
 

 

新型ヴォクシー用 カスタマイズアイテムを発売 

 

2017 年 7 月 3 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、ヴォクシーのマ

イナーチェンジに伴い、エアログレード（HYBRID ZS,ZS）には「Aggressive × Dynamic」をコンセプトに、

高い先進性と迫力の造形が融合するアグレッシブなスタイリングを、標準グレード（HYBRID V,HYBRID X,V,X）

には「Stylish Solid」をコンセプトに、硬質で精緻なイメージを高めたアーバン＆ソリッドなスタイリングを創

出するドレスアップアイテムと、ミニバンならではの使い勝手をさらに向上させるユーティリティアイテムをラ

インナップし、全国のネッツ店及びトヨタモデリスタ店を通じて７月３日に発売した。 

エクステリアアイテムとしては、エアログレード、標準グレードそれぞれに設定した『エアロキット』に加え、

エアログレード用としてフォグベゼル部に装着するブルーの LED とメッキの加飾が特徴的な『シグネチャーイル

ミブレード』を初設定した他、ボディ色とブラックアウトの２トーンがスタイリッシュな『リヤスポイラー』や、

上質なプレミアム感をプラスする『クールシャインキット』等を設定。 

インテリアアイテムでは、センタールームランプ、リヤルームランプに 3 段階に調光可能な機能が加わった『LED

ルームランプセット(面発光・調光機能タイプ)』や、助手席シートバックテーブルに装着し淡いブルーのライトが

車内の雰囲気を演出する『LED シートバックテーブルパネル』等の機能性を併せ持つユーティリティアイテムを

新設定した。 

 
 

 

 

MODELLISTA for HYBRID ZS,ZS 

MODELLISTA for HYBRID V,HYBRID X,V,X 



 MODELLISTA AERO KIT for HYBRID ZS,ZS                                 

 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 ＋ D  のセット）  塗装済：172，800 円  素 地：160，920 円 

【設定】HYBRID ZS、ZS、除くリヤフォグランプ（トヨタ純正用品）付車 

 

MODELLISTA エアロキット B （ A ＋ B ＋ C  のセット）  塗装済：122，040 円  素 地：110，160 円 

【設定】HYBRID ZS、ZS、除くリヤフォグランプ（トヨタ純正用品）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>、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク<221>、ボルド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） 

 

 A  フロントスポイラー 

    塗装済：59，400 円 

素 地：52，920 円 

スポイラーセンター部にボディ色を配し

て視覚的に重心を下げると共に、スポイラ

ーを横断するメッキ加飾とスリット状の

ブラックアウトによってロー&ワイドな

フォルムを表現。さらに、ブラックアウト

のコーナー部では立体的なエアインテー

ク風の形状とすることで先進感を高めて

います。 

 

設定：HYBRID ZS、ZS 

 B  スタイリッシュモール 

34，560 円 

サイドビューにシャープな輝きを放つメ

ッキのアクセントを配することで、伸びや

かなフォルムを表現します。 

 

設定：HYBRID ZS、ZS 

 C  リヤスカート 

塗装済：38，880 円 

素 地：32，400 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。 

 

設定：HYBRID ZS、ZS、除くリヤフ

ォグランプ（トヨタ純正用品）付車 

 D  シグネチャーイルミブレード 

54，000 円 

フォグベゼル部に取り付ける LED ガーニ

ッシュ。ブラックアウトされたフォグベゼ

ル内に煌くメッキの輝きと LED イルミネ

ーションの光によって、上質で高い先進性

を持ったフロントフェイスを表現します。

 

設定：HYBRID ZS、ZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLISTA AERO KIT for HYBRID V,HYBRID X,V,X                             

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

 

MODELLISTA エアロキット（ E ＋ F ＋ G のセット）  塗装済：152，280 円  素 地：129，600 円 

【設定】除く HYBRID ZS、ZS、リヤフォグランプ（トヨタ純正用品）、ステッパル S 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>、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク<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） 

 

 E  フロントスポイラー 

    塗装済：55，080 円 

素 地：48，600 円 

ベース車フォグベゼルと呼応したブレー

ド形状のメッキ加飾が特徴的なフロント

スポイラー。ロアグリルを横方向に伸長す

るブラックアウト表現によってワイド感

を高め、スポイラー先端部にボリューム感

を持たせることで前進感のあるフロント

スタイリングを演出します。 

 

設定：除く HYBRID ZS、ZS 

 F  サイドスカート 

塗装済：71，280 円 

素 地：59，400 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。 

 

設定：除く HYBRID ZS、ZS、ステッパ

ル S 付車 

 G  リヤスカート 

塗装済：38，880 円 

素 地：32，400 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。 

設定：除く HYBRID ZS、ZS、リヤフ

ォグランプ（トヨタ純正用品）付車 

 

COOL  SHINE  KIT                                             

 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 （ H + I + J  のセット）  64，800 円 

 

 H  フードガーニッシュ 

30，240 円 

フード先端に取り付けるメッキガーニッ

シュ。フロントグリルを拡大して表現する

ことにより、より上質で重厚感あるフロン

トスタイリングを創出します。 

 

設定：全車 

 I  ミラーガーニッシュ 

16，200 円 

メッキの輝きが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 

 J  バックドアガーニッシュ 

23，760 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 

 



MODELLISTA SELECTION                                       

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

ヘッドライトガーニッシュ for ZS 

23，760 円 

メッキとグロスブラックの２トーンで構

成されたガーニッシュ(※フェンダー部装

着)。フォグベゼル部から続くブラックア

ウトを後方へ伸長することでキレのいい

フロントフェイスを表現すると共に、メッ

キの輝きによる上質なイメージを付与し

ます。 

 

設定：HYBRID ZS、ZS 

リヤスポイラー 

塗装済：43，200 円 

素 地：36，720 円 
 

【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> 

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク<221> 

ボルド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） 

ボディ色とブラックアウトの２トーンが特

徴的なリヤスポイラー。 

ルーフエンドから続く伸びやかなスポイラ

ー本体に、ブラックアウトされたウイング

形状が交差する意匠とすることで、抜けの

良い軽快なスポーティテイストと高い先進

性をもったリヤスタイリングを演出しま

す。 

 

設定：全車 

バックドアスムージングパネル 

塗装済：38，880 円 

素 地：34，560 円 

【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> 

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク<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） 

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 HYBRID ZS, ZS 

ドアハンドルガーニッシュ 

12，960 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 

スポーツマフラー 

ハイブリッド車：54，000 円 

ガソリン 2WD 車：62，640 円 

 

【サイズ】 

90mm×75mm スクエアデュアル 

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：リヤスカート（ C 、 G ）装着

車、除く 4WD 車 

マフラーカッター 

23，760 円 

 

【サイズ】 

90mm×75mm スクエアデュアル 

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：リヤスカート（ C 、 G ）装着

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 

259，200 円 

 
MODELLISTA WingDancerⅥ＜ブラック×ポリッ

シュ＞＆トーヨータイヤ TRANPATH ML 

 

【サイズ】 

18×7.0J＆215/45R18 

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。 

 

設定：HYBRID ZS、ZS 

17 インチ アルミホイール&タイヤセット 

199，800 円 

 
MODELLISTA WingDancerⅢ＜ガンメタリック×

ポリッシュ＞＆トーヨータイヤ TRANPATH ML 

 

【サイズ】 

17×6.5J＆205/50R17 

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。 

 

設定：全車 

17 インチ アルミホイール&タイヤセット 

199，800 円 

 
ウェッズ レオニス VT＜パールブラックミラーカッ

ト＞＆トーヨータイヤ TRANPATH ML 

 

【サイズ】 

17×6.5J＆205/50R17 

設定：全車 

15 インチ アルミホイールセット 

58，320 円 

 
MODELLISTA Spin AirⅢ＜ブラック×ポリッシュ

＞ 

 
【サイズ】 

15×6.0J 

ダブルスピンスポーク形状が躍動的で洗練

されたスポーティネスを創出。 

 

設定：除く HYBRID ZS、ZS 

15 インチ アルミホイールセット 

48，600 円 

 
ウェッズ ギルド JT＜ブラック×ポリッシュ＞ 

 

【サイズ】 

15×6.0J 

設定：除く HYBRID ZS、ZS 

ホイールロックナット 

10，260 円 

 

【サイズ】 

M12×P1.5 

 

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。 

 

設定：モデリスタアルミホイール装着車 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

ローダウンスプリング 

37，800 円 

 

【車高】 

約 20mm ローダウン 

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。 

 

設定：HYBRID ZS、ZS 

LED ルームランプセット（面発光タイプ） 

調光機能付 51，840 円 

調光機能なし 46，440 円 

 

【セット内容】 

調光機能付：フロントパーソナルランプ（2

灯）、バニティランプ（2 灯）、センタールーム

ランプ（1 灯［調光］）、リヤルームランプ（1

灯［調光］）、リモコン 

調光機能なし：フロントパーソナルランプ（2

灯）、バニティランプ（2 灯）、センタールーム

ランプ（1 灯）、リヤルームランプ（1 灯） 
 

レンズ全面がムラなく光る面発光タイプの

LED ルームランプ。広範囲に明るく照ら

し、室内の視認性が向上します。調光機能

付タイプは、リモコンでセンタールームラ

ンプ、リヤルームランプの明るさを 3 段階

に調光可能。 

 

設定：全車 

ラゲージ LED 

24，840 円 

バックドアの開閉と連動して光る LED を

3 灯搭載し、明るさを 3 段階に調整可能で

す。 

 

設定：全車 

ラゲージボックス LED 

２灯セット 19，440 円 

 

床下収納スペース（スーパーラゲージボッ

クス）を白色 LED で明るく照らし、荷物

の整理や出し入れをサポートします（バッ

クドアまたはリヤルームランプに連動し点

灯）。 

 

設定：除く車いす収納クレーン付車 

ＬＥＤライセンスランプ 

左右２灯セット 8，640 円 

LED のシャープな光がライセンスプレー

トを照らします。 

 

設定：全車 

装着後 装着前

リモコン 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

LED スマートフットライト 

左右２灯セット 23，760 円 

 

【LED 色】 

ホワイト 

B ピラーに取り付ける小型 LED ライト。

左右それぞれのスライドドアの開閉に連動

して点灯するホワイトビームが足元を広角

に照射し、夜間の乗降をサポートします。

 

設定：除くステッパル S 付車 

インテリアパネルセット 

44，280 円 

 

【設定色】 

茶木目調、黒木目調、ヘアライン調 

 

【設定部位】 

インストルメントパネル×2、ドアトリムパネ

ル×2、レジスターパネル（金属調）×2 の 6

点セット。 

定番の茶木目調に加え、新柄の黒木目調・

ヘアライン調がインテリアに上質感をプラ

スします。助手席側にベース車のトレイ部

分を照らす LED ランプを内蔵することで

先進的なイメージを演出します。 

 

設定：全車 

ロッドホルダー 

51，840 円 

 

 

【搭載可能寸法】 

約 2,000mm まで 

 

 

フィッシングロッドを 8 本収納可能。 

アタッチメント部に配されたレモンイエロ

ーのアクセントカラーがロッドの脱着方向

を指し示すとともに、ファッショナブルな

空間を演出します。 

 

設定：除く X“サイドリフトアップチルト

シート装着車”、ツインムーンルーフ・SRS

サイドエアバッグ＋SRS カーテンシール

ドエアバッグ（メーカーオプション）付車

サイクルホルダー 

41，040 円 

 

【セット内容】 

自転車搭載ベース、ホイールホルダー、固定用

アシストバー、固縛用ベルトのセット。 

※ロードバイクを 2 台まで搭載可能。 

【搭載目安スペース】 

長さ：1,480mm、高さ：1,300mm、幅：

1,100mm（前輪を外した状態での目安） 

  

操作部にレモンイエローのアクセントカラ

ーを配することで視認性を向上させ、薄暗

い車内でも脱着をアシストします。また金

属部分にマットブラックのアルマイト処理

を施すことで、上質で重厚感のある佇まい

を醸し出します。 

 

設定：除く X“サイドリフトアップチルト

シート装着車”、車いす収納クレーン付車

 

LED 点灯時

フロントフォーク 

締結部 
ホイール 

ホルダー 
固定用アシストバー 

ライト部



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

LED シートバックテーブルパネル 

30，240 円 

 

助手席シートバックテーブルに装着する

LED 付のパネル。淡いブルーのライト 

が車内を照らします。ON/OFF のスイッ

チ付（イグニッション ON で作動）。 

 

設定：除く X“サイドリフトアップチルト

シート装着車”  

エアスリープマット 

21，600 円 

 

【サイズ（展開時）】 

L 約 195×W 約 61cm 

 

 

車中泊やキャンプなど、さまざまなシーン

で活躍するエアマット。エアバルブを開く

だけで厚さ約 9cm に自然に膨らみ、シー

トや地面の凹凸を吸収して快適な寝心地を

実現します。 

 

設定：全車 

フロントピラーアシストグリップ 

片側 12，960 円 

運運転席・助手席への乗り込みをサポート

するグリップ。 

 

設定：除く SRS サイドエアバッグ＋SRS

カーテンシールドエアバッグ〈メーカーオ

プション〉付車 

ステッパル S 

213，840 円 

  

スライドドアの開閉に連動し自動で展開格

納するスタイリッシュなステップ。夜間の

乗降にも安心なイルミネーション付き

（LED ライト）。 

 

設定：除くサイドマッドガード（トヨタ純

正用品）、サイドスカート（ F ）、 LED

スマートフットライト付車 

車いす収納クレーン 

213，840 円 

 

車いすなどの出し入れを電動でサポートす

る装置（吊上能力 30kg）。 

 

設定：除く車いす仕様車、スペアタイヤ（メ

ーカーオプション）、ラゲージボックス

LED、サイクルホルダー付車 

※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)<’1７年７月現在>で参考価格です。 

 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１７年 7 月 3 日（月） 

販  売  店 全国のネッツトヨタ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/  

 

LED ライト

収納時

消灯時


