
 

 

新型車 C-HR 用 カスタマイズアイテムを発売 

2016 年１２月１４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、新型車 C-HR

の発売に伴い、先進的かつダイナミックさが際立つ『BOOST
ブ ー ス ト

 IMPULSE
イ ン パ ル ス

 STYLE
ス タ イ ル

』と、洗練された上質さを 

纏った『ELEGANT
エ レ ガ ン ト

 ICE
ア イ ス

 STYLE
ス タ イ ル

』の 2 つのエクステリアスタイルを設定し全国のトヨタ店、トヨペット店、 

トヨタカローラ店、ネッツ店及びトヨタモデリスタ店を通じて１２月１４日に発売した。 

 『BOOST
ブ ー ス ト

 IMPULSE
イ ン パ ル ス

 STYLE
ス タ イ ル

』は、“近未来を感じさせ、先進的な個性を際立たせる NEXT カスタムスタイル”

をコンセプトに、メカニカルなデザインと先進的な印象の LED イルミネーションを施したフロントスポイラー、

キレのある造形のサイドスカート、ビルトインマフラー風のスポーティなリヤスカートや、フロントフェイスにア

クセントを加えるフロントグリルガーニッシュ等を設定。 

一方の『ELEGANT
エ レ ガ ン ト

 ICE
ア イ ス

 STYLE
ス タ イ ル

』は、“硬質な輝きと、洗練された上質さを纏う大人のカスタムスタイル”を 

コンセプトに、金属調の加飾を施したフロントスポイラー、キレのある造形のサイドスカート、シンプルで 

洗練されたデザインのリヤスカート、サイドビューに輝きを加えるサイドドアガーニッシュ等を設定した。 

また、新たな LED イルミネーションアイテムとして「LED ミラーカバー」や「イルミパネル」など、新型車 C-HR

のカスタマイズを堪能できる商品をラインナップした。 

 

 

 

BOOST IMPULSE STYLE 

ELEGANT ICE STYLE 



BOOST  IMPULSE  STYLE                                         

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

BOOST IMPULSE STYLE（ブースト インパルス スタイル） 

MODELLISTA エアロキット （Ａ＋Ｂ＋Ｃのセット）  塗装済：１８３，６００円  素 地：１６２，０００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>、ﾒﾀﾙｽﾄﾘｰﾑﾒﾀﾘｯｸ<1K0>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<209>、ｲｴﾛｰ<5A3>、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 

    塗装済：８８，５６０円 

素 地：８２，０８０円 

横方向に拡がるボディ同色面がワイド感

とシャープな印象を際立て、スポーティテ

イストを強調。センター下側には、ブラッ

クアウトされたディフューザー形状の立

体造形が躍動的なアクセントを加えます。

左右には、ダイナミックなウイング形状の

ガーニッシュと、ツヤのあるブラック面か

ら放たれる LED イルミネーションを内蔵

しメカニカルで先進的な表情を創出しま

す。【設定】全車 

Ｂ サイドスカート  

塗装済：５０，７６０円 

素 地：３８，８８０円 

 

フロントからリヤへの流れをキレのあ

る造形で繋ぎ、低重心で安定感のある

フォルムを演出。 

シャープなラインで構成されたブラッ

クアウトのアクセントが、先進的かつ

高性能なイメージを表現します。 

【設定】全車 

Ｃ リヤスカート 

塗装済：５８，３２０円 

素 地：５１，８４０円 

ブラックアウトされた門構えのデザイン

が、踏ん張り感のある安定したスタンスを

創出。下側にはフロントデザインとシンク

ロしたディフューザー形状と、ビルトイン

マフラーをイメージさせるスクエア形状

の金属調ガーニッシュにより、未来感のあ

るダイナミックでスポーティなリヤスタ

イル演出します。 

【設定】全車 

※除く、マフラーカッター装着車 

フロントグリルガーニッシュ 
３７，８００円 

 

ウイング状のメッキ加飾が左右に伸び、ワ

イド感あふれる個性的な表情を創出。左右

には立体造形を施したブラックアウト面

が加わり、ダイナミックでスポーティな印

象を高めます。 

【設定】全車 

フェンダーガーニッシュ 

２７，０００円 

 

プレスラインに沿ったブラックアウトベ

ースにシャープな造形のＬ字メッキ加飾

を施すことで、サイドビューにメカニカル

でスポーティなアクセントを加えます。 

【設定】全車 

バックドアスポイラー 

塗装済：３９，９６０円 

素 地：３２，４００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>、ﾒﾀﾙｽﾄﾘｰﾑﾒﾀﾘｯｸ

<1K0>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<209>、ｲｴﾛｰ<5A3>、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） 

ブラックアウトされた中にフローティン

グデザインのウイング形状を配し、先進的

でダイナミックなリヤスタイルを強調し

ます。 

【設定】全車 

  

点灯時 

消灯時



ELEGANT  ICE  STYLE                                           

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

ELEGANT ICE STYLE（エレガント アイス スタイル） 

MODELLISTA エアロキット （D＋Ｂ＋E のセット）  塗装済：１３９，３２０円  素 地：１１８，８００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>、ﾒﾀﾙｽﾄﾘｰﾑﾒﾀﾘｯｸ<1K0>、ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ<209>、ｲｴﾛｰ<5A3>、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：５７，２４０円 

素 地：５０，７６０円 

ブラックアウトされた中にワイドに伸び

る金属調加飾を施し、硬質でキレのある表

情を創出。左右には金属調加飾を受け止め

る立体的な造形をサイドスカート方向に

流し、前後の統一感を強調することで、シ

ンプルかつ上質なスタイルを印象付けま

す。 

【設定】全車 

Ｂ サイドスカート  

塗装済：５０，７６０円 

素 地：３８，８８０円 

フロントからリヤへの流れをキレのあ

る造形で繋ぎ、低重心で安定感のある

フォルムを演出。 

シャープなラインで構成されたブラッ

クアウトのアクセントが、先進的かつ

高性能なイメージを表現します。 

【設定】全車 

E リヤスカート 

塗装済：４５，３６０円 

素 地：３８，８８０円 

ベース車のラインを活かしながら安定感

のある門構えのデザインを構築。ブラック

アウトの中にはフローティングデザイン

を施し、洗練されたモダンイメージを高め

ます。左右にはベース車のブラック部分を

活かした開口部を設け、シンプルながらも

印象的なリヤスタイルを演出します。 

【設定】全車 

クールシャインキット（F＋G＋H のセット）   ５５，０８０円  

 

F ミラーガーニッシュ 
１７，２８０円 

L 字形状のメッキガーニッシュが躍動的

なサイドビューを醸し出すワンポイント

アイテムです。 

【設定、】全車 

※除く、LED ミラーカバー装着車 

G サイドドアガーニッシュ 

３４，５６０円 

ドア下のブラックアウト部にシャープな

ラインで構築されたメッキを施すことで、

サイドビューにさらなる高級感と伸びや

かな印象を与えます。 

【設定】全車 

H ドアハンドルガーニッシュ 

７，５６０円 

 

ドアハンドルに被せるタイプのメッキガ

ーニッシュ。メッキの輝きが高級感を演出

します。 

【設定】全車 

 



MODELLISTA SELECTION                                       

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

LED ミラーカバー 

塗装済：５８，３２０円 

素 地：５２，９２０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>、ﾒﾀﾙｽﾄﾘｰﾑﾒﾀﾘ

ｯｸ<1K0>、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）  

ドアミラーカバーにクリアランスランプ 

連動の LED イルミネーションを内蔵。 

シャープなアウトラインで構築された 

デザインが、スタイリッシュで先進的な 

エクステリアを演出します。 

【設定】全車 

※除く、クールシャインキット、 

ミラーガーニッシュ装着車 

LED トップノットアンテナ 

塗装済：２７，０００円 

素 地：２５，９２０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>、ﾒﾀﾙｽﾄﾘｰﾑﾒﾀﾘ

ｯｸ<1K0>、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） 

シャープで独創的なデザインのフィンタ

イプのアンテナにクリアランスランプ連

動の LED ランプを内蔵し、先進的なエク

ステリアを演出します。 

 

【設定】全車 

 

※画像は当該車両とは異なります。 

マフラーカッター 

２８，０８０円 

スクエアデュアルマフラーカッターが迫

力ある佇まいを演出します。 

【ｻｲｽﾞ】100 ㎜×50 ㎜ｽｸｴｱﾃﾞｭｱﾙ 

【設定】全車 

※除く、リヤスカート（BOOST IMPULSE 

STYLE）装着車 

１９インチ 

アルミホイール＆タイヤセット   

２９９，１６０円 

 

キレのあるスピン形状のスポークと、 

ブラックアウトされたフィン状の 

立体がバランスよく連なり、先進的で 

ダイナミックなスタイルを演出します。 

MODELLISTA WingDancerⅥ<ﾌﾞﾗｯｸ×

ﾎﾟﾘｯｼｭ>&ﾌｧﾙｹﾝ AZENIS FK453 

【ｻｲｽﾞ】19×7.5J&225/45ZR19 

【設定】全車 

１７インチ 

アルミホイールセット   

１２４，２００円 

 

大空へ羽ばたく鳥のシルエットをイメー

ジしたシャープな切削面と、ブラックポリ

ッシュ塗装のキレのある立体がアシンメ

トリーなスポークを形成し、停車時にも疾

走感溢れる軽快さと洗練されたスポーテ

ィテイストを演出します。 

MODELLISTA WingDancerⅧ<ﾌﾞﾗｯｸ×

ﾎﾟﾘｯｼｭ> 

【ｻｲｽﾞ】17×7.0J 

【設定】S・S-T 

ホイールロックナット 

１０，２６０円 

セキュリティの高い専用のキーパターン

を採用したテーパー形状のホイールロッ

クナット。 

セット内容：ロックナット 4 個 専用キー

パターンロック 1 個 

【設定】全車 

ＬＥＤライセンスランプ 

８，６４０円 

LED のクリアな光が、ライセンスプレー

トを照らします。 

【設定】全車 

 

点灯時 消灯時 



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 

 

チタニウムグレイン × メッキ調 

：３５，６４０円 

ブルーモノグラム × メッキ調 

：３３，４８０円 

それぞれインテリアパネルの下端にメッキ

調加飾を施すことで室内空間を引き締め、

高級で洗練されたイメージを演出します。

 

〈チタニウムグレイン×メッキ調〉 

リアルな木目柄の凹凸と、光りの当たり方

によって煌めきが変化する金属感を融合し

た新素材により、先進的かつモダンなイン

テリア空間を演出します。 

 

〈ブルーモノグラム×メッキ調〉 

透明感のあるブルーのパネルが、躍動的で

鮮烈な印象を与えます。 

【設定】全車 

イルミパネル 

４３，２００円 

メッキ調のシフトベースフィニッシャーに

無機ＥＬを内蔵したイルミネーションアイ

テム。クリアランスランプ連動でメッキ調

の表面を透過するようにライン状に面発光

し、航空機のコックピットを思わせるメカ

ニカルで未来感あふれるインテリア空間を

演出します。 

【設定】全車 

ＬＥＤルームランプセット 

（面発光タイプ） 

G・G-T 用：３９，９６０円 

S・S-T 用：３２，４００円 

レンズ全面がムラなく光るタイプのＬＥ

Ｄルームランプ。より広範囲を明るく照

らし室内の視認性が向上します。 

  

G・G-T 用：フロントパーソナルランプ

（2 個）、バニティランプ（２個）、ルー

ムランプ（1 個）、ラゲージルームランプ

（1 個）のセット。 

S・S-T 用：フロントパーソナルランプ

（2 個）、ルームランプ（1 個）、ラゲー

ジルームランプ（1 個）のセット。 

【設定】全車 

ＬＥＤスマートフットライト 

２３，７６０円 

センターピラーの前方に取付ける小型

LED ライト。丸みを帯びた愛らしいデザ

インでインテリアに溶け込み、双眼レン

ズからホワイトビームが広角に足元を照

射し夜間の乗降にも安心です。 

運転席・助手席それぞれのドア開閉に連

動して点灯し、おもてなし感を演出しま

す。左右の 2 個セットになります。 

【設定】全車 
※照射部の画像は当該車両とは異なります 

ラゲージＬＥＤ 

２４，８４０円 

 

スマートなデザインの中にバックドアの

開閉と連動して光るＬＥＤを３灯搭載

し、夜間の使い勝手を向上させます。 

【設定】全車 

 
※照射部の画像は当該車両とは異なります 

※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)<’16 年 12 月現在>で参考価格です。 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１６年１２月１４日（水） 

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/  

 

点灯時 消灯時 




