
 

 

新型アクア用 カスタマイズアイテムを発売 

 

2017 年 6 月 19 日 

 

株式会社トヨタモデリスタインターナショナル（東京都杉並区：代表取締役社長 猪澤 豊）は、アクアのマイナ

ーチェンジに伴い、「Smart Agility Style」をコンセプトに“シンプルかつ上質さの追求”をカタチにしたカスタ

マイズアイテムをラインアップし、全国のトヨタ店、トヨペット店、トヨタカローラ店、ネッツ店及びトヨタモデ

リスタ店を通じて 6 月 19 日に発売した。 

フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスパッツ全てを一新した『MODELLISTAエアロキット』は上質感

あるスマートなスタイリングを表現。メッキガーニッシュセットの『クールシャインキット』やSpinAirシリーズ

最新作である『SpinAir Ⅴ』を中心にオリジナルアルミホイールを多数ラインアップした。 

新設グレードの“Crossover”に対しては、『クロススタイルキット』を設定し、都会的なコンパクト SUV 

スタイルを提案する等、新型アクアの魅力を高めるカスタマイズアイテムを多数ラインアップした。 

    

                                    

   

                    

       

 

 

MODELLISTA エアロキット 

クロススタイルキット 



 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット （Ａ＋Ｂ＋Ｃのセット）   

塗装済：９７，２００円  素 地：７９，９２０円 

【設定】除く L、Crossover、フレックストーン（メーカーオプション）付車   
【塗装済設定色】ﾗｲﾑﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<082>、ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ<1F7>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<209>、ﾌﾞﾗｯｷｯｼｭｱｹﾞﾊｶﾞﾗｽﾌﾚｰｸ<221>、その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装

（塗装費は別途） 

Ａ フロントスポイラー 

    塗装済：４１，０４０円

素 地：３５，６４０円

 

センター部の押し出し感のある造形とワイド方向に

伸びやかなラインを融合させることで、ダイナミッ

クなフォルムを表現します。また、アルミを削り出

した様な金属調加飾を左右に配することで、洗練さ

れた表情と低重心なフォルムを創出します。 

 

設定：除く L、Crossover、フレックストーン（メ

ーカーオプション）付車 

Ｂ サイドスカート  

塗装済：３９，９６０円

素 地：３２，４００円

 

フロントからリヤに伸びるキレのあるラインと

駆け上がるモーション融合することで、キビキビ

とした敏捷性を感じるダイナミックなサイドビ

ューを演出します。 

 

設定：除く Crossover 

Ｃ リヤスパッツ 

塗装済：２７，０００円

素 地：２１，６００円

 

左右分割のスパッツタイプを採用。ホイールアーチ

から駆け上がるモーションとウィング形状を組み合

わせることで、リヤスタイリングをスポーティかつ

スタイリッシュに魅せます。 

 

設定：除く Crossover、フレックストーン（メーカ

ーオプション）付車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLISTA SELECTION                                       

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

クロススタイルキット （D＋E のセット） 

【設定】Crossover 

          ５９，４００円 

D フロントグリルガーニッシュ 

 （金属調）  

２７，０００円

 

ロアグリルに配した金属調加飾がグリルの台形状

を強調し、踏ん張り感のある力強いフロントフェ

イスを演出します。 

 

【設定】Crossover 

E サイドプロテクター 

 （ブラック/金属調）  

３７，８００円

 

サイドドアの下側をブラック塗装×金属調塗装の

コンビネーションにすることで、軽快さとクール

なサイドビューを演出します。また、スタビライ

ザー状の造形とすることで空力を意識したデザイ

ンとしています。 

 

【設定】全車 

リヤガーニッシュ 

（ブラック/金属調）     

１９，４４０円

 

ライセンスプレート周りを大きくブラック塗装と

して、アイコニックなリヤスタイリングを創出しま

す。また、金属調塗装のシャープな矢じり形状がリ

ヤビューをスタイリッシュに魅せます。さらに、大

型パネル状の製品とすることで、使用頻度の高いバ

ックドアの傷つきを防止します。 

 

【設定】全車  

クールシャインキット （F＋G＋H のセット） 

【設定】除く Crossover 

          ５６，１６０円 

F フロントグリルガーニッシュ 

 （メッキ）  

１６，２００円

フロントグリルにワイド方向の流れを強調させる

メッキアクセントを配することで、クールさと気

品を創出します。 

 

【設定】除く Crossover 

G サイドドアガーニッシュ 

 （メッキ）  

３２，４００円

 

上品に入れられたメッキの輝きが、サイドビュー 

に気品を与えます。 

 

【設定】全車 

H バックドアガーニッシュ 

 （メッキ）  

１２，９６０円

 

 左右にのびる輝きがリヤスタイリングをシックに 

魅せます。 

 

【設定】全車 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

ミラーガーニッシュ 

 （メッキ） 

１６，２００円

 

ドアミラーにシャープなアクセントを加える 

アイテムです。 

 

【設定】全車 

ドアハンドルガーニッシュ 

(メッキ) 

１２，９６０円

 

ドアハンドル全体をメッキにすることで、プレミ 

アムなサイドスタイリングを演出します。 

 

【設定】全車 

  

LED トップノットアンテナ 

      塗装済：２７，０００円

素 地：２５，９２０円

【塗装済設定色】ﾗｲﾑﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ 

<082>、ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ<1F7>、ｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ

<1G3>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<209>、ﾌﾞﾗｯｷｯｼｭｱｹﾞﾊｶﾞﾗ

ｽﾌﾚｰｸ<221>、その他のカラーは素地パーツ

を販売店にて塗装（塗装費は別途） 
 

 シャープで独創的なデザインのフィンタイプの 

アンテナにスモール連動の LED ランプを内蔵し、

先進的なエクステリアを演出します。 

 

【設定】全車 

マフラーカッター 

２３，７６０円

 

 90×50ｍｍスクエアデュアルのデザインが 

迫力溢れるリアスタイリングを創出します。 

 

【サイズ】90ｍｍ×50ｍｍｽｸｴｱﾃﾞｭｱﾙ 

【設定】全車 

LED ライセンスランプ 

８，６４０円

 

 LED の光がシャープにライセンスプレートを 

映し出し、知的なイメージを演出します。 

 

【設定】全車 

ローダウンスプリング 

３１，３２０円

 

低重心なスタイルを演出させます。 

  

【ローダウン量】 約 20ｍｍ 

【設定】除く Crossover 

 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

インテリアパネルセット 

木目調（ダークブラウン）

ヘアライン調 

２１，６００円

 プレミアムで落ち着いた室内空間を演出する 

「木目調（ダークブラウン）」と、先進的でスタイリ

ッシュなイメージを感じさせる「ヘアライン調」 

の２色を用意しました。 

 

【設定】除く L 

シフトベースフィニッシャー 

 （メッキ） 

１１，８８０円

 シフトゲートを上面に美しくメッキされたガー 

ニッシュを装備することでプレミアム感漂う 

インテリアにバージョンアップします。 

 

【設定】全車 

LED ルームランプセット 

 （面発光タイプ） 

３２，４００円

 レンズ全体がムラなく光る面発光タイプの LED 

ルームランプ。広範囲に明るく照らし、室内の 

視認性が向上します。 

 

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｰｿﾅﾙﾗﾝﾌﾟ（2 灯）、ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ（1 灯）、 

ﾗｹﾞｰｼﾞﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ（1 灯）のセット。 

【設定】全車 

ラゲージ LED 

１７，２８０円 

 バックドアインナーに配された LED 照明が足元と

ラゲージルームを明るく照らし、夜間の作業性を 

格段に向上させます。 

 

【設定】全車 

１６インチ 

アルミホイール&タイヤセット 

１４０，４００円 

 

躍動感ある回転体をモチーフにした SpinAir 

シリーズの最新作。SpinAir ならではの意匠を 

踏襲し、一層の軽快さと力強さを強化します。 

 

 MODELLISTA SpinAir Ⅴ＜ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ＞

&ﾐｼｭﾗﾝ PRIMACY3 

【サイズ】16×6.0J&195/50R16 

【設定】全車 

照射部 

木目調（ダークブラウン） 

ヘアライン調 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

16 インチ 

アルミホイールセット 

６６，９６０円 

 

 力強いスポークデザインと切削面と半艶消し塗装 

のコンビネーションが足元を引き締める。 

また、ブルーのセンターキャップが HV の先進性を

表します。 

 

MODELLISTA X-CLAW（エクスクロー） 

＜ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ＞ 

【サイズ】16×6.0J 

【設定】Crossover 

15 インチ 

アルミホイールセット 

４８，６００円 

 

 サイズ以上にホイールを大きく見せる、ダブルスポ

ークデザイン。 

 

 MODELLISTA Spin AirⅡ＜ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ＞

【サイズ】15×5.5J 

【設定】除く Crossover 

15 インチ 

アルミホイールセット 

４５，３６０円 

 

 足元を引き締める１５インチアルミホイールを 

設定しました。 

 

KYOHO FORTIBLE BM1＜ﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ＞ 

【サイズ】15×5.5J 

【設定】除く Crossover 

15 インチ 

アルミホイールセット 

４４，２８０円 

 

足元を引き締める１５インチアルミホイールを 

設定しました。 

  

 ウェッズ ギルド MA＜ﾌﾞﾗｯｸﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ＞ 

【サイズ】15×5.5J 

【設定】除く Crossover 

※価格は取付費・塗装費を含まないモデリスタ希望小売価格<(消費税込)’17 年 6 月現在>で参考価格です。 

 

 

 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１７年６月１９日（月） 

販  売  店 全国トヨタ販売店及びトヨタモデリスタ東京・神戸 

お客様お問合せ先 
モデリスタコールセンター  TEL:03-6361-1000 

モデリスタホームページ   http://www.modellista.co.jp 

報道関係者お問合せ先 
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル 

モデリスタプレスサイト：http://pub.modellista.net/  

 


