
 

 

 

新型ハリアー用 カスタマイズアイテムを発売 

 

2017 年 6 月 8 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、新型ハリアーの

発売に伴い、メッキ加飾により洗練された高級感を持つ「MODELLISTA エアロキット Ver.１」と先進的でダイ

ナミックなスタイリングの「MODELLISTA エアロキット Ver.２」を設定し全国のトヨペット店とトヨタモデリ

スタ店を通じて 6 月 8 日に発売した。 

 「MODELLISTA エアロキット Ver.１」は、“アーバン×オーセンティック”をコンセプトに、フロント部に配

したメッキ加飾とブラック面から浮かびあがる LED イルミネーションが先進のプレミアムスタイルを醸成する。 

一方の「MODELLISTA エアロキット Ver.２」は、“アドバンスクロスオーバー”をコンセプトに、金属調スキ

ッドプレートを意識したフロントスポイラー、リヤスタイリングキットが SUV ならではの躍動感あるスタイリン

グを創出する。フロントスポイラー両端に輝く LED イルミネーションはアグレッシブテイストを増幅させる。 

このエアロスタイルをより上質で存在感あるスタイリングに引き立てるメッキガーニッシュセットの「クールシ

ャインキット」やダイナミックなリヤスタイルを強調する「バックドアスポイラー」、ワイルドな存在感を演出し

クロスオーバーテイストを際立たせる「２０インチアルミホイール＆タイヤセット（ロックナット付）」など、魅

力的なカスタマイズアイテムを設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLISTA AERO KIT

MODELLISTA Ver.1 

MODELLISTA Ver.2 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット Ver.1（LED 付） （Ａ+Ｂ+C のセット）    

塗装済：２１４，９２０円  素 地：１９２，２４０円     設定：除く寒冷地仕様（メーカーオプション）付車 

MODELLISTA エアロキット Ver.1（LED 付/ 寒冷地仕様車用） （Ａ+Ｂ+D のセット）    

塗装済：２２２，４８０円  素 地：１９９，８００円     設定：寒冷地仕様（メーカーオプション）付車 

 [塗装済設定色] ：ホワイトパールクリスタルシャイン‹070›、ブラック‹202›、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン‹220›、素地  

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（LED 付） 

塗装済：９５，０４０円 

素 地：８９，６４０円 

センターからウイング状に伸びた形状が

ワイド感を強調。 

ウイング両端を囲みこむように配したコ

の字のメッキ加飾が高級感をさらに引き

立てます。 

左右ブラックアウト部に LED イルミネー

ションを内蔵。ブラック面から浮かびあが

るイルミネーションラインが、都会的で洗

練された印象を際立てます。 

設定：全車 

Ｂ サイドスカート 

塗装済：５４，０００円 

素 地：４１，０４０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 リヤスタイリングキット 

塗装済：８２，０８０円 

素 地：７６，６８０円 

 

D リヤスタイリングキット

（寒冷地仕様車用） 

塗装済：９０，７２０円 

素 地：８４，２４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左右に配したシャープな造形のメッキ加

飾が、ワイド感とともにエレガントなテイ

ストを演出。 

センター下端のブラックアウト部にはフ

ローティングデザインを施し、上質であり

ながら存在感のある 

リヤスタイルを創出させます。 

 

寒冷地仕様車用はリヤフォグランプベゼ

ルを同梱 

 

設定：C : 除く寒冷地仕様車  

D：寒冷地仕様車 

Ｃ 

Ｄ 



 

 

 

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット Ver.1 （E+Ｂ+C のセット） 

塗装済：１８２，５２０円  素 地：１６０，９２０円     設定：除く寒冷地仕様（メーカーオプション）付車 

MODELLISTA エアロキット Ver.1（寒冷地仕様車用） （E+Ｂ+D のセット）  

塗装済：１９０，０８０円  素 地：１６７，４００円     設定：寒冷地仕様（メーカーオプション）付車 

 [塗装済設定色] ：ホワイトパールクリスタルシャイン‹070›、ブラック‹202›、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン‹220›、素地  

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：６０，４８０円 

素 地：５５，０８０円 

センターからウイング状に伸びた形状が

ワイド感を強調。 

ウイング両端を囲みこむように配したコ

の字のメッキ加飾が高級感をさらに引き

立てます。 

設定：全車 

Ｂ サイドスカート 

塗装済：５４，０００円 

素 地：４１，０４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントからの連続感あるキャラクター

ラインを、後方へと駆け上がらせたデザ

インでダイナミックさと一体感を表現。

設定：全車 

C リヤスタイリングキット 

塗装済：８２，０８０円 

素 地：７６，６８０円 

D リヤスタイリングキット

(寒冷地仕様車用) 

塗装済：９０，７２０円 

素 地：８４，２４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左右に配したシャープな造形のメッキ加

飾が、ワイド感とともにエレガントなテ

イストを演出。 

センター下端のブラックアウト部にはフ

ローティングデザインを施し、上質であ

りながら存在感のあるリヤスタイルを創

出させます。 

 

寒冷地仕様車用はリヤフォグランプベゼ

ルを同梱 

 

 

設定：C : 除く寒冷地仕様車  

D：寒冷地仕様車 

Ｃ 

Ｄ 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット Ver.2 （E+B+F のセット）    

塗装済：２１０，６００円  素 地：１８９，０００円     設定：除く寒冷地仕様（メーカーオプション）付車 

MODELLISTA エアロキット Ver.2（寒冷地仕様車用） （E+B+G のセット）    

塗装済：２１８，１６０円  素 地：１９５，４８０円     設定：寒冷地仕様（メーカーオプション）付車 

 [塗装済設定色] ：ホワイトパールクリスタルシャイン‹070›、ブラック‹202›、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン‹220›、素地  

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 

（LED 付） 

塗装済：９５，０４０円 

素 地：８９，６４０円 

センターの金属調スキッドプレートがサ

イドに回り込み個性あふれる存在感を強

調。ブラックアウトとのコンビネーショ

ンにより、メカニカルでダイナミックな

クロスオーバースタイルを表現します。

左右には LED イルミネーションを配し、

アグレッシブで先進的な表情を際立たせ

ます。 

 

設定：全車 

Ｂ サイドスカート 

塗装済：５４，０００円 

素 地：４１，０４０円 

フロントからの連続感あるキャラクター

ラインを、後方へと駆け上がらせたデザ

インでダイナミックさと一体感を表現。

設定：全車 

F リヤスタイリングキット 

塗装済：７７，７６０円 

素 地：７２，３６０円 

G リヤスタイリングキット 

（寒冷地仕様車用） 

塗装済：８６，４００円 

素 地：７９，９２０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボリューム感のある造形の中に門構え

のブラックアウトを配し、安定感を表

現。 

ブラックアウト内には大型スキッドプレ

ートに模した金属調加飾を施し、力強い

佇まいと先進的なリヤスタイルを演出し

ます。 

 

寒冷地仕様車用はリヤフォグランプベゼ

ルを同梱 

 

 

設定：F : 除く寒冷地仕様車  

G：寒冷地仕様車 

 

 

F 

G 



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 （フロントグリルガーニッシュ+ミラーガーニッシュ+バックドアガーニッシュのセット）    

８１，０００円   設定：全車 

フロントグリルガーニッシュ 

４１，０４０円 

 

 

 

 

 

 

 

艶やかなブラックパネルにキレのあるラ

インのメッキフィンをレイアウトするこ

とでその輝きを際立たせ、洗練された高

級感を表現する左右セパレートタイプの

ガーニッシュです。 

 

設定：全車 

ミラーガーニッシュ 

１６，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

サイドミラーをシャープに魅せ、さらな

る高級感を演出するメッキアクセントア

イテムです。 

 

設定：全車 

バックドアガーニッシュ 

３０，２４０円 

 

 

 

 

 

 

 

ナンバー周りをＵ字状に囲んだメッキア

イテムが、より高級感あふれるリヤスタ

イルを演出します。 

 

設定：全車 

 

MODELLISTA SELECTION   

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

バックドアスポイラー 

塗装済：４２，１２０円 

素 地：３４，５６０円 

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。 

設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン‹070›、ブラック‹

202›、スパークリングブラッククリスタルシャイン‹220›、素

地 

設定：全車 

LED トップノットアンテナ 

塗装済：２７，０００円 

素 地：２５，９２０円 

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。 

設定色：ホワイトパールクリスタルシャイン‹070›、シルバーメ

タリック‹1F7›、ブラック‹202›、スパークリングブラックパー

ルクリスタルシャイン‹220›、素地 

 

設定：全車 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

マフラーカッター 

１９，４４０円 

リヤスカートにフィットさせたデザイン

のマフラーカッターが、迫力あるリヤス

タイルを演出します。 

 

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

動して点灯することで、おもてなし感を

演出します。 

 

フロント左右 2 個セット 

設定：全車 

 

インテリアパネルセット 

(チタニウムグレイン×メッキ調) 

４２，１２０円 

 

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

合した表面素材に、高級感を演出するメ

ッキ調加飾をコンビネーションさせ、 

先進的かつモダンなインテリア空間を創

出します。 

 

設定：全車 

 

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 

 

ラゲージウッドデッキ 

３９，９６０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラゲージボードを木目調のフローリング

にすることで、華やかな高級感をラゲー

ジルームに創出。 

また、水や泥汚れなどをサッと拭くこと

ができ、使い勝手も向上させる機能性も

持ち合わせたアイテムです。 

 

設定：全車 

 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

ホイールロックナット 

１０，２６０円 

 

ロックナット（M12×P1.5）４個 

専用キーパターンロック１個 

 

設定：17 インチアルミホイール 

セット装着車 

20 インチアルミホイール＆ 

タイヤセット（ロックナット付） 

４２６，６００円 

裾広がりに変化する5本のV字切削面が

ダイナミックでメカニカルな印象を増幅

させ、クロスオーバーテイストを強調し

ながらワイルドな存在感を演出します。

MODELLISTA WingDancerⅨ/‹ガンメタリック×ポリッシュ

>&ブリヂストン Playz PX-RV 

 

設定：全車 

19 インチアルミホイール＆ 

タイヤセット（ロックナット付） 

３４５，６００円 

 

大空へはばたく羽をイメージしたスポー

クデザインが、リムに向かってフィン形

状に拡がりダイナミックな表情を創出。

ゆるやかに変化する面の動きやシャープ

なラインで構成された精密感のあるフォ

ルムが、洗練された高級感とスポーティ

テイストを際立たせます。 

 

MODELLISTA WingDancerⅣ/‹ブラック×ポリッシュ>&ダン

ロップ LE MANS LM5 

 

設定：全車 

17 インチアルミホイールセット 

１２４，２００円 

2 本のスポークが一対になりながら渦を

巻くスピン形状の切削面が、スポーティ

な印象を演出します。 

 

設定：ELEGANCE（ハイブリッド車・

ガソリン車） 

 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１7 年 6 月 8 日（木） 

販  売  店 全国のトヨペット店、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/  

 


