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新型 マークX用 カスタマイズアイテムを発売

－ 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 マークX」のフルモデルチェンジに伴い、新型用カスタマイズアイテムとして、モデリスタ、
ダムドバージョンを設定。また、このモデルからモデリスタとして初のオリジナルアルミホイール
「WingDancer」を設定。新型マークX用ラインナップを、全国トヨペット店（東京地区は東京トヨタでも
販売）及びトヨタモデリスタ店を通じて発売した。

アーバンサラブレッド

新型 マークX モデリスタバージョン

フロントスポイラー中央からサイドへと抜けるラインと、左右のシャープな張り出しにより創られた、低重心で
立体感のあるフォルム。俊敏な走りを予感させるサイドのラインが、連続しながらリヤへと駆け上がり、リヤ
バンパーのラインと融合することで、一体感と躍動感のある造形を実現した。
また、ボディと同色化されたフードモール＆グリルフレームに、開口部には艶やかなピアノブラック塗装を施した
フロントグリルを装着することで、スポーティーかつ上品なフロントフェイスに。
「都会を駆け抜けるサラブレッド」の如く、ダイナミックさと優雅さを兼ね備えた都会派スポーツセダン。

モデリスタセレクション

「WingDancer」は、大空を舞う鳥の羽ばたきのような躍動感をイメージしたデザイン。絞り込まれた形状からリムへ
向かって一気に広がるスポークがホイールを大きく見せると共に、剛性にも配慮することでアクティブな走りを
実現した。
このオリジナルホイールを採用した、１９インチアルミホイール＆タイヤセット他、１８インチアルミホイール
＆タイヤセット、ドアミラーカバー＆サイドドアガーニッシュ（マットクローム）、走りの性能を更に引き出すスポーツ
サスペンションキット、ローダウンスプリング、安定した制動力を生み出すダブルバレルドローターセット、
ダイレクト感のあるブレーキフィーリングと高い制動力を実現するハイパーパッドセットを設定した。

設定パーツ ： フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスパッツ、フロントグリル

－ 開発コンセプト －

アグレッシブスポーツ

新型 マークX ダムドバージョン

ストリートカスタムを意識した、存在感を際立たせるスタイリングは、オーナーの「拘り」を満足させるスポーティー
な仕上がり。フロントスポイラーは、ロアグリル左右のウイング調の立体構成と、2色塗装により、迫力あるスタイ
リングを演出。ダクト風のディテールと面構成が特徴のサイド・リヤスカート。フロントグリルのフィンデザインと
ガンメタルカラーがフロントフェイスを引き締める。スポーツアイデンティティを追求した、アグレッシブスポーツ
セダン。

設定パーツ ： フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカート、フロントグリル

モデリスタオリジナルアルミホイール「WingDancer」を設定。
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適合グレード ： 350S、250G“Sパッケージ リラックスセレクション”、250G“Sパッケージ”、250G“リラックスセレクション”、
250G、250G Four、250G“Fパッケージ”、250G Four“Fパッケージ”

品　名

フロントスポイラー

リヤスパッツ

素地

塗装済 ＊1

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

素地

塗装済 ＊1

素地

塗装済 ＊1

¥96,600

¥115,500

¥38,850

¥44,100

¥30,450

¥35,700

サイドスカート
素地

塗装済 ＊1

¥39,900

¥50,400

¥92,000

¥110,000

¥37,000

¥42,000

¥38,000

¥48,000

¥29,000

¥34,000

MODELLISTA エアロキット
（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスパッツのセット）

モ デ リ ス タ

＊1： 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>

適合グレード ： PREMIUM、350S、250G“Sパッケージ リラックスセレクション”、250G“Sパッケージ”、250G“リラックスセレクション”
250G、250G Four、250G“Fパッケージ”、250G Four“Fパッケージ”

品　名

素地

塗装済 ＊2

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

¥24,150

¥33,600

¥23,000

¥32,000
MODELLISTA フロントグリル ＊1
モ デ リ ス タ

＊1： プリクラッシュセーフティーシステム（ミリ波レーダー方式）装着車には、装着不可
＊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>

バ ー ジ ョ ン

新型 マークX MODELLISTA VERSION
モ デ リ ス タ

適合グレード ： 350S、250G“Sパッケージ リラックスセレクション”、250G“Sパッケージ”、250G“リラックスセレクション”、
250G、250G Four、250G“Fパッケージ”、250G Four“Fパッケージ”

品　名

フロントスポイラー

リヤスカート

素地

塗装済 ＊1

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

素地

塗装済 ＊1

素地

塗装済 ＊1

¥174,300

¥197,400

¥57,750

¥71,400

¥65,100

¥68,250

サイドスカート
素地

塗装済 ＊1

¥67,200

¥75,600

¥166,000

¥188,000

¥55,000

¥68,000

¥64,000

¥72,000

¥62,000

¥65,000

DAMD エアロキット
（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）

ダ ム ド

＊1： 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>

適合グレード ： PREMIUM、350S、250G“Sパッケージ リラックスセレクション”、250G“Sパッケージ”、250G“リラックスセレクション”
250G、250G Four、250G“Fパッケージ”、250G Four“Fパッケージ”

品　名

素地

塗装済 ＊2

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

¥33,600

¥39,900

¥32,000

¥38,000
DAMD フロントグリル ＊1
ダ ム ド

＊1： プリクラッシュセーフティーシステム（ミリ波レーダー方式）装着車には、装着不可
＊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>、グレーメタリック（センチュリーに採用のグロリアスグレーメタリックモリブデン<1B6>の近似色となります。）、ブラック<202>

バ ー ジ ョ ン

新型 マークX DAMD VERSION
ダ ム ド
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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 】

全国トヨペット店（東京地区は東京トヨタでも販売）、
及びトヨタモデリスタ東京、トヨタモデリスタ神戸

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

MODELLISTA WingDancer
＜キアロシルバー＞
&ミシュラン パイロットスポーツPS2

全車

適合グレード

18インチ アルミホイール
&タイヤセット

ウェッズ ZEA スタイルFN
＜ハイパーシルバー＞
&ミシュラン プライマシーHP

除く350S、PREMIUM、
PREMIUM“Lパッケージ”

¥401,110

¥283,500

¥382,000

¥270,000

スポーツサスペンションキット
ショックアブソーバー・
コイルスプリングのセット
約20mmローダウン

350S＜AVS対応＞

PREMIUM
PREMIUM“Lパッケージ”

2WD車

¥168,000 ¥160,000

¥178,500 ¥170,000

ローダウンスプリング 約20mmローダウン ¥35,700 ¥34,000

ハイパーパッドセット 1台分（フロント／リヤ）

1台分（フロント／リヤ）

マットクローム

350S、PREMIUM、
PREMIUM“Lパッケージ” ¥29,400 ¥28,000

マットクロームサイドドアガーニッシュ 全車 ¥35,700 ¥34,000

ダブルバレルドローターセット 350S、PREMIUM、
PREMIUM“Lパッケージ” ¥77,700 ¥74,000

ドアミラーカバー 全車 ¥19,000¥19,950


