー
を塗布する。

12.	トランクスポイラーを取り付けたトランクガー
ニッシュを車両に取り付ける。

13.	トランクガーニッシュを保持しながら、ラゲー
ジドアをゆっくり開く。

トランクガーニッシュ（表側） マスキングテープ

ナット×6

トランクスポイラー

TG-AC-C02

Front

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー
ラゲージドアをゆっくり開く

TG-AC-C03

トランクガーニッシュを保持しない状態でラ
ゲージドアを勢いよく開くと、脱落し車両を	
破損する恐れがあります。
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14.	ボルト（4本）及びナット（6個）を取り付け、
トランクスポイラーを組み付けたトランクガー
ニッシュを仮復元する。

Front

ナット×6

トランクガーニッシュ
（裏面）

トランクスポイラー

ボルト×4

TG-AC-C04

いずれかのボルトまたはナットを取り付けるま
で、トランクガーニッシュをしっかり保持し、
脱落に注意してください。

上面視

マスキングテープ

マスキングテープの端に合わせる

マスキングテープの端に合わせる

マスキングテープ

トランクガーニッシュ

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

トランクスポイラー

TG-AC-C05

15.	トランクスポイラーをプライマー塗布範囲用の
マスキングテープの端に合うよう位置調整する。

16.	離型紙の端末（7箇所）を番号順で矢印方向へ徐々
にめくり引き抜きながら圧着する。

トランクスポイラーの位置決めで合わせた位置
からずれないように作業してください。

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

離型紙の端末×７

❻ ❸
❹

❶ ❷
❼

❺

TG-AC-C06



12/16№ 2011-T2110001

20.	トランクガーニッシュとトランクスポイラーを
表裏双方から再圧着する。

21.	ナット（6個）を本締めする。

取り付け位置の再調整で合わせた位置からずれ
ないように作業してください。

19.	トランクスポイラーを取り付けたトランクガー
ニッシュを取りはずす。

17.	両面テープ部（6箇所）を 49N（5kgf）以上で	
圧着する。

1.	 トランクスポイラーの位置決めで合わせた
位置からずれないように作業してください。

2.	 圧着が不足していると、浮きの原因となり
ますので、しっかり加圧してください。

3.	 両面テープの接着力を最大限に発揮させる
為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両
の貼付け部をドライヤー等で約４０℃程度
に暖めてください。

4.	 より強固な接着力を促進するため、取り付
け後 2～ 3時間はそのまま放置し、走行し
ないでください。また脱落の恐れがある為、
取り付け後 24 時間以内は洗車しないでくだ
さい。

22.	プライマー塗布範囲用のマスキングテープを剥
がす。

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

圧着

圧着

圧着

圧着
圧着

TG-AC-C07

18.	ボルト（4本）及びナット（6個）を取りはずす。

Front

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

TG-AC-D02

トランクガーニッシュ

トランクスポイラー

裏面視

ナット×6

ナット×6

TG-AC-D03

全てのボルトまたはナットを取り外した後は、
トランクガーニッシュをしっかり保持し、脱落
に注意してください。

取りはずす時にトランクスポイラーを持たない
でください。

Front

ナット×6

トランクガーニッシュ
（裏面）

トランクスポイラー

ボルト×4

TG-AC-D01
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23.	トランクガーニッシュ裏面の樹脂クリップ（7個）
を復元する。

トランクガーニッシュ（裏面）
樹脂クリップ×7

取り外した樹脂クリップを取り付ける

TG-AC-D04

⑴	 	取り付け作業に使用したすべてのマスキングテープ・保護テープを剥がしてください。
⑵	 	GR トランクスポイラーが車両に確実に固定されているか点検してください。
⑶	 	取り付けの際、GRトランクスポイラー及び車両部品に傷が付けていないか点検してください。
⑷	 	より強固な接着力を促進するため、取り付け後 2～ 3時間はそのまま放置し、走行しないでくだ
さい。また脱落の恐れがある為、取り付け後 24 時間以内は洗車しないでください。

⑸	 	ハーネス類の噛み込み、たるみがないか確認してください。
⑹	 	ラゲージドアを開閉し、干渉がないことを確認してください。

取り付け完了後の注意事項

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
ＴＲＤ商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
https://www.trdparts.jp/

該当車両の修理書に従い、トランクガーニッシュを車両に復元する。

復元する際には、トランクスポイラーを持たないでください。
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