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新型 クラウン マジェスタ用カスタマイズアイテムを追加発売

2009年3月26日　NO.2

－ 開発コンセプト －

　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　長野 英次）は、
「トヨタ クラウン マジェスタ」のフルモデルチェンジに伴ない、カスタマイズアイテムとして
モデリスタ、ヴァルドバージョンを設定。その他モデリスタセレクションを含むラインナップを、
全国トヨタ店（東京地区は東京トヨペットでも販売）及びトヨタモデリスタ店を通じて発売した。

シルキィ＆ドレッシィ
“輝きが織りなすエレガンス”

クラウン マジェスタ モデリスタバージョン

フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカートを設定。
フロント左右の交差するラインからメッキパーツへ流れのあるシルエットがワイド感を強調し、
のびやかなサイドスカートのメッキモールが力強い存在感をアピール。
また、リヤスタイルは2つのタイプをご用意。
①リヤスカートA（エアロキットA） ： ゆるやかな曲面を伴って前後に左右に流れるラインと、リヤビューを強調する

4本出しマフラーが、流麗さとダイナミックさを演出。
②リヤスカートB（エアロキットB） ： クリーンで一体感あるデザインが、リヤスタイルをすっきりワイドに見せる。

最高級セダンにふさわしく、シルクのような上品な輝きと存在感を兼ね備えたフォルム。

◆エアロパーツ（エアロキットA、エアロキットB 〈フロントスポイラー・サイドスカート共通〉）

－ 開発コンセプト －

エグゼクティブな大人の
遊び心のために

クラウン マジェスタ ヴァルドバージョン Selected by MODELLISTA

フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカートを設定。
エッジの効いたラインが、アンダー部分をよりシャープに強調したフロントマスク。
サイドスカートは疾走感を押し出したシンプルなラインのエンド部分を跳ね上げることで
サイドビューに躍動感を与え、ディフューザー調のリアスカートがスポーツイメージを強調し、
インパクトある存在感を主張する。

モデリスタセレクション

19インチアルミホイール＆タイヤセット、スポーツマフラーを設定。



新型 クラウン マジェスタ　MODELLISTA VERSION
モ デ リ ス タ バ ー ジ ョ ン

適合グレード ： 全車

品　名

モ デ リ ス タ

MODELLISTA エアロキット A ＊1 ＊2 ＊3
（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカートAのセット）

モ デ リ ス タ

MODELLISTA エアロキット B ＊1
（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカートBのセット）

フロントスポイラー

リヤスカート B ＊1

＊1： プリクラッシュセーフティーシステム&後方プリクラッシュセーフティーシステムおよびプリクラッシュセーフティーシステム&後方プリクラッシュセーフティーシステム
&前側方プリクラッシュセーフティーシステム装着車には取付けできません。

＊2： 取付けにあたり、バンパー加工が必要となります。
＊3： 取付けにあたり、スポーツマフラーとの同時装着が必要となります。
＊4： ホワイトパールクリスタルシャイン＜062＞、シルバーメタリック＜1F7＞、ブラック＜202＞

素地

塗装済 ＊4

素地

塗装済 ＊4

素地

塗装済 ＊4

サイドスカート
素地

塗装済 ＊4

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

素地

塗装済 ＊4

リヤスカート A ＊1 ＊2 ＊3
素地

塗装済 ＊4

¥161,700
¥186,900

¥50,400
¥58,800

¥159,600
¥186,900

¥81,900
¥94,500

¥42,000
¥50,400

¥42,000
¥50,400

¥154,000
¥178,000

¥48,000
¥56,000

¥152,000
¥178,000

¥78,000
¥90,000

¥40,000
¥48,000

¥40,000
¥48,000

新型 クラウン マジェスタ　WALD VERSION
ヴ ァ ル ド バ ー ジ ョ ン

適合グレード ： 全車

品　名

ヴ ァ ル ド

WALD エアロキット ＊1
（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカートのセット）

フロントスポイラー

WALD エンブレムキット
（WALD セパレートエンブレム×1、EXECUTIVE LINE エンブレム×2のセット）

＊1： プリクラッシュセーフティーシステム&後方プリクラッシュセーフティーシステムおよびプリクラッシュセーフティーシステム&後方プリクラッシュセーフティーシステム
&前側方プリクラッシュセーフティーシステム装着車には取付けできません。

＊2： ホワイトパールクリスタルシャイン＜062＞、シルバーメタリック＜1F7＞、ブラック＜202＞

素地

塗装済 ＊2

素地

塗装済 ＊2

サイドスカート
素地

塗装済 ＊2

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

リヤスカート ＊1
素地

塗装済 ＊2

¥147,000
¥178,500
¥50,400
¥61,950
¥53,550
¥66,150
¥53,550
¥67,200

¥140,000
¥170,000
¥48,000
¥59,000
¥51,000
¥63,000
¥51,000
¥64,000

¥9,240 ¥8,800



2009年3月26日（木）

全国トヨタ店（東京地区は東京トヨペットでも販売） 及び トヨタモデリスタ東京・神戸

モデリスタコールセンター　　　TEL:03-5453-6758
モデリスタホームページ　　　http://www.modellista.co.jp

発 表 発 売 日

販　売　店

お客様お問合せ先

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
TEL：03-3332-7372

【 発 売 概 要 】

MODELLISTA SELECTION
モ デ リ ス タ セ レ ク シ ョ ン

品　名 希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

19インチ アルミホイール
&タイヤセット ＊1

ワーク ヴァリアンツァ V5S〈FS カットクリア〉
（8.5JJ×19）&ミシュラン パイロットスポーツ 
PS2（245/40ZR19）

適合グレード

2WD車

全車90×75 スクエアデュアル左右出しスポーツマフラー ＊2 ＊3 ＊4

¥460,000

¥170,000

¥483,000

¥178,500
＊1： 4WD車への取付けは出来ません。
＊2： 取付けにあたり、モデリスタエアロキットAもしくはリヤスカートAとの同時装着が必要となります。
＊3： 取付けにあたり、バンパー加工が必要となります。
＊4： モデリスタエアロキットAもしくはリヤスカートA以外との組み合わせはできません。


