
 

 

 

スペイド用 カスタマイズアイテムを発売 

 
2012 年 7 月 23 日 

 
 

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、「トヨタスペイド」

の新発売に伴い、「ワイルド×ソリッド」をテーマにさまざまなカスタマイズアイテムをラインアップし、全国トヨ

タカローラ店、全国ネッツトヨタ店及びトヨタモデリスタ店を通じて発売した。 

エクステリアのアイテムとしては、ワイルドな存在感に更に磨きをかけ、アーバンダイナミックスタイルを表現す

る『エアロキット』やスモールランプと連動したブルーイルミネーションが、先進的な表情を演出する『LED ガー

ニッシュ』、上質感を与える各種メッキガーニッシュ、軽快なフォルムを演出する『ピラーガーニッシュキット』な

どを設定した。 

またインテリアのアイテムとしては、ボルドーブラック・茶木目調・メタルモノグラムの３種類の『インテリアパ

ネルセット』やＬＥＤのクリアな光がより洗練された室内空間に変える『ＬＥＤルームランプセット』など、お客

様の好みに合わせたスタイルを実現できる魅力的なカスタマイズ商品を設定した。 

 

◆スペイド MODELLISTAバージョン                             
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MODELLISTA
モ デ リ ス タ

 VERSION
バ ー ジ ョ ン

                                 ＜適合＞：全車 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット（ Ａ＋Ｂ＋Ｃのセット） 

 
 塗装済：１０９，２００円  素 地：８９，２５０円 

ワイルドな存在感に更に磨きをかけ、アー

バンダイナミックスタイルを表現するデ

ザイン。 

Ａ フロントスポイラー 

塗装済：３５，７００円 

素 地：２８，３５０円 

コーナー部に配されたインテーク形状により、

スポーティさを表現、スポイラー中段を左右に

走る堀の深いハイコントラストなラインがワイ

ド感を創出し、ワイルドかつダイナミックなフ

ォルムを実現 

Ｂ サイドスカート  

塗装済：４４，１００円 

素 地：３５，７００円 

フロントからリヤへの流れを重視したシンプル

な造形がサイドビューの一体感を表現。  

C リヤスカート 

塗装済：４０，９５０円 

素 地：３４，６５０円 

左右に回り込むラインが、よりワイドな存在感

を主張。下段部分には門構えのラインで段落と

しした造形をいれ、硬質なリヤスタイルとキレ

のある構えを創出。 

【純正カラー塗装済設定色】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> 

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装（塗装費は別途） 

 

LED ビレットキット 

（Ａ＋Ｂのセット）：４２，０００円

イルミネーション内蔵の LED ガーニッシュと

センターグリルモールのコーディネーションが

ワイルドかつクールなビレットフェイスを創

出。 

Ａ LED ガーニッシュ 

：３３，６００円 

消灯時は上下にレイアウトされた鏡面加飾が煌

びやかな光沢を放ち、洗練されたダイナミック

な表情を創出。スモールランプと連動したイル

ミネーションが点灯すると、鏡面加飾からブル

ーの光を放ち、先進的かつワイルドな表情への

変化が楽しめるアイテム。 

 

Ｂ センターグリルモール  

（メッキ調）：１２，６００円 

ミッドグリル内に配したメッキ調モールによ

り、ワイド感と硬質な表情を演出。 
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商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

 

クールシャインキット 

（Ａ＋Ｂ＋C のセット）：６８，２５０円

 

メッキパーツをボディ全体にコーディネートす

ることで、クールな上品さを表現。 

 

Ａ ミラーガーニッシュ 

 

（メッキ）：１５，７５０円 

ドアミラーにシャープなアクセントを加えるア

イテム。 

 

Ｂ スタイリッシュモール 

 

（メッキ）：３５，７００円 

サイドビューを伸びやかに見せ、上質感とモダ

ンなイメージを増幅させるアイテム。 

 

Ｃ バックドアガーニッシュ 

 

（メッキ）：２４，１５０円 

シンプルなアウトラインを描き、リヤスタイル

に輝くアクセントを創出。 

フロントグリルガーニッシュ 

（メッキ）：２３，１００円 

フード・グリル・バンパー上部の３つのパーツ

により、ワイドで迫力のあるフロントフェイス

を表現するメッキガーニッシュ。 

 

ピラーガーニッシュキット 

（Ａ＋Ｂのセット）：３１，５００円

 

A ピラーとリヤクォーターピラーにツヤのある

ブラックパネルを設定。ウインドウとの一体感

を高め、スポーティさと軽快なフォルムを演出。

 

Ａ フロントピラーガーニッシュ 

 

（メッキ）：１３，６５０円 

A ピラーに装着し、ウインドウとの一体感を演

出するブラックパネル。 

 

Ｂ リヤクォーターピラーガーニ

ッシュ 

 

（メッキ）：２１，０００円 

リヤクォーターピラーに装着し、伸びやかなフ

ォルムと軽快な印象を与えるブラックパネル。

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 



インテリアパネルセット 

ボルドーブラック、茶木目調 

：２６，２５０円 

メタルモノグラム 

：３１，５００円 

モダンさと上質感を演出し、インテリア空間を

彩るアイテム。 

ほのかに赤みがかった艶やかで深みのあるブラ

ックパネルが、洗練されたモダンイメージを演

出する「ボルドーブラック」、暖かみのある木目

柄が、上質で華やかなイメージを演出する「茶

木目調」、金属的な表面素材と光沢が先進的で未

来感のあるイメージを演出する「メタルモノグ

ラム」の３種類を設定。 

LED ルームランプセット  

：１３，５５０円 

LED によるクリアな光が、より洗練されたイン

テリア空間を演出すると共に、消費電力も低減。

ラゲージ LED 

：１７，８５０円 

ラゲージルーム右側に配された LED 照明によ

り、夜間のラゲージルームの使い勝手を格段に

向上させるアイテム。 

保冷温ドリンクホルダー 

：１９，９５０円 

長距離ドライブ時などに便利な、飲み物を適温

に保つスタイリッシュなデザインのドリンクホ

ルダー。 

ローダウンスプリング 

：３０，４５０円 

走安性と、低重心なスタイルを両立させたアイ

テム。 

地上高：約 20ｍｍダウン 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

ボルドーブラック

茶木目調

メタルモノグラム



スポーツマフラー 

1.５Ｌ ２ＷＤ：６０，９００円 

1.３Ｌ：４８，３００円 

リヤスカートとの一体感を重視し、迫力あるリ

ヤスタイルを創出する 76φラウンドデュアル

マフラー。 

マフラーカッター 

1.5L 2WD 車、1.3L 車：１８，９００円 

存在感のある大径オーバルの出口形状がスポー

ティなリヤスタイルを主張。 

16 インチ 

アルミホイール&タイヤセット 
 

除く 1.3Ｌ車：１５４，３５０円 

力強さと精密感をあわせもった切削面が、硬質

かつダイナミックなイメージを主張する 10 本

ダブルスポークホイール。 

ｳｪｯｽﾞﾚｵﾆｽ TR<ﾌﾞﾗｯｸﾐﾗｰｶｯﾄ>＆ﾌｧﾙｹﾝ ZIEX912

サイズ：16×6.0J&195/50R16 

16 インチ 

アルミホイール&タイヤセット 
 

 除く 1.3Ｌ車：１５４，３５０円 

シャープなアウトラインを持つ切削面と、ブラ

ックアウトされた立体的なフィン造形が、先進

的でスポーティな装いを演出する 15 本スポー

クホイール。 

ｳｪｯｽﾞﾚｵﾆｽ VX<ﾌﾞﾗｯｸﾐﾗｰｶｯﾄ>＆ﾌｧﾙｹﾝ ZIEX912

サイズ：16×6.0J&195/50R16 

15 インチ 

アルミホイールセット※1 

 
1.5L 車 1.3L ドレスアップパッケージ付車 

：４４，１００円 

シンプルながら吟味されたデザインラインが、

アーバンカスタムを表現する 8 本スポークホイ

ール。 

KYOHO SMACK VI-R<ﾅｲﾄｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸｻﾌｧｲﾔｶﾞﾝ

ﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

サイズ：15×5.5J 

14 インチ 

アルミホイールセット※1 

 
1.3L 車（除くドレスアップパッケージ付車） 

：３６，７５０円 

切削面が美しく光り、スマートスポーティイメ

ージを創出する 10 本スポークホイール。 

ｳｪｯｽﾞ ﾗｲﾂﾚｰ B10<ﾌﾞﾗｯｸﾒﾀﾘｯｸ/ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

サイズ：14×5.5J 

※１：タイヤは標準装備しているものを使用 

【発売概要】 



発 表 発 売 日 ２０１２年７月２３日（月） 

販  売  店 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・神戸 

お客様お問合せ先 
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 

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 

モデリスタプレスサイト：http://pub.modellista.net/  
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