
 

 

 

 

新型プリウスα用 カスタマイズパーツを発売 

 

2014 年 11 月 17 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「プリウ

スα」のマイナーチェンジに伴い、スポーティーでスタイリッシュなカスタマイズパーツをラインアップし全国ト

ヨタ販売店及びトヨタモデリスタ店を通じて１１月１７日発売した。 

エクステリアには、アクティブなクロステイストに変化させる新ジャンル商品「クロスキット」を設定。車両全

体を低重心で存在感あるスタイルに変化させる「エアロキット」や、スタイリッシュにフロントを引き締める「フ

ロントアンダーリップスポイラー」を設定。また、メッキの輝きで魅せる「クールシャインキット」、車内空間を

明るく演出する「LED ルームランプセット」や、イルミネーションで車内に彩りを添える「充電式 LED ソケット

ライト」などを設定した。 

 

 

MODELLISTA クロスキット装着車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLISTA エアロキット装着車両 

 

 

 

MODELLISTA フロントアンダーリップスポイラー装着車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLISTA CROSS STYLE 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

MODELLISTA クロスキット A（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋D＋E のセット）     ２２６，８００円  
【適合】：LED ﾌﾛﾝﾄﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ付車、除くﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ 

MODELLISTA クロスキット B（Ａ＋Ｂ＋C＋D のセット）       １７０，６４０円  

【適合】：LED ﾌﾛﾝﾄﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ付車 

アクティブなライフスタイルをおくるユーザーにぴったりのクロスオーバースタイルのデザイン。 

車両全体をアクティブなデザインに変化させるエアロキットです。 

 
【塗装済設定色】ｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ<１G3> 

 

Ａ フロントスポイラー 

    ５０，７６０円 

 

 

フロントフェイスをラギッドテイストに

変化させるアイテム。ワイドなスキッド

プレートデザインの採用でスポーツギヤ

感を演出。 

 

【適合】：LED ﾌﾛﾝﾄﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ付車 

 

Ｂ フェンダーガーニッシュ 

４８，６００円 

 

 

足元の力強さを強調するオーバーフェン

ダー。ボディ全体のイメージを存在感あ

るスタイルへ変化。 

 

【適合】：全車 

 

Ｃ サイドスカート 

４８，６００円 

 

 

 

ダークカラーに塗られたサイドスカート

がクロススタイルらしい力強さを創出。

 

【適合】：全車 

 

D リヤスカート  

    ５１，８４０円 

 

スカート中央に、スキッドプレート形状

にアレンジされたディフューザーを配

置。スポーツテイストの高い、新しいリ

ヤビュースタイルを作り出す。 

 

【適合】：全車 

 

E １６インチアルミホイールセット 

 ６９，１２０円 

MODELLISTA X-CLAW（エクスクロー） 

<ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> (16×6.5J) 

 

 

 

「CROSS STYLE」の足元をより魅力

的に見せる、かぎ爪を連想させる存在感

あるスポークデザインとマッドブラック

のカラーリングが特徴。剛性感と軽量化

を高い次元でバランスさせたモデリスタ

オリジナルデザインホイール。 

 

【適合】：除く“ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLISTA 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット A（Ａ＋Ｂ＋Ｃのセット）    塗装済：１２５，２８０円  素 地：１０５，８４０円 
【適合】：LED ﾌﾛﾝﾄﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ付車 

MODELLISTA エアロキット B（Ａ＋Ｂ＋D のセット）    塗装済：１８９，０００円  素 地：１７２，８００円 

【適合】：LED ﾌﾛﾝﾄﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ付車 

 

車両全体を低重心で存在感あふれるスタイルに変化させるエアロキット。 

エッジの効いた造形と空力に配慮したディテールが、高いツーリング性能を予感させます。 

また、リヤスカートは、ディフューザースタイルの「リヤスカート」とビルトインマフラースタイルの 

「リヤ“インテグレート”スタイル」の２種類のリヤスタイルより選べる。 
【塗装済設定色】ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070>、ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ<1F7>、ｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ<1G3>、ｱﾃｨﾁｭｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<218>  

その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装（塗装費は別途必要） 

 

Ａ フロントスポイラー 

    塗装済：５０，７６０円 

素 地：４７，５２０円 

立体が重なったようなレイヤードスタイ

ルが特徴。クサビ形状のメッキガーニッ

シュを左右に配置し、ワイド＆ローなフ

ロントフェイスを作り出す。 

 

【適合】：LED ﾌﾛﾝﾄﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ付車 

Ｂ サイドスカート 

 

塗装済：４８，６００円 

素 地：３９，９６０円 

 

後方へと駆けあがるように入れられたキ

ャラクターラインが、フロントスポイラ

ーからリヤスカートまでの流れるような

一体感を創出。 

 

【適合】：全車 

Ｃ リヤスカート  

塗装済：４５，３６０円 

素 地：３６，７２０円 

 

コントラストが際立つブラックアウトさ

れたディフューザースタイルがリヤビュ

ーを軽快に見せる。 

 

【適合】：全車 

D リヤ“インテグレート”スタイル 

    塗装済：１０５，８４０円 

素 地：１００，４４０円 

シャープでダイナミックな造形の中に、

ステンレスのビルトインマフラーカッタ

ーを配し先進のリヤスタイルを演出。ま

た、リヤスカート下端にディフューザー

形状を融合しスポーティーさも表現。 

 

【適合】：全車 

 

MODELLISTA for G″ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ″、S″ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ″ 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

フロントアンダーリップスポイラー 

メッキ：４６，４４０円 

 

華麗なメッキの輝きが、フロントの表情に

高級感をプラス。 

 

【適合】： G“ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ” 

S“ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ” 

フロントアンダーリップスポイラー 

        塗装済：３７，８００円 

素 地：３２，４００円 

スポーティーな形状が、フロントの表情を

精悍に変化。 

 

【適合】： G“ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ” 

S“ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ” 

 



MODELLISTA SELECTION 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

ロアグリルガーニッシュ（メッキ） 

２３，７６０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。 

 

【適合】：全車 

フェンダーイルミアーチ（メッキ調） 

  ８４，２４０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とイルミネーショ

ンが、高級感と洗練されたイメージを演

出。 

 

【適合】：全車 

ファンクショナル LED 

    ３４，５６０円 

 

車両の走行状態を、シフトレバーを囲むイ

ルミネーションで表現。システム起動時に

は、音と光で先進性を演出。 

 

【適合】：全車 

 

クールシャインキット（Ａ＋Ｂ＋C＋D のセット）  ７５,６００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。 

【適合】：全車 

Ａ フロントグリルガーニッシュ（メッキ） 

             ２４，８４０円 

 

グリル周りに装着するシンプルなパーツな

がらフロントフェイスにメッキ加飾をプラ

スすることで高級感がアップ。 

 

【適合】：全車 

B ミラーガーニッシュ（メッキ） 

             １６，２００円 

 

ドアミラーにアクセントを加えるクールな

アクセサリーパーツ。 

 

【適合】：全車 

C サイドドアガーニッシュ（メッキ） 

             ３６，７２０円 

 

上品に入れられたメッキの輝きが、サイド

ビューに気品を与える。 

 

【適合】：全車 

D バックドアガーニッシュ（メッキ） 

             １２，９６０円 

 

 

 

 

左右にのびるシャープな輝きがリヤスタイ

リングをシックに魅せる。 

 

【適合】：全車 

 

 

 

 



商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

 

１８インチ 

アルミホイール＆タイヤセット 
２７０，０００円 

 
MODELLISTA WingDancerⅤ 

<ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ>＆ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ BluEarthRV-01 

 (18×7.5J&225/45R18) 

 

大空を舞う鳥の羽や躍動感をイメージした

スポークデザイン。剛性感、軽量化を高い

次元でバランスさせた、モデリスタオリジ

ナルデザインのアルミホイール。 

 

【適合】：全車 

 

１6 インチアルミホイールセット 

５１，８４０円 

KYOHO SMACK スパロー<ﾅｲﾄｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

(16×6.5J) 

 

シャープなスポーク形状の中にガンメタリ

ックを配し、高級感と軽快さをバランスさ

せた 10 本スポークホイール。 

【適合】：全車 

 

LED ルームランプセット 

             ３０，２４０円 

ﾏｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ（左右）、ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ、ﾊﾞﾆﾃｨﾗﾝﾌﾟ（左右）、 

ｶｰﾃｼﾗﾝﾌﾟ（左右）、ﾗｹﾞｰｼﾞﾗﾝﾌﾟのｾｯﾄ 

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。 

 

【適合】：全車 

 

 

ラゲージ LED 

      ブラック内装：２４，８４０円 

      クレージュ内装：２４，８４０円 

バックドアインナーに配された二つの

LED 照明が明るく照らし出し、夜間でのラ

ゲッジルームの使い勝手を格段に向上。 

 

【適合】：全車 

 

充電式 LED ソケットライト 

             ４，９６８円 

 

 

普段はアクセサリーソケット部に挿入して

充電。走行中はゆっくりとしたスピードで

さまざまな色に変化。取り外せば携帯ライ

トとして使用可能で、夜間時の車内外での

作業に活躍。 

 

【適合】：全車 

 

LED ライセンスランプ 

             ８，６４０円 

 

 

ＬＥＤのシャープな光がライセンスプレー

トを照らし、洗練されたイメージを作り出

す。 

 

【適合】：全車 

 



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    ３４，５６０円 

ボディカラーとのコーディネートが楽しめる「オレンジメタリック」、先進性をグラデーションで表現した「プラネットブルー」、 

モダンで上質な室内空間を演出する「木目調（半艶消し）」、艶のあるセクシーなインテリアを作り出す「ピアノブラック」の 4 色を用意。 

 

【適合】：全車 

 

 

（オレンジメタリック）   （プラネットブルー）     （木目調）       （ピアノブラック） 

 

 

スポーツマフラー 

             ７０，２００円 

 

適度な音量のなかで音質にも拘ったリヤス

タイリングをスポーティーに演出するパー

ツ。（100×60 ㎜ オーバルデュアル） 

 

【適合】：全車 

トップノットアンテナ 

         塗装済：１６，２００円 

 
素地：１４，０４０円 

 

 

ポール部を外して交換する手軽なパーツな

がら、全身の雰囲気を一新。疾走感あふれ

るシャープなデザインが、クルマをよりス

ポーティーに演出。 

 

【適合】：全車 
 

 

カラードドアミラーアームカバー 

塗装済：１２，９６０円 

素地：１０，８００円 

 

ミラーアーム部を同色にコーディネートす

ることで、ボディとの一体感をアップ。 

 

【適合】：全車 

ローダウンスプリング 

３６，７２０円 

走安性と、低重心なスタイルを両立。 

（ローダウン量：約 20ｍｍ）。 

【適合】：全車 

 



 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１4 年１１月１７日（月） 

販  売  店 全国トヨタ販売店 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/  

 


