
 

 

 

新型カローラ フィールダー・アクシオ用 カスタマイズパーツを発売 

2015 年 3 月 30 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「カロー

ラ フィールダー・アクシオ」のマイナーチェンジに伴い、アクティブでスポーティなカスタマイズパーツをライ

ンアップし全国のトヨタカローラ店及びトヨタモデリスタ店を通じて 3 月 30 日発売した。 

欧州でトレンドのクロスオーバーSUV スタイルをカローラ フィールダーに取り入れ、オンもオフもアクティ

ブに過ごすユーザー向けに、都市にもアウトドアにもマッチするスタイルに変化させる「クロスフィールダーキッ

ト」を設定。車両のフロントからリヤの下側にポイント的にパーツを装着することで力強いプロポーションに変化

させます。 

また、フロントのスタイリングをワイド&ローに変化させる「フロントスポイラー」やスポーティにフロントフ

ェイスを引き締める「フロントグリル」、その他にも「クールシャインキット」などのセレクションパーツを設定

した。 
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MODELLISTA CROSS FIELDER KIT 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

MODELLISTA CROSS FIELDER KIT A（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋D＋E のセット） １８１，４４０円  
【適合】：フィールダー １５インチホイールタイヤ装着車 

MODELLISTA CROSS FIELDER KIT B（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋D のセット）   １３１，７６０円  

【適合】：フィールダー 全車 

MODELLISTA CROSS FIELDER KIT C（Ａ＋Ｂ＋C のセット）      ９５，０４０円  

【適合】：フィールダー 全車 

 

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 SUV テイストに変化させるエアロキットです。 

 
【塗装済設定色】Ａ、Ｃ：グレーメタリック<１G3>＋ツヤ消しのシルバーメタリック＜1F7＞、B、D：グレーメタリック<１G3> 

 

Ａ フロントスポイラー 

    ３９，９６０円 

中央のスキッドプレート風な SUV デザ

インと左右のスポーティなエアロ形状

が、新しい表情をもたらします。 

 

【適合】：フィールダー 全車 

Ｂ サイドガーニッシュ 

２７，０００円 

ダークカラーのガーニッシュがサイドビ

ューを力強く引き締めます。 

 

【適合】：フィールダー 全車 

Ｃ リヤスカート 

３９，９６０円 

大きくカバーされたバンパー中央にはス

キッドプレート風デザインが施され、存

在感あるアクティブなリヤスタイルを創

出します。 

 

【適合】：フィールダー 全車 

 

D フェンダーガーニッシュ 

    ４３，２００円 

 

ダークカラーのガーニッシュがタイヤま

わりを大きく力強く見せます。 

 

【適合】：フィールダー 全車 

E １5 インチアルミホイールセット 

 ５９，４００円 

MODELLISTA X-CLAW（エクスクロー） 

<ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> (15×5.5J) 

野獣のツメを連想させる、力強いスポー

クデザインが特徴のホイールです。剛性

感と軽量化を高い次元でバランスさせま

す。 

 

【適合】：フィールダー １５インチホイ

ールタイヤ装着車 

  

 

 

 

 

 

 



MODELLISTA 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

フロントスポイラー 

塗装済：３６，７２０円 

素 地：３２，４００円 

スタイリングをワイド＆ローに変化させ

るデザイン。シンプルなフォルムとこだ

わりのディテールが、大人のエアロスタ

イルを創り出します。 

 

【適合】：全車  

 

フロントグリル（ブラック＋メッキ） 

 

４６，４４０円 

質感の高い表情を作り出すブラック＋ 

メッキ加飾タイプ。スポーティでアクテ

ィブなデザインがフロントフェイスを引

き締めます。 

 

【適合】：全車 

フロントグリル（ブラック） 

 

４１，０４０円 

クールな表情を作り出すブラックタイ

プ。ブラックで統一されたフロントフェ

イスが精悍な印象を打ち出します。 

 

【適合】：全車 

 

MODELLISTA SELECTION 

商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

 

１6 インチ 

アルミホイール＆タイヤセット 
１５１，２００円 

 
MODELLISTA SpinAir<ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

＆TOYO DRB 

 (16×6.0J&195/50R16) 

 

 

ひねりを効かせたスポーク形状が、 

ホイールに躍動感とスポーティネス 

を創出します。 

 

【適合】：全車 

１6 インチアルミホイールセット 

６６，９６０円 

MODELLISTA X-CLAW（エクスクロー） 

<ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> (16×6.0J) 

 

野獣のツメを連想させる、力強いスポー

クデザインが特徴のホイールです。剛性

感と軽量化を高い次元でバランスさせま

す。 

 

【適合】：フィールダー １6 インチホイ

ールタイヤ装着車 

１5 インチアルミホイールセット 

４８，６００円 

MODELLISTA SpinAir Ⅱ<ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ×ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

 (15×5.5J) 

 

サイズ以上にホイールを大きく見せる、

ダブルスポークのスラント配置が特 

徴。切削面&ダークグレー塗装と動き 

のあるデザインが足元を引き締めます。

 

【適合】：フィールダー １5 インチホイ

ールタイヤ装着車、アクシオ 除く

1.3X 



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）    ４５，３６０円  【適合】：アクシオ 除く HYBRID G、1.5G 

 

クールシャインキット A（Ａ＋Ｂ＋D のセット）    ４７，５２０円  【適合】：フィールダー 全車 

 

クールシャインキット B（Ａ＋Ｂ＋C＋D のセット）  ５５，０８０円  【適合】：フィールダー 除く“W×B”、1.8S 

 

 

Ａ ミラーガーニッシュ（メッキ） 

１６，２００円 

ドアミラーにシャープなアクセントを加

えます。 

 

【適合】：全車 

B サイドモール（メッキ） 

３２，４００円 

上品に施されたメッキの輝きが、サイド

ビューに気品を与えます。 

 

【適合】：全車 

C ドアハンドルガーニッシュ（メッキ） 

９，７２０円 

ドアハンドルにさりげなく光るワンポイ

ントアイテムです。 

 

【適合】：フィールダー 除く“W×B”、

1.8S、アクシオ 除く HYBRID G、1.5G

 

 

D リヤライセンスガーニッシュ 

（メッキ） 

１５，１２０円 

 

 

 

バックドアにあしらわれたメッキの輝き

が、リヤスタイリングをシックに魅せま

す。 

 

【適合】：フィールダー全車 

 

 

 

 

ミラーガーニッシュ 

（プラネットブルー/メッキ） 

             １７，２８０円 

ドアミラーにハイブリッドをイメージす

るブルーのさし色がシャープなアクセン

トを加えます。 

 

【適合】：ハイブリッド全車 

サイドモール 

（プラネットブルー/メッキ） 

             ３５，６４０円 

上品に入れられたメッキの輝きとハイブ

リッドをイメージするブルーのさし色が

サイドビューに気品を与えます。 

 

【適合】：ハイブリッド全車 

 



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 2WD 車用（フロント・リヤ１０点セット） ２９，１６０円、 

              4WD 車用（フロント８点セット）     ２５，９２０円 

モダンで上質な室内空間を演出する「木目調」、インテリアをアクティブイメージへと変化させる「オレンジ」、そして先進性をグラデーションで 

表現した「プラネットブルー」を用意しました。 

フィールダー：木目調、オレンジ、プラネットブルー、 アクシオ：木目調、プラネットブルー    【適合】：全車 

 

                                        （木目調）     （オレンジ）   （プラネットブルー） 

マフラーカッター（デュアルタイプ） 

            ２０，５２０円 

リヤスタイリングをスポーティに演出しま

す（サイズ：φ68ｍｍデュアル）。 

 

【適合】：フィールダー 除く 1.8L 車、 

アクシオ 1.5L（２WD 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

ポーティに演出。 

 

【適合】：フィールダー 除く“W×B”、

“AEROTOURER” 

カラードドアミラーアームカバー 

塗装済：１５，１２０円 

 
素地：１２，９６０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しま

す。 

 

【適合】：全車 

シフトベースフィニッシャー（メッキ） 

     １１，８８０円 

シフトゲート上面に美しくメッキされたガ

ーニッシュを装着することで、プレミアム

感漂うインテリアにバージョンアップする

ことができます。 
 

【適合】：フィールダー CVT 車（除くハイ

ブリッド車、1.8L 車）、アクシオ CVT 車

（除くハイブリッド車） 

 

ローダウンスプリング 

３１，３２０円 

優れた走行安定性と低重心なスタイルを両

立させます。（ローダウン量：約 20ｍ

ｍ）。 

 

【適合】：フィールダー・アクシオ 除く４

WD 車 



商品名／希望小売価格（税込） 商品特徴 

ドアハンドルプロテクター（シルバー） 

    ６，４８０円 

 

ドアハンドルの凹み部分に装着することで

傷つきやすい部分を保護。シルバーのアク

セントがさりげなく個性を表現します。 
 

【適合】：全車 

LED ルームランプセット 

     フィールダー用：１８，３６０円 

      アクシオ用：１４，０４０円 

 

LED のクリアな光がより洗練された 

インテリア空間を演出。さらに消費 

電力も低減します。 
フィールダー：マップランプ×2、ルームランプ（センタ

ー）×1、ラゲージルームランプ×1 

アクシオ：マップランプ×2、ルームランプ（センター）

×1、 

 

【適合】：全車 

ラゲージ LED 

      ３０，２４０円 

 

 

バックドアのインナー部に配された 

2 つの LED 照明が、夜間のラゲージ 

ルームの使い勝手を向上させます。 

 

【適合】：フィールダー全車 

 

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

します。 

 

【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。イグニッションオンでイルミネーシ

ョンが点灯。取り外せば携帯ライトとして

使用可能。夜間時の車内外での作業に活躍

します。 

 

【適合】：全車 

保冷温ドリンクホルダー 

            ２０，５２０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

リンクホルダーです。 

 

【適合】：全車 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１5 年 3 月 30 日（月） 

販  売  店 全国トヨタカローラ販売店 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/ 




