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思わず心が浮き立つ春のような３つの柄から選べる、インテリアコーディネートアイテム。

ナチュラルな上質感は、まるで自分のお部屋のような心地よさを演出。

さらにドアチャームのビビッドカラーと組合せると、陽気で楽しい空間が完成。

フェイスウェア、ローライズテールを設定

テーマは“軽やかさ”。シンプルにさり気なく装う身軽さが、スタイルをキリリと引きしめるワザありアイテム。

2010年2月15日  NO.3

　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 パッソ」のフルモデルチェンジに伴い、新型 パッソをファッション感覚でコーディネートする

アイテムとして、「MAXI」＆「MIXTURE」、「マイスタイルパック」を設定。その他、モデリスタセレクション

を含む選べて楽しいラインナップを、全国トヨタカローラ店及びトヨタモデリスタ店を通じて発売した。

新型 パッソ　MODELLISTA コーディネートアイテム

～ スタイルコンセプト ～

フレンドリーピース

※詳細は2ページ目以降参照

マ キ シ ミ ク ス チ ャ ー

新しく生まれ変わったパッソに、まるで服やアクセサリーを身につけるように、気軽にコーディネートを楽しむ

アイテムがモデリスタから新登場。好きなアイテムを１つから選べる、お財布にも優しいお手頃価格が嬉しい

フレンドリーアイテムで、あなただけの「MY SWEET COMPACT」を仕立ててみませんか。

　MAXI for 1.3G/1.0X“L Package”/1.0X/1.0X“V Package” ※従来のエアロキット

フェイスウェア、ローライズテールを設定

テーマは“フレンドリー”。おおらかなフォルムとやわらかな顔立ちが、親しみを感じさせるフレンドリールック。

陽気な愛らしい表情に、あなたも思わず口元がほころぶはず。笑顔が幸せをよぶハッピーアイテム。

　MIXTURE　※従来のガーニッシュ類

アイシャイン、ボディチャーム、バックチャーム、ラウンドフィニッシュを設定

テーマは“きらめき”。シンプルながらも、１つ１つがはっきりとした個性を感じさせる“きらめき”のピースたち。

スタイルにつやを与え、表情をいきいきと輝かせるシャイニーアイテム。

　マイスタイルパック　※従来のインテリアパネルセット

　MAXI for 1.3＋Hana/1.0＋Hana/1.0＋Hana“C Package” ※従来のエアロキット

MODELLISTA SELECTION

足元はもちろん、バックスタイルをスタイリッシュに彩るアイテムとして、14インチ アルミホイール＆タイヤセット、

13インチ アルミホイールセット、ローダウンスプリング、マフラーカッターを設定した。

新型 パッソ用 コーディネートアイテムを発売
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モ デ リ ス タ

　MAXI for 1.3G/1.0X”L Package”/1.0X/1.0X”V Package”

品　名

フェイスウェア

（MAXI）

商品写真 仕　様

ピラーシャドウ

フロントルージュ

ローライズテール

（MAXI）

新型 パッソ　MODELLISTA コーディネートアイテム

おおらかなフォルムが、顔立ちをやわらかに

ソフトに引き立たせるとともに、ブラック

アウトした開口部が顔まわりを引き締める。

バンパーと一体感のあるおおらかな

フォルム。左右に大きくのびるラインが

ボトムラインを引き締める。

サイドビューを精悍に引き締めるブラック

アウトガーニッシュ。キラリとさりげない

ワンポイント「スマイルマーク」付き。

メッキ調とブラックアウトのコンビネーション

が、ワイド感を強調すると同時に、顔まわりに

輝きをプラス。

　MIXTURE

品　名

アイシャイン

商品写真 仕　様

バックチャーム

ラウンド

フィニッシュ

ボディチャーム

女性の眉のように美しい弧を描くメッキ調

アイシャイン。

表情にワンポイントの華やぎを与える。

横方向に刻まれたレリーフが創り出す

メッキ調の表情が、サイドビューにワン

ポイントの魅力をプラスする。

リアビューにワンポイントの魅力をプラス

するメッキ調アクセサリー。

リアコンビネーションランプに丸い表情を

加えることで、スタイリングをまとめる

アイテム。

　MAXI for 1.3＋Hana/1.0＋Hana/1.0＋Hana”C Package”

品　名

フェイスウェア

（MAXI）

商品写真 仕　様

ローライズテール

（MAXI）

シンプルでゆるやかなエッジラインが

顔まわりをさりげなく引き立てる。

バンパーと一体感のあるおおらかな

フォルム。左右に大きくのびるラインが

ボトムラインを引き締める。

ワンポイント 

スマイルマーク付。



モ デ リ ス タ  セ レ ク シ ョ ン  

　マイスタイルパック

品　名

マイスタイルパック

ハッピーピクニック

商品写真 仕　様

マイスタイルパック

ルーバーシック

ドアチャーム

マイスタイルパック

クロッカスイエロー

新型 パッソ　MODELLISTA SELECTION

暖かい陽光がふりそそぐなか、気のおけない

友達とピクニック。テーブルにはカラフルな

マットを敷き、その上に色とりどりのフルーツ

や食べ物が並ぶ。

そんな楽しいシーンをイメージ。

野原一面に咲き乱れる、生命力溢れる

黄色のクロッカスをイメージ。

モダンでシックなインテリアをイメージ。

サイドウィンドウの縁を彩るアクセント

カラーモール。マイスタイルパックと合わせた

コーディネートも楽しい。

品　名

14インチ アルミホイール

＆タイヤセット

商品写真 仕　様

ローダウンスプリング

マフラーカッター

13インチ

アルミホイールセット

表情に輝きを効かせたスタイリッシュな

スポークホイールが足もとをクールに演出。

コンパクトで動きのあるデザインが、軽快な

フットワークを演出。

エクステリアと組み合わせることで、

低重心な佇まいが一層際立つ。

コンパクトなマフラーカッターがリアスタイル

を軽快に引き締める。小さいワンポイント

のスマイルマーク（エッチング）入り。
ワンポイント 

スマイルマーク付。



新型 パッソ　MODELLISTA MAXI
モ デ リ ス タ マ キ シ

適合グレード ： 1.3＋Hana、1.0＋Hana、1.0＋Hana“C Package”

品　名

マ キ シ

MAXI
（フェイスウェア、ローライズテールのセット）

素地

塗装済 ＊1

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

¥43,050

¥51,450

¥41,000

¥49,000

フェイスウェア

ローライズテール

素地

塗装済 ＊1

素地

塗装済 ＊1

¥27,300

¥31,500

¥24,150

¥29,400

¥26,000

¥30,000

¥23,000

¥28,000

新型 パッソ　MODELLISTA MIXTURE
モ デ リ ス タ ミ ク ス チ ャ ー

適合グレード ： 全車

品　名

ミ ク ス チ ャ ー

MIXTURE
（アイシャイン、ボディチャーム、バックチャーム、ラウンドフィニッシュのセット）

メッキ調／素地

メッキ調／塗装済 ＊1

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

¥37,800

¥40,950

¥36,000

¥39,000

アイシャイン

ボディチャーム

ラウンドフィニッシュ

メッキ調

メッキ調

素地

塗装済 ＊1

¥10,500

¥13,650

¥10,500

¥13,650

¥10,000

¥13,000

バックチャーム メッキ調 ¥10,500 ¥10,000

¥10,000

¥13,000

適合グレード ： 1.3G、1.0X“L Package”、1.0X、1.0X“V Package”

品　名

マ キ シ

MAXI ＊2
（フェイスウェア、ローライズテールのセット）

素地

塗装済 ＊1

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

¥46,200

¥57,750

¥44,000

¥55,000

フェイスウェア ＊2

ローライズテール

素地

塗装済 ＊1

素地

塗装済 ＊1

¥31,500

¥38,850

¥24,150

¥29,400

¥30,000

¥37,000

¥23,000

¥28,000

ピラーシャドウ （ブラック）
サイドバイザー非装着車用、サイドバイザー装着車用 ＊3

¥11,550 ¥11,000

フロントルージュ メッキ調 ¥27,300 ¥26,000
＊1： シンジュマイカ＜W16＞、カガミメタリック＜S28＞、クロマイカメタリック＜X07＞
＊2： 牽引フックを使用する際には、フェイスウェアの取り外しが必要となります。
＊3： サイドバイザー非装着車用をベースにサイドバイザーと干渉する部位をカットしたものです。

＊1： シンジュマイカ＜W16＞、カガミメタリック＜S28＞、クロマイカメタリック＜X07＞



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>

14インチ アルミホイール
&タイヤセット

コーセイ プラウザーアリエス
〈ブレードシルバーポリッシュ〉14×5.5J 
& トーヨータイヤ エコウォーカー 165/70R14

適合グレード

全車

全車ローダウンスプリング 約20mmローダウン

全車マフラーカッター 85×65オーバルシングル

¥72,450

¥24,150

¥15,750

¥69,000

13インチ 
アルミホイールセット ＊1

ウェッズ ギルド TS5〈シルバー〉
13×5.0J

1.0＋Hana“C Package”、
1.0X、1.0X“L Package”、
1.0X“V Package”

¥29,400 ¥28,000

¥23,000

¥15,000
＊1： タイヤは標準装備されているものを使用します。

2010年2月15日（月）

全国カローラ店 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 】

新型 パッソ　MY STYLE PACK
マ イ パ ッ クス タ イ ル

適合グレード ： 全車

品　名

マ イ ス タ イ ル パ ッ ク

MY STYLE PACK
（インテリアパネル7点とトレイマットのセット）

ハッピーピクニック

クロッカスイエロー

希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

¥27,300 ¥26,000

ルーバーシック

ドアチャーム
レッド

イエロー
¥5,250 ¥5,000


