
 

 

 

新型ハイエース レジアスエース用 カスタマイズパーツを発売 

 

 

201３年１１月 27 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 猪澤 豊）は、トヨタ「ハ

イエース、レジアスエース」のマイナーチェンジに伴い、先進的で存在感のあるエアロパーツをはじめとし

たドレスアップアイテムと、多様化したパーソナルユースに向けたスタイリッシュで機能的なユーティリテ

ィアイテムをラインナップし、ハイエースは全国トヨペット販売店（東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペ

ット、大阪地区は大阪トヨタ）及びトヨタモデリスタ店、レジアスエースは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。 

ドレスアップアイテムとしては、LED デイライト仕様を取入れダイナミックさとシャープさを増した『モ

デリスタバージョンⅠ』、洗練された一体感のある個性的なエアロスタイルを演出する『モデリスタバージョ

ンⅡ』、力強さとスポーティ感を表現したワイドボディ用『モデリスタバージョン』を設定。ユーティリティ

アイテムでは、荷室の収納性とデザイン性を融合させた『オーバーヘッドコンソール』、荷室を使用用途に応

じて自由自在にカスタマイズできる『ラゲージユーティリティフレーム』、またモデリスタ初設定となる車体

から取外して使用可能な『ラゲージ LED（脱着式）』など様々なアイテムを設定した。 

 

      

  

                  

 

 

 

MODELLISTA VersionⅠ MODELLISTA VersionⅡ 

MODELLISTA Version 

（ワイドボディ） 



MODELLISTA VersionⅠ                        ＜適合＞：バン標準ボディ全車 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット VersionⅠ（デイライト） （Ａ＋Ｃのセット）   

新たな表情を放つ、ゆるぎない独自性。 
塗装済：１１６，５５０円  素 地：１１０，２５０円 

MODELLISTA エアロキット VersionⅠ        （Ｂ＋Ｃのセット）  

塗装済：９２，４００円  素 地：８６，１００円 

 
【塗装済設定色】ﾎﾜｲﾄ<058>、ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070>、ｼﾙﾊﾞｰﾏｲｶﾒﾀﾘｯｸ<1E7>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<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） 

 

Ａ フロントスポイラー 

  （デイライト） 

    塗装済：６７，２００円 

素 地：５９，８５０円  

シャープに突き出た形状でシルエットをスポ

ーティに変化させます。左右のダクトがワイド

感を強調。 

デイライト付はイグニッション ON で常時点

灯。先進的な表情へと変化させます。 

 

 

Ｂ フロントスポイラー 

   

    塗装済：４４，１００円 

素 地：３６，７５０円 
 

VersionⅠのデイライト無しタイプ。シンプル

な仕様ながら、車の表情を大きく変化させま

す。 

Ｃ フロントグリル 
（ブラック+メッキ加飾） 

５７，７５０円 

 

３本メッキガーニッシュが浮かんでいるよう

な未来感溢れるデザイン。スタイリッシュで高

級感あふれるフロントフェイスに変化させま

す。 

 

MODELLISTA Version Ⅱ                      ＜適合＞バン標準ボディ全車 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット VersionⅡ（D＋E＋F のセット）  
1BOX としての迫力を主張した、大胆で力強く一体感のあるスタイル。 

塗装済：１２７，０５０円  素 地：１０６，０５０円 
【塗装済設定色】ﾎﾜｲﾄ<058>、ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070>、ｼﾙﾊﾞｰﾏｲｶﾒﾀﾘｯｸ<1E7>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<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） 

 

D フロントスポイラー 

 

    塗装済：４９，３５０円 

素 地：４２，０００円 
 

低重心のスタイルが上品で洗練されたスクエ

アフォルムを演出します。 

E サイドスカート 

 

塗装済：４７，２５０円 

素 地：３７，８００円 

 

フロントスポイラー、リヤスカートとセットで

装着することでさらに一体感のある大胆で力

強いスタイルとなります。 

F リヤスカート ※１ 

 

塗装済：４７，２５０円 

素 地：３９，９００円 

 

１BOX らしい塊感のあるリヤビューに変化さ

せます。 



MODELLISTA Version（ワイド）        ＜適合＞：バン（ワイドボディ）、コミューター、ワゴン全車  

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット  （G＋H のセット）   

洗練された精悍さと、威風堂々とした存在感を追及したエアロスタイル。 
塗装済：１０２，９００円  素 地：９５，５５０円 

【塗装済設定色】ﾎﾜｲﾄ<058>、ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070>、ｼﾙﾊﾞｰﾏｲｶﾒﾀﾘｯｸ<1E7>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<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） 

 

G フロントスポイラー 

 

   

    塗装済：４４，１００円 

素 地：４２，０００円 
 

しっかり前にでた造形が車両のイメージをダ

イナミックに変化。左右のダクト形状がスポー

ティさを演出します。ボディ全体をワイド＆ロ

ーに見せています。 

 

H フロントグリル 
（ワイド） 

塗装済：６８，２５０円 

素 地：６５，１００円 

 

シャープな造形の３本のメッキガーニッシュ

がフロントフェイスに「キング・オブ・1BOX」

にふさわしい高級感を付与しています。 

 

MODELLISTA SELECTION（Exterior）                                  

商品名／希望小売価格（税込） 適合 商品特徴 

メッキアンダーミラーカバー    

８，４００円 

      

電動格納式リモ

コンドアミラー

付車 

ドアミラーとのコーディネートで

さらに上質なエクステリアを印象

づけます。 

メッキミラーカバー 

   １５，７５０円 

 

  

ドアミラー<運転

席>＆フェンダ

ーミラー<助手

席>付車 

外観をより美しく演出するメッキ

のミラーカバーです。 

１5 インチ 

アルミホイールセット 

７９，８００円 

KYOHO PPX 弐百式改<ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ+ｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾝ> 

※タイヤは標準装備されているものを使用 

  

除く 

グランドキャビ

ン<4WD>車 

ツヤ消しブラック×オレンジライ

ンが個性的なスタイルを強調する

デザインです。 

１5 インチ 

アルミホイールセット 

７９，８００円 

KYOHO PPX VX-06<ﾌﾞﾗｯｸﾎﾟﾘｯｼｭ×ﾌﾞﾗｯｸｸﾘｱ> 

※タイヤは標準装備されているものを使用  

除く 

グランドキャビ

ン<4WD>車 

ブラックポリッシュ×ブラックク

リアのカラーが都会的でスタイリ

ッシュな雰囲気を創出します。 

１5 インチ 

アルミホイールセット 

７７，７００円 

KYOHO PPX PR-06<ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾄ/ﾅｲﾄｶﾞﾝﾒﾀﾙ> 

※タイヤは標準装備されているものを使用 
 

除く 

グランドキャビ

ン<4WD>車 

シンプル×モダンなデザインが精

悍な印象を付与します。 



１5 インチ 

アルミホイールセット 

６８，２５０円 

KOSEI ベアブロック DD<ﾌﾞﾗｯｸﾎﾟﾘｯｼｭ> 

※タイヤは標準装備されているものを使用 
 

除く 

グランドキャビ

ン<4WD>車 

ダイナミックで存在感のあるスタ

イリングに仕立てるワイルドなテ

イストです。 

スポーツマフラー 

１TR 用：５３，５５０円 

２TR 用：６０，９００円 

２TR・スーパーロング：７３，５００円 
 

バン全車 

除く 

スーパーロング

車、５M/T 車、

4WD 

リヤスカートとの一体感の高いオ

ーバル型のスポーツマフラー。 

テールパイプフィニッシャー 

２７，３００円 

 

バン全車 

除く 

スーパーロング

車 

スポーティーなリヤスタイルを演

出するマフラーカッター。 

ショックアブソーバーセット 

 

2WD ７９，８００円 

4WD ８０，８５０円 
 

スーパーGL 

全車 

減衰力を変更しさらに快適な乗り

心地にするサスペンションです。 

リヤブレース 

 

バンスーパーGL<標準ボディ> 

２８，３５０円 

バンスーパーGL<ワイドボディ> 

２９，４００円 

 

 

スーパーGL 

標準ボディ 

リヤボディの剛性を高めることで

操縦安定性の向上に寄与します。 

 

MODELLISTA SELECTION（Interior）                         ＜適合＞：全車   

商品名／希望小売価格（税込） 適合 商品特徴 

インテリアパネル 

（標準ボディ）   

２４，１５０円 

 

標準ボディ全

車 
細部へのこだわりや選び抜かれた

素材が輝く、魅力的アイテム。 

モダンで上質な室内空間を演出し

ます。 

 

木目調、黒木目調、ピアノブラック

を揃えました。 
インテリアパネルセット 

（ワイドボディ） 

   ２６，２５０円 

  

ワイドボディ

全車 



ラゲージ LED（脱着式） 

 

２４，１５０円 

 

 

バン 

スーパーGL

ワゴン GL 

バックドアトリムに埋め込む LED

ランプ。ラゲージスペースと足元を

明るく照らし、夜間の作業性を格段

に向上させます。さらに取り外すこ

とで単独で照明としても使用可能。

キャンプや車両の整備の際に活躍

します。イグニッション ON で充電

します。 

オーバーヘッドコンソール 

 

１３１，２５０円 

 

バン 

スーパーGL 

<標準ボディ> 

車中泊やアウトドアなどで車内を

使用する際、かさばる衣類やブラン

ケットなどを収納できる便利でス

タイリッシュな収納スペースです。

開口時には内臓された LED 照明が

コンソール内を明るく照らします。 

ラゲージユーティリティフレーム 

スーパーGL 

９９，７５０円 

スーパーGL ワイド 

１０２，９００円 
 

スーパーGL

全車 

荷室の使い勝手を向上させるラゲ

ージユーティリティフレーム。ユー

ティリティフレームはタイダウン

フック等を利用することで荷物の

固縛ができます。荷室アレンジが自

由なので積載するものを選びませ

ん。 

ユーティリティフレーム（１本） 

１８，９００円 

 

バン 

スーパーGL 

ラゲージユーティリティフレーム

用の追加パーツ。最大５本まで追加

装備が可能です。 

カーゴレール ASSY 

２６，２５０円 

 

バン 

スーパーGL 

ラゲージユーティリティフレーム

用の追加パーツ。 

（専用フック２個付属） 

トリムボードセット 

 

６６，１５０円 

 

バン DX 標準

ボディ<除くジ

ャストロー、

3/6/9 人乗り

> 

バン DX の荷室トリムに取り付ける

化粧ボード。車内のカラーとコーデ

ィネートすることで一体感が生ま

れ、質感がアップします。 

ハンドプロテクションシート 

５，９８５円 

 

全車 

乗り降りの際に手をつく部分に取

付けるすべり止め。傷の防止にも役

立ちます。 



本革調シートカバー（ブラック） 

 

１台分セット ８５，０５０円 

フロント ４７，２５０円 

リヤ ３９，９００円 
 

バンスーパー

GL 

フィッティング感が高いシートカ

バーです。室内の高級感がアップし

ます。 

本革調シートカバー 

（ブラック・バン DX 用） 

 

１台分セット ６９，３００円 

フロント ４６，２００円 

リヤ ２５，２００円 

 

 

 

 

バン DX 

（リヤは 3/6

人乗り車） 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１３年１１月 27 日（水） 

販  売  店 
全国トヨペット店 （東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ）、全国ネッツ

店及びトヨタモデリスタ 

お客様お問合せ先 
モデリスタコールセンター  TEL:03-6361-1000 

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/  

 




