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新型 ブレイド用 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 ブレイド」のマイナーチェンジに伴い、新型ブレイド用カスタマイズアイテムを設定。
モデリスタ、ダムドバージョンの2種類のエアロパーツと、モデリスタ初となるLED照明付きインテリア
パネルなどのブレイドを個性的に彩るモデリスタセレクションを、全国トヨタ店、トヨペット店
及びトヨタモデリスタ店を通じて発売した。

力感溢れるダイナミズム

新型 ブレイド モデリスタバージョン （エアロキットA、エアロキットB）

フロントバンパー形状に沿った左右の張り出しが、より一体感のあるダイナミックフォルムを実現し、艶やかな
ピアノブラックのフロントグリルが表情に華を添える。サイドスカートは低重心とシャープなサイドビューを演出。
リヤスカートはセンター部のブラックアウト化と、左右の切れ上がったアクセントラインによりスピード感ある
リヤビューを演出。研ぎ澄まされた存在感を秘めたプレミアムコンパクトスポーツ。

3点セットの「エアロキットB（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）」に加え、
お求め易い価格の２点セット「エアロキットA（フロントスポイラー、リヤスカートのセット）」を設定した。

モデリスタセレクション

1）ダウンフォースを発生することで空気抵抗を減少させる「リヤルーフスポイラー」
2）フィンが生み出すダウンフォースにより、ロードホールディングを向上させる「アンダーフロアスポイラー」
3）パネル内に配したブルーLEDが足元をふわりと照らす「イルミネイテッドインテリアパネルセット」
4）上質な走りを予感させる2種類の「18インチアルミホイール＆タイヤセット」
5）走りの性能を更に引き出す拘りのアイテム「スポーツサスペンションキット」
6）低重心な佇まいがスポーティスタイルを演出する「ローダウンスプリング」

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

－ 開発コンセプト －

アグレッシブスポーツ

新型 ブレイド ダムドバージョン

フロントウイングを彷彿する立体構成と2色塗装により創造された迫力あるフロントスタイリング。スポーティーな
フィンデザインが特徴のフロントグリルが表情を引き締める。リアはディフューザー風のディテールや面構成
により、スポーツマインドを強調。アグレッシブなスタイリングが放つ個性と存在感がオーナーの「拘り」を満足
させる、ストリートチューナーズスタイル。

設定パーツ ： フロントスポイラー、リヤスカート、フロントグリル

モデリスタ初となるLED照明付きインテリアパネルセット他、ブレイドを個性的に彩るアイテムを設定した。
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適合グレード ： ブレイドG、ブレイド“Sパッケージ”、ブレイド、ブレイドマスターG

品　名

フロントスポイラー

フロントグリル ＊3

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

¥70,350

¥89,250

¥42,000

¥52,500

¥43,050

¥47,250

サイドスカート ＊2
素地

塗装済 ＊1

¥43,050

¥56,700

¥67,000

¥85,000

¥40,000

¥50,000

¥41,000

¥54,000

¥41,000

¥45,000

リヤスカート
素地

塗装済 ＊1

¥36,750

¥46,200

¥35,000

¥44,000

MODELLISTA エアロキットA
（フロントスポイラー、リヤスカートのセット）

モ デ リ ス タ

素地

塗装済 ＊1

¥105,000

¥136,500

¥100,000

¥130,000
MODELLISTA エアロキットB ＊2
（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）

モ デ リ ス タ

＊1： ホワイトパールクリスタルシャイン<070>、シルバーメタリック<1F7>、ブラックマイカ<209>
＊2： 適合：ブレイド
＊3： 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）〈メーカーオプション〉装着車には、装着不可。

バ ー ジ ョ ン

新型 ブレイド MODELLISTA VERSION
モ デ リ ス タ

適合グレード ： ブレイドG、ブレイド“Sパッケージ”、ブレイド、ブレイドマスターG

品　名

フロントスポイラー

フロントグリル ＊2

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

¥98,175

¥121,275

¥54,600

¥67,200

¥45,150

¥51,450

¥93,500

¥115,500

¥52,000

¥64,000

¥43,000

¥49,000

グレーメタリック ＊3 ¥51,450 ¥49,000

リヤスカート
素地

塗装済 ＊1

¥52,500

¥65,100

¥50,000

¥62000

DAMDマフラーカッター ＊4

DAMDエンブレムセット

120×70シングルオーバル ¥19,950

¥9,450

¥19,000

¥9,000

DAMD エアロキット
（フロントスポイラー、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<070>、シルバーメタリック<1F7>、ブラックマイカ<209>
＊2： 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）〈メーカーオプション〉装着車には、装着不可。
＊3： 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。
＊4： DAMD リヤスカートとの同時装着が必要となります。

バ ー ジ ョ ン

新型 ブレイド DAMD VERSION
ダ ム ド



2009年12月1日（火）

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 】

全国トヨタ店、全国トヨペット店、
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>

18インチ アルミホイール
&タイヤセット

リヤルーフスポイラー ＊1 カーボン／ブラック

ウェッズ ZEA StyleFN
＜ハイパーシルバー＞7.5J×18
&トーヨータイヤ プロクセスT1R
225/40ZR18

全車

適合グレード

ウェッズ ZEA StyleVR
＜ハイパーシルバーブラック＞7.5J×18
&トーヨータイヤ プロクセスT1R
225/40ZR18

全車

¥252,000 ¥240,000

全車 ¥99,750 ¥95,000

アンダーフロアスポイラー 全車 ¥14,700 ¥14,000

スポーツマフラー 65Φラウンドデュアル 全車 ¥63,000 ¥60,000

スポーツサスペンションキット 約20mmローダウン 2.4L/2WD、3.5L ¥115,500 ¥110,000

3.5L ¥35,700 ¥34,000
ローダウンスプリング 約20mmローダウン

2.4L/2WD、2.4L/4WD ¥29,400 ¥28,000

イルミネイテッド
インテリアパネルセット
（6点セット、LEDイルミネイション付）

＊1： リヤのダウンフォースが強くなりますのでバランスを取るため“フロントスポイラー”または“アンダーフロアスポイラー”のいずれかとの同時装着を推奨いたします。

ピアノブラック 全車 ¥34,650 ¥33,000

カーボン調 全車 ¥39,900 ¥38,000


