
 

 

 

 

新型ヴォクシー用 カスタマイズアイテムを発売 

 
201４年１月２０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「ヴォク

シー」のフルモデルチェンジに伴い、「ダイナミック・アドバンス」をコンセプトに、先進的で大胆なさまざまな

カスタマイズアイテムをラインアップし全国トヨタネッツ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、圧倒的な存在感とグリル上部にイルミを配したフルバンパータイプの標準ボ

ディ専用『エアロツアラーキット』、特徴的なメッキを配し、ワイドで広がりを感じさせるデザインの標準ボディ

専用『エアロキット』、またワイド方向に伸びやかな造形と張り出し感がロー＆ワイドな存在感を持つエアロボデ

ィ専用『エアロキット』を設定した。その他にも、メッキの煌めきがスタイリッシュさと高級感を演出する『クー

ルシャインキット』、圧倒的な存在感とサウンドがプレミアムなドライビングを演出する『スポーツマフラー』な

ども設定した。 

またインテリアのアイテムとしては、助手席のトレイ部分を照らすＬＥＤを内蔵した 3 種類の『インテリアパ

ネルセット』、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』、車体から取

り外し使用可能な『ラゲージＬＥＤ（脱着式）』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

スタマイズ商品をさまざま設定した。 

 

 

MODELLISTA Ver. 

（for ZS＜エアロボディ＞） 

MODELLISTA AERO TOURER KIT（for HYBRID V,HYBRID X,V,X＜標準ボディ＞） 

MODELLISTA Ver. 

（for HYBRID V,HYBRID X,V,X＜標準ボディ＞） 



MODELLISTA AERO TOURER KIT                  ＜適合＞：HYBRID V,HYBRID X,V,X 

商品名／希望小売価格（税込）※1 商品特徴 

MODELLISTA エアロツアラーキット（Ａ＋Ｂ＋Ｃのセット）  塗装済：２７０，９００円  素 地：２４３，６００円 

【塗装済設定色】ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070>、ﾌﾞﾗｯｸ<202>、ﾌﾞﾗｯｷｯｼｭｱｹﾞﾊｶﾞﾗｽﾌﾚｰｸ<221>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 MODELLISTA Version ZERO 

    塗装済：１７８，５００円 

素 地：１６８，０００円 

 

アッパーグリルにはダイナミックにメッキを

配することで圧倒的な存在感を主張するとと

もにロアグリルは大きな台形形状としスポー

ティで躍動的なスタイルを演出します。また、

グリル上部にはデイタイムランプを搭載し、ク

ールで先進的な見映えを創出します。 

Ｂ サイドスカート 

塗装済：６９，３００円 

素 地：５７，７５０円 

 

フロントから伸びたキャラクターラインにシ

ャープな輝きを放つメッキアクセントを配す

る事で流れるようなフォルムを表現。また、 

メッキパーツへとつながる躍動的な造形を加

えることで先進的でダイナミックなスタイリ

ングを創出します。 

 

Ｃ リヤスカート  

塗装済：３７，８００円 

素 地：３１，５００円 
 

門構えのテーマをブラックアウトすることで、

明快なスポーティさを表現するとともに、空気

の流れを感じさせるディフューザー形状をフ

ローティングでデザインすることで先進性も

演出します。また、スポーツマフラーやマフラ

ーカッターを同時装着することで圧倒的なリ

ヤスタイリングを表現します。 

MODELLISTA Ver.                         ＜適合＞：HYBRID V,HYBRID X,V,X 

商品名／希望小売価格（税込）※1 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット（Ｄ＋Ｂ＋Ｃのセット）  塗装済：１４１，７５０円  素 地：１２０，７５０円 

【塗装済設定色】ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070>、ﾌﾞﾗｯｸ<202>、ﾌﾞﾗｯｷｯｼｭｱｹﾞﾊｶﾞﾗｽﾌﾚｰｸ<221>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：５４，６００円 

素 地：４８，３００円 
 

ベース車の真一文字のロアグリルを、ワイドに

広がり動きを感じさせるデザインとすること

で躍動的なスポーティさを演出します。また、

特徴的な造形をメッキで表現することで、今ま

でにない先進的な存在感を表現します。 

Ｂ サイドスカート 
（ｴｱﾛﾂｱﾗｰｷｯﾄ共通） 

塗装済：６９，３００円 

素 地：５７，７５０円 

 

フロントから伸びたキャラクターラインにシ

ャープな輝きを放つメッキアクセントを配す

る事で流れるようなフォルムを表現。また、 

メッキパーツへとつながる躍動的な造形を加

えることで先進的でダイナミックなスタイリ

ングを創出します。 

 

Ｃ リヤスカート  
（ｴｱﾛﾂｱﾗｰｷｯﾄ共通） 

塗装済：３７，８００円 

素 地：３１，５００円 
 

門構えのテーマをブラックアウトすることで、

明快なスポーティさを表現するとともに、空気

の流れを感じさせるディフューザー形状をフ

ローティングでデザインすることで先進性も

演出します。また、スポーツマフラーやマフラ

ーカッターを同時装着することで圧倒的なリ

ヤスタイリングを表現します。 

MODELLISTA Ver.                                    ＜適合＞：ZS 

商品名／希望小売価格（税込）※1 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット （Ｅ＋Ｆのセット）           塗装済：７３，５００円  素 地：６０，９００円

【塗装済設定色】ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070>、ﾌﾞﾗｯｸ<202>、ﾌﾞﾗｯｷｯｼｭｱｹﾞﾊｶﾞﾗｽﾌﾚｰｸ<221>、ﾎﾞﾙﾄﾞｰﾏｲｶﾒﾀﾘｯｸ<3R9>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）

Ｅ フロントスポイラー 

    塗装済：４２，０００円 

素 地：３５，７００円 

ワイド方向に伸びやかな造形の張り出し感が

ロー＆ワイドな存在感を見せるとともに、セン

ター部分には上下方向に連続感ある造形を融

合させることで一体感あるフロントフェイス

を創出します。また、サイドに向かって駆け上

がる軽快なラインがスピード感を表現してい

ます。 
 

Ｆ リヤスカート  

塗装済：３７，８００円 

素 地：３１，５００円 

 

門構えのテーマをブラックアウトすることで、

明快なスポーティさを表現するとともに、空気

の流れを感じさせるディフューザー形状をフ

ローティングでデザインすることで先進性も

演出します。また、スポーツマフラーやマフラ

ーカッターを同時装着することで圧倒的なリ

ヤスタイリングを表現します。 



MODELLISTA SELECTION                                       

商品名／希望小売価格（税込）※1 商品特徴 

クールシャインキット（Ｇ＋Ｈ＋Ｉのセット）  ：５４，６００円 
メッキの輝きがスタイリッシュさと高級感を 

演出します。設定：全車 

 
Ｇ フロントグリルガーニッシュ 

（メッキ）：２３，１００円 

フードにシャープなアクセントを加えるアイテ

ム。設定：全車※MODELLISTA Version ZERO

との同時装着はできません。 

 
Ｈ ドアハンドルガーニッシュ 

（メッキ）：１２，６００円 

ドアハンドルにさりげなく光る、ワンポイント

アイテム。 

設定：全車 

 

Ｉ バックドアガーニッシュ 

 

（メッキ）：２３，１００円 

ナンバー周りを囲んだメッキアイテムが、より

高級感あふれるリヤスタイルを演出するアイテ

ム。 

設定：全車 

フェンダーイルミアーチ 

：８１，９００円 

ホイールアーチに沿うようにシャープなライン

を描くメッキ調加飾が、高級感と洗練されたイ

メージを演出。アーチ中央部に内蔵された LED

がスモールランプと連動しブルーに発光しま

す。端末に向かうにつれ微妙に変化する様は、

斬新でありながら美しい新感覚のイルミネーシ

ョンです。（前後左右の 4 点セット） 

設定：除くＺＳ 

ロアグリルガーニッシュ 

エアロボディ用：２３，１００円 

ワイドに伸びるメッキアクセントによりフロン

トフェイスに洗練された高級感をプラスしま

す。             設定：ＺＳ 

バックドアスムージングパネル  

塗装済：３７，８００円 

素地：３３，６００円 

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表現するエクステ

リアパネルです。上部に配したメッキモールの

アクセントにより高級感を醸し出します。 

設定：除くＺＳ 

インテリアパネルセット 

：４３，０５０円 

 

ベース車の特徴的なインテリアデザインを強調

させ高級感とスタイリッシュさを創出します。

また助手席側にはベース車のトレイ部分を照ら

すＬＥＤランプを内臓することで夜間のドライ

ブを快適にするとともに先進的なインテリア空

間を演出します。 

インストルメントパネルｘ２点、ドアトリム 

パネルｘ２点、レジスターパネル（金属調） 

ｘ２点の合計６点セット 

茶木目調、ピアノブラック、黒木目調の 

３種類を設定. 

設定：全車 

ＬＥＤライセンスランプ 

：８，４００円 

リヤライセンスランプ（左右 2 個セット） 

設定：全車 

ＬＥＤ点灯時 

消灯時 

点灯時 



商品名／希望小売価格（税込）※1 商品特徴 

ラゲージＬＥＤ（脱着式） 

   ：２４，１５０円 

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することが出来るので、キ

ャンプや車両の整備の際に活躍します。 

設定：全車 

ＬＥＤルームランプ 

    ：２５，２００円 

ＬＥＤのクリアな光が、洗練されたインテリア

空間を演出します。 

フロントパーソナルランプ×２、バニティラン

プ×２、センタールームランプ×１、リヤルー

ムランプ×１のセット 

設定：除くＸ“Ｃパッケージ” 

１８インチ 

アルミホイール＆タイヤセット 

：２６４，６００円 

MODELLISTA WingDancerⅤ 

<ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

&ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ BluEarth RV-01 

 

 

・ アルミホイールセットのみの設定あり 

アルミホイールセット：１５５，４００円 

MODELLISTA WingDancerⅤ 

<ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

５本デュアルスポークをベースにウイングダン

サーシリーズの躍動感あるデザインをリムに向

かって伸びやかに広がる造形で表現しました。

切削加工とガンメタリック塗装を組み合わせる

ことで、スポーティでプレミアムな足元を演出

します。 

サイズ：18×7.0J＆215/45R18 

設定：ＺＳ 

１８インチ 

アルミホイール＆タイヤセット 

：２５２，０００円 

 

ﾚｲｽﾞ ﾍﾞﾙｻｽ ｽﾄﾗﾃｼﾞｰｱ ｳﾞｫｳｼﾞｪ 

<ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾄ/ｻｲﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ> 

&ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ BluEarth RV-01  

ブラックフェイスの中にシャープに輝くスポー

クをデザインすることで、スタイリッシュで上

質な足元を演出します。 

サイズ：18×7.0J＆215/45R18 

設定：ＺＳ 

１７インチ 

アルミホイール＆タイヤセット 

：１９４，２５０円 

MODELLISTA WingDancerⅢ 

<ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

&ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｴﾅｾｰﾌﾞ RV503★ 

 

・ アルミホイールセットのみの設定あり 

アルミホイールセット：１３１，２５０円 

MODELLISTA WingDancerⅢ 

<ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

 
大空を舞う鳥の羽をイメージしたスポークのデ

ザインがホイールをより大きく見せることで 

ダイナミックな足元を演出します。また切削加

工とガンメタリック塗装を組み合わせることで

スポーティでプレミアムな足元を演出します。

サイズ：17×6.5J＆205/50R17 

設定：全車 

 

１７インチ 

アルミホイール＆タイヤセット 

：１９４，２５０円 

ｳｪｯｽﾞ ﾚｵﾆｽ WX<ﾌﾞﾗｯｸﾐﾗｰｶｯﾄ> 

&ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｴﾅｾｰﾌﾞ RV503★ 

  

伸びやかで有機的なスポークと切削加工を組み

合わせ、力強さとスタイリッシュを融合した 

１０本ダブルスポークホイール。 

サイズ：17×7.0J＆205/50R17 

設定：ＺＳ 

１５インチアルミホイールセット 

：４７，２５０円 

 

シンプルな１０本スポークホイールにブラック

塗装を組み合わせトレンディなスタイリングを

演出します。 

サイズ：15×6.0j 

設定：除くＺＳ 

モデリスタオリジナルデザイン 

モデリスタオリジナルデザイン 



商品名／希望小売価格（税込）※1 商品特徴 

ローダウンスプリング 

：３６，７５０円 

 

より低重心な佇まいがスポーティスタイルを演

出します。約２０ｍｍローダウン。 

設定：全車 

 スポーツマフラー   

ハイブリッド車：５２，５００円 

ガソリン車２ＷＤ車：6０，９００円 

 

90mm×75mm スクエアデュアルの圧倒的な

存在感とサウンドがプレミアムなドライビング

を演出します。 

設定：除く４ＷＤ車 

マフラーカッター 

    ：２３，１００円 

90mm×75mm スクエアデュアルのデザイン

が迫力溢れるリヤスタイリングを創出します。

設定：全車 

※価格は取付費・塗装費を含まないモデリスタ希望小売価格<(消費税込)’14 年 1 月現在のもの>で参考価格です。車両の登録時期(新

車ご注文と同時に装着される場合)またはお引渡し時期が’14 年 4 月以降の場合、消費税 8%が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１４年１月２０日（月） 

販  売  店 全国トヨタネッツ店 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:03-6361-1000 

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/  

 


