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・ステンレスビレットによる迫力あるロアグリルと、グリル及びロアグリル上部に配されたメッキプレートにより、
ダイナミックな存在感を与える「ストリートビレットキット」

新型 ヴォクシー用 カスタマイズアイテムを発売

2010年4月27日　NO.6

－ 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 ヴォクシー」のマイナーチェンジに伴い、新型 ヴォクシー用 カスタマイズアイテムを設定。
ストリートビレットキット、モデリスタバージョン、アドミレイションバージョンの3種類のエアロ
パーツと、輝きに満ち溢れたスタイリングを創出するクールシャインキットなどのヴォクシーを
煌き彩るモデリスタセレクションを、全国ネッツ店及びトヨタモデリスタ店を通じて発売した。

メトロ インプレッシブ ボックス
－都会のシーンによく映えるダイナミックフォルム－

－ 開発コンセプト －

ソフィスティケイテッドアーマー

新型 ヴォクシー ストリートビレットキット　ｆｏｒ ZS / S

－ 開発コンセプト －

クール＆ソリッド
－大胆さと気品を兼ね備えたストリートパフォーマンスビークルを演出－

新型 ヴォクシー モデリスタバージョン

新型 ヴァンガード ジャオスバージョン

モデリスタセレクション

シンプルなラインと適度なボリュームで構成されたデザインにより、それぞれのハイライトであるクロームガーニッシュを鮮烈に
アピール。特にフロントバンパーガーニッシュは、チューブ状のクロームガーニッシュ下部に、三本の幅広なスリットを設け、
SUVらしい力強さを演出している。さらに、コンパクトなサイズながら絶妙な後付感を強調したサイドスパッツとの相乗効果は、
「洗練」と「猛々しさ」という相反する要素を両立した。

設定パーツ ： フロントバンパーガード、サイドスパッツ、リヤスパッツ、フロントグリル、マフラーガーニッシュ

1） スポークの表情にアクセントを効かせた「19インチ アルミホイール＆タイヤセット」
2） 端正なフォルムを纏った10本スポークが印象的な「18インチ アルミホイール＆タイヤセット」
3） 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」
4） 軽快且つスポーティーなリヤビューを演出する「スポーツマフラー」

アーバンSUVにさらに鮮烈な個性を与える４つのアイテムを設定した。

構成パーツ ： フロントエアロバンパー・ビレットグリル・フォグランプガーニッシュのセット

－ 開発コンセプト －

鍛え抜かれた究極なダイナミズムを演出
－軽快な躍動感と迫力ある存在感あるフォルム－

新型 ヴォクシー アドミレイションバージョン　ｆｏｒ ＺＳ / Ｚ

・フロント左右のダクトと張り出し感のある迫力あるフォルムは斬新さとアグレッシブ感を与える「フロントスポイラー」
・中央下部に特別色（ダークグレーマイカメタリック）をあしらい、軽快で躍動感あるフォルムを演出する「リヤスカート」
・フロントフェイスにメッキの輝きを添える「フードガーニッシュ、フォグランプフィン」

設定パーツ ： フロントスポイラー、リヤスカート、フードガーニッシュ、フォグランプフィン

・左右のダイナミックな張り出しとサイドに向かって駆け上がる軽快なラインが存在感とスピード感を創出する「フロントスポイラー」
・シンプルなワイドラインにより低重心で力強い存在感を与える「リヤスカート」

設定パーツ ： フロントスポイラー、リヤスカート

モデリスタバージョン　ｆｏｒ ＺＳ / Ｚ

・左右のデュアルダクトが低重心かつスポーティーなフォルムを創出する「フロントスポイラー」
・フロントから流れるように繋がるフォルムにより伸びやかさを表現した「サイドスカート」
・横方向に強調された造形によりロー＆ワイドフォルムが力強い存在感を与える「リヤスカート」

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

モデリスタバージョン　ｆｏｒ V / Ｘ“Ｌ Edition” / Ｘ / TRANS-X
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モデリスタセレクション

１） 輝きに満ち溢れたスタイリングを創出するメッキガーニッシュ４点セットの「クールシャインキット」（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄのセット）
A．メッキの輝きでより迫力のあるフロントフェイスを創出する「フロントグリルガーニッシュ」
B．フォグランプ周辺部を覆うメッキのアクセントアイテム「フォグランプガーニッシュ」
C．サイドミラーに輝くメッキのアクセントアイテム「メッキミラーガーニッシュ」
D．ナンバーを囲むように配されたメッキアイテムで洗練されたリヤスタイルを創出する「バックドアガーニッシュ」

※A～Dは単品でも販売

２） バックドアとバンパーの段差をなくし、シンプル＆スムーズなリヤスタイルを演出する「バックドアスムージングパネル」
３） ＬＥＤのクリアな光で、より洗練されたインテリア空間を演出する「ＬＥＤルームランプセット」
４） インテリアに更なる彩りを添える3種類の「インテリアパネルセット」
５） スタイリッシュな足元を演出する「18インチ・17インチ アルミホイール＆タイヤセット、15インチ アルミホイールセット」
６） 個性的でスポーティーなリヤスタイルを演出する「センタースポーツマフラー＆センターマフラーガーニッシュ」
７） リヤスポイラーとの一体感を追求し、迫力あるリヤスタイルを演出する「スポーツマフラー」
８） 低重心な佇まいがスポーティースタイルを演出する「ローダウンスプリング」
９） 走りの性能をさら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」

輝きに満ち溢れたクールシャインキットなど、ヴォクシーに煌き彩るアイテムを設定

STREET BILLET KIT
for ZS / Z

MODELLISTA VERSION
for V / X“L Edition”/ X / TRANS-X

MODELLISTA VERSION
for ZS / Z

admiration VERSION
for ZS / Z



新型 ヴォクシー　STREET BILLET KIT
ス ト リ ー ト ビ レ ッ ト キ ッ ト

適合グレード ： ZS/Z

品　名 希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

ス ト リ ー ト ビ レ ッ ト キ ッ ト

STREET BILLET KIT
（フロントエアロバンパー、ビレットグリル、フォグランプガーニッシュのセット）

素地

塗装済 ＊1

¥123,900
¥147,000

¥118,000
¥140,000

＊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＜202＞、ボルドーマイカメタリック＜3R9＞

新型 ヴォクシー　MODELLISTA VERSION
モ デ リ ス タ バ ー ジ ョ ン

適合グレード ： ZS/Z

品　名 希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

モ デ リ ス タ

MODELLISTA 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）

素地

塗装済 ＊1

¥53,550
¥65,100

¥51,000
¥62,000

リヤスカート
素地

塗装済 ＊1

¥35,700
¥42,000

¥34,000
¥40,000

フロントスポイラー
素地

塗装済 ＊1

¥35,700
¥42,000

¥34,000
¥40,000

適合グレード ： V/X“L Edition”/X/TRANS-X

品　名 希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

モ デ リ ス タ

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

素地

塗装済 ＊2

¥107,100
¥128,100

¥102,000
¥122,000

リヤスカート
素地

塗装済 ＊2

¥42,000
¥48,300

¥40,000
¥46,000

サイドスカート
素地

塗装済 ＊2

¥50,400
¥60,900

¥48,000
¥58,000

フロントスポイラー
素地

塗装済 ＊2

¥38,850
¥45,150

¥37,000
¥43,000

＊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＜202＞、ボルドーマイカメタリック＜3R9＞
＊2： 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＜202＞

新型 ヴォクシー　admiration VERSION
ア ド ミ レ イ シ ョ ン バ ー ジ ョ ン

適合グレード ： ZS/Z

品　名 希望小売価格 希望小売価格
<消費税抜>

ア ド ミ レ イ シ ョ ン

admiration エアロキット ＊2
（フロントスポイラー、リヤスカートのセット）

素地

塗装済 ＊1

¥82,950
¥94,500

¥79,000
¥90,000

フードガーニッシュ メッキ ¥21,000 ¥20,000

admiration切り文字ロゴエンブレム ¥3,675 ¥3,500

フォグランプフィン ＊3 メッキ ¥19,950 ¥19,000

リヤスカート ＊2
素地

塗装済 ＊1

¥46,200
¥52,500

¥44,000
¥50,000

フロントスポイラー
素地

塗装済 ＊1

¥44,100
¥50,400

¥42,000
¥48,000

＊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＜202＞、ボルドーマイカメタリック＜3R9＞
＊2： 純正用品のリヤフォグランプとの同時装着はできません。
＊3： フォグランプ装着車は、モデリスタフォグランプガーニッシュ（フォグランプ装着車用）との同時装着はできません。



＊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＜202＞、ボルドーマイカメタリック＜3R9＞
＊2： 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＜202＞
＊3： タイヤは標準装備されているものを使用。
＊4： アドミレイション フォグランプフィン（フォグランプ装着車用）との同時装着はできません。
＊5： バックドアスムージングパネル（ZS/Z用）との同時装着はできません。
＊6： センタースポーツマフラーと同時装着が必要となります。
＊7： バックドアガーニッシュとの同時装着はできません（ZS/Zグレードのみ）。
＊8： リヤ床下の整流板を外し装着。
＊9： Vグレードのステアリングホイール・シフトノブは黒木目調のため推奨しません。
＊10： Vグレードのステアリングホイール・シフトノブと近似の色・柄となります。

※Aタイプ： マップランプ（左右2個）、バニティランプ（左右2個）、ルームランプ（3個）、
リヤル-ムランプ（1個）、ラッゲージランプ（1個）

※Bタイプ： マップランプ（左右2個）、バニティランプ（左右2個）、ルームランプ（1個）、
リヤル-ムランプ（1個）、ラッゲージランプ（1個）

※Cタイプ： マップランプ（左右2個）、ルームランプ（1個）、リヤル-ムランプ（1個）、ラッゲージランプ（1個）
※Dタイプ： マップランプ（左右2個）、ルームランプ（3個）、リヤル-ムランプ（1個）、ラッゲージランプ（1個）

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>適合グレード

2WDスポーツサスペンションキット 約20mmローダウン ¥105,000 ¥100,000

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

2WD ZS/Zセンタースポーツマフラー ＊8 90×60 オーバルデュアル ¥63,000 ¥60,000

ZS/Z（ツインムーンルーフ装着車）/V

Z、X“L Edition”
LEDルームランプセット

Dタイプ ※ ¥26,250 ¥25,000
Cタイプ ※ ¥18,900 ¥18,000
Bタイプ ※ ¥26,250

X

TRANS-X

¥25,000
Aタイプ ※ ¥34,650 ¥33,000

2WD
スポーツマフラー 90×60 オーバルシングル

¥52,500 ¥50,000
4WD ¥56,700 ¥54,000

ZS/Zフロントグリルガーニッシュ メッキ ¥21,000 ¥20,000

全車メッキミラーガーニッシュ メッキ ¥15,750 ¥15,000
全車

2WD
ZS/Z

全車

バックドアガーニッシュ ＊5 メッキ ¥27,300 ¥26,000

ZS/Z

ZS/Z

Z
フォグランプガーニッシュ メッキ ¥16,800 ¥16,000

ZS/Z18インチ アルミホイール
&タイヤセット

レイズ ベルサス ツーリズモ レチェンテ
〈シャイニングシルバー〉
&トーヨータイヤ プロクセス C1S
18×7.0J&215/45R18

¥241,500 ¥230,000

ZS/Z

ZS/Z

17インチ アルミホイール
&タイヤセット

ウェッズ レオニス CX
〈HSミラーカット〉
&ダンロップ エナセーブ RV503
17×7.0J&205/50R17

¥183,750 ¥175,000

全車17インチ アルミホイール
&タイヤセット

レイズ ベルサス デュエックス
〈ダイヤカット/サイドブラック〉
&ダンロップ エナセーブ RV503
17×6.5J&205/50R17

¥183,750 ¥175,000

V/X“L Edition”/
X/TRANS-X

V/X“L Edition”/X/TRANS-X

15インチ 
アルミホイールセット ＊3

KYOHO リヴァッツア コンペ
〈カーボン〉 15×6.0J ¥49,350 ¥47,000

クールシャインキット
（フロントグリルガーニッシュ、フォグランプガーニッシュ、
メッキミラーガーニッシュ、バックドアガーニッシュのセット）

フォグランプ装着車 ＊4

フォグランプ非装着車

フォグランプ装着車 ＊4

フォグランプ非装着車

¥67,200 ¥64,000

全車インテリアパネルセット ピアノブラック ¥29,400 ¥28,000
黒木目調 ＊10

茶木目調 ＊9

Z

2010年4月27日（火）

全国ネッツ店 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：03-3332-2024

【 発 売 概 要 】

センターマフラー
ガーニッシュ ＊6

素地

塗装済 ＊1
¥29,400
¥33,600

¥28,000
¥32,000

バックドア
スムージングパネル ＊7

素地

塗装済 ＊1

塗装済 ＊2

¥29,400

¥33,600

¥28,000

¥32,000


