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CHASE The New Speciality
モビリティー社会に際立つ個性を



1,020人（19年4月現在）

株式会社 トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
2018年 4月1日

〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町800

17億円

本社所在地
資 本 金
株 主 構 成 トヨタ自動車株式会社 90.5% 、

豊田通商株式会社 9.5%

従 業 員 数

主な受注先 トヨタ自動車株式会社、全国トヨタ販売店、
トヨタ共販店他

会社概要

1

社 名
設 立

事 業 内 容 ・国内・海外向け特装車両の企画・開発・生産・販売・アフター
サービス
輸出用日本生産車への用品架装・特装に関わる企画・開発・
生産・販売・アフターサービス（補給部品、関連部品・用品
の販売・供給）
TRD・モデリスタ用品（トヨタ自動車タイアップカスタ
マイズ商品、トヨタ販売店特別仕様車）の企画・開発・販売、
パーソナルカスタマイズ
モータースポーツ車両の企画・開発・生産・販売および活動
サポート
量産スポーツ車両の企画・開発・試作、エンジン開発・評価
トヨタ自動車からの開発受託（新規車両の企画・開発・
試作、エンジン設計・評価）
トヨタハートフルプラザの運営（トヨタウェルキャブ＜福祉
車両＞ の展示場）

・

・
・

・

・

・



組織
O R G A N I Z AT I O N

技術管理部、パワトレ開発部、車両開発部、
研究開発部、製品開発部、特装技術部、

電子技術部、内外装技術部

用品本部
国内事業部、国内営業部、

海外事業部、海外商品企画部

生産本部
生産管理部、製造部、調達物流部、

カスタマーファースト部

コーポレート本部
第1総務部、第2総務部、経営推進室

特装本部
特装事業部、ハートフル事業部

MS本部
TRD事業部
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開発本部



沿革
HI S T O R Y
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2003

2003

2006
名古屋工場（旧愛知工場）開設
子会社TRD ASIA CO.,LTD.設立

2005

PT TRD  
INDONESIA
設立

名古屋工場
新棟完成

2017

トヨペット整備（株）設立
中古車再生事業を開始

（芝浦）

1954

1961
横浜TC（旧綱島工場）
開設

1964
（株）トヨペットサービスセンター
に 社名変更

トヨタテクノクラフト（株）に
社名変更

1990

1996
湘南工場開設

愛知東海センターに出張所開設
子会社TRD USA Inc.を
米国トヨタ自動車販売(TMS）へ売却

1997
（株）トヨタモデリスタインターナショナル・
モデリスタ神⼾・モデリスタ福岡開業

2002
モデリスタ神⼾、モデリスタ福岡を（株）トヨタモデリスタインターナショナルに統合
トヨタハートフル名古屋運営開始1999

トヨタハートフルプラザ福岡
運営開始

2017
ドバイ駐在員事務所（JMENARO）設立

米国駐在開始

2001
（株）ジェータックス設立

2007
台湾、中国駐在開始

2012
関連会社CARMAX（台湾）との資本提携開始
タイ駐在開始

2014

トヨタハートフルプラザ札幌運営開始

トヨタハートフルプラザ仙台設立

湘南テクニカルセンター
新棟完成
芝浦オフィス閉鎖
子会社

（株）テー・エス・シー 解散
子会社TRD ASIAを
TCD ASIAに社名変更

2019

子会社TRD

設立

2012

1978 1979
子会社

（株）テー・エス・シー U.S.A.,Inc
設立

1998
トヨタハートフルプラザ東京運営開始
トヨタハートフルプラザ神⼾運営開始

2018

設立

サービス事業をトヨタ
メトロジック（株）へ移管

2018



事業紹介
BUSINESS OVERVIEW

RAV4 MODELLISTA Ver.

LC200 19YM Special Edition

RAV4 TRD Field Monster

「TRD」「MODELLISTA」パーツの開発・販売
トヨタタイアップカスタマイズ商品の製作・販売・サービス
新車発売と同時に様々なカスタマイズのリリース
トヨタ販売店特別仕様車への企画提案
販売店のご要望に沿ったオリジナル商品の提供
パーソナルカスタマイズの製作・販売
モデリスタ店にてワンオフカスタマイズの提案・提供

海外マーケットのニーズに応える
輸出車両の企画・開発

架装・特装事業
トヨタ自動車のネットワークを利用した、
J-PIOのトータルコーディネート

（営業、企画、デザイン、開発、調達、生産・架装、
品質、アフターサービス）
部品販売・供給事業
トヨタ自動車のオーダーシステム、物流ネットワークを利用し、
海外の代理店に効率よく部品を販売・供給
受託事業
トヨタ自動車からの受託を受け、
様々なジャンルの業務で車両拡販をサポート
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用品事業

VOXY MultiUtility SUPRA GR PARTS by TRD



事業紹介
BUSINESS OVERVIEW

特装事業
トヨタの「特装車」を開発・生産

トヨタハートフルプラザの運営（5店舗）
お客様一人ひとりにあった
福祉カスタマイズの提案

特装事業
国内・海外向けトヨタ特装車

（道路パトロールカー、道路巡回車など）
救急車の開発・製造

トヨタ ハイメディック
5

先行開発
TMC受託を受け、幅広い業務で開発をサポート



事業紹介
BUSINESS OVERVIEW

SUPER GT（GT500）
・レース車両＆エンジンの開発/供給
・チームへの技術支援/全体統括

SUPER  FORMULA
・レーシングエンジンの開発/供給

FIA GT3
・レース車両＆エンジンの開発/製造（スポーツ車両ベース）
・ユーザーへの販売/補給

参加型モータースポーツ
・ワンメイクレースの企画/運営
・入門ラリーの企画/運営
・市販レース車両の開発、製造/販売、補給
・競技用部品の開発/販売（全日本ラリー等）
・プライベーターへの支援（トヨタ車ユーザー）

スポーツ車両
・レース車両の技術を応用した開発
・先行検討および試作

モータースポーツ
事業
レース＆スポーツ車両の開発と
モータースポーツ活動のサポート
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トヨタハートフルプラザ仙台

名古屋工場

トヨタ
モデリスタ神⼾

新東海架装センター
名港センター

トヨタハートフルプラザ福岡

トヨタハートフルプラザ札幌

日進事業所

田原架装センター

トヨタモデリスタ東京
東京オフィス

調布オフィス

トヨタハートフルプラザ名古屋

拠点
LO CATI O N

用品事業
調布オフィス、名古屋オフィス、日進事業所、東京オフィス、
新東海架装センター、名港センター、田原架装センター、
トヨタモデリスタ東京、トヨタモデリスタ神⼾、ドバイ事務所

特装事業
名古屋工場、トヨタハートフルプラザ札幌、トヨタハートフルプラザ仙台、
トヨタハートフルプラザ名古屋、トヨタハートフルプラザ神⼾、
トヨタハートフルプラザ福岡

モータースポーツ事業
湘南テクニカルセンター、横浜テクニカルセンター

用品事業 特装事業 MS事業
子会社・関連会社
TCD ASIA（バンコク）、TRD INDONESIA（ジャカルタ）、
Carmax Company Limited（台湾）
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トヨタハートフルプラザ神⼾

名古屋オフィス

湘南テクニカルセンター
横浜テクニカルセンター

TRD INDONESIA

ドバイ事務所

TCD ASIA

Carmax Company Limited


