
 

 

 

新型シエンタ用 カスタマイズアイテムを発売 

 

2018 年 9 月 11 日 

 

モデリスタは、新型シエンタの発売に伴い、圧倒的な存在感のあるスタイリングを創出するカスタマイズアイテ

ムと、カーライフをもっと楽しくするアクティビティアイテムをラインナップし、全国のトヨタ店、トヨペット店、

トヨタカローラ店、ネッツ店とモデリスタ店を通じて 9 月 11 日に発売した。 

 「エアロキット」は、‟Sensual Dynamic Presence”をデザインコンセプトに、メッキ加飾をさらにダイ

ナミックに用いた「フロントスポイラー」に一新し、「サイドスカート」「リヤスカート」に加え、全グレードに適

合する「リヤスパッツ」を新規設定し、大胆でさらなる変わり映え感のあるスタイリングとした。 

アクティビティアイテムとして、今回より新設された 2 列シート車‟FUNBASE”専用のアイテムとして機能的

かつファッショナブルな「ラゲージウッドデッキ」・「ラゲージテーブル」をはじめ、新型シエンタのラゲージを

有効活用し、レジャーユースの幅を広げる「バックドアタープ」・「ラゲージベンチシート」・「バックドアラッ

ク」を設定するなど、カーライフをより豊かにする魅力的なドレスアップ＆アクティビティカスタマイズアイテム

を多数ラインナップした。  

MODELLISTA AERO KIT A / MODELLISTA AERO KIT B  

MODELLISTA ACTIVITY ITEM 



MODELLISTA AERO KIT A                                      

 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：１４０，４００円  素 地：１１８，８００円  

（ A ＋ C  のセット） 塗装済：８２，０８０円  素 地：７０，２００円  

 

 設定：除く車いす仕様車、インテリジェントクリアランスソナー（標準装備・メーカーオプション）、リヤフォグランプ付車 

 

[塗装済設定色]：ホワイトパールクリスタルシャイン<070>、シルバーメタリック＜1F7＞、ブラックマイカ＜209＞、センシュアルレッドマイカ＜3T3＞ 

        ブルーメタリック<8T7> 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：５１，８４０円 

素 地：４５，３６０円 

 

ブラックアウトのグラフィックをロア

グリルからフォグに向けて繋げ、バンパ

ーコーナーに立体的な門構えをつくる

ことで、ロー＆ワイドな佇まいと力強い

前進感を創出。センター部のウィング形

状の立体を左右のメッキ加飾が支える

ような構成にすることで、踏ん張りの効

いたスタンスの良さを表現。また、メッ

キ加飾がヘッドライト下部のガーニッ

シュに駆け上がるモーションを描くこ

とで、フロントフェイスに連続感あるダ

イナミックな表情を創出。 

 

【設定】全車 

 B  サイドスカート 

塗装済：６２，６４０円 

素 地：５２，９２０円 

 

フロントからリヤへの流れをキレのあ

る造形でしっかりと繋ぎ、さらにスリッ

ト状のブラックアウトによってシャー

プに伸びた造形を生み出すことで、スピ

ード感溢れるサイドビューを創出。 

 

【設定】全車 

 C  リヤスカート 

塗装済：３７，８００円 

素 地：３１，３２０円 

 

ワイド感のあるグラフィック処理がス

タイリッシュさを表現し、ディフューザ

ー形状をフローティングデザインにす

ることで先進性を演出。 

 

【設定】除く車いす仕様車、インテリジ

ェントクリアランスソナー 

（標準装備・メーカーオプション）、リ

ヤフォグランプ付車 



MODELLISTA AERO KIT B                                      

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット B 
（ A ＋ B ＋ D  のセット） 塗装済：１３７，１６０円  素 地：１１６，６４０円 

（ A ＋ D  のセット） 塗装済：７９，９２０円  素 地：６８，０４０円 

 

 設定：除く車いす仕様車 

 

[塗装済設定色]：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＞、ブラックマイカ＜209＞、センシュアルレッドマイカ＜3T3＞ 

ブルーメタリック<8T7> 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：５１，８４０円 

素 地：４５，３６０円 

 

ブラックアウトのグラフィックをロア

グリルからフォグに向けて繋げ、バンパ

ーコーナーに立体的な門構えをつくる

ことで、ロー＆ワイドな佇まいと力強い

前進感を創出。センター部のウィング形

状の立体を左右のメッキ加飾が支える

ような構成にすることで、踏ん張りの効

いたスタンスの良さを表現。また、メッ

キ加飾がヘッドライト下部のガーニッ

シュに駆け上がるモーションを描くこ

とで、フロントフェイスに連続感あるダ

イナミックな表情を創出。 

 

【設定】全車 

 B  サイドスカート 

塗装済：６２，６４０円 

素 地：５２，９２０円 

 

フロントからリヤへの流れをキレのあ

る造形でしっかりと繋ぎ、さらにスリッ

ト状のブラックアウトによってシャー

プに伸びた造形を生み出すことで、スピ

ード感溢れるサイドビューを創出。 

 

【設定】全車 

 D  リヤスパッツ 

塗装済：３４，５６０円 

素 地：２８，０８０円 

 

左右分割のスパッツタイプ。ブラックア

ウトを台形形状にすることでバンパー

コーナーに勢いを付与し、エアロパーツ

らしいロー＆ワイドなスタンスを表現。

また左右に伸びるシャープな造形がス

ピード感溢れるスタイリッシュなリヤ

スタイリングを演出。 

 

【設定】除く車いす仕様車 

 

  



MODELLISTA SELECTION   

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

リヤスポイラー 

    塗装済：３９，９６０円 

素 地：３３，４８０円 

 

 

ルーフを伸びやかに見せることでスタイ

リッシュなサイドビューを演出。 

またセンター部をブラックアウトとボデ

ィ色を組み合わせることでリヤへの抜け

感を感じさせ、軽快なフォルムを表現。 

 

【設定】全車 

 
[塗装済設定色]：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〉、

ブラックマイカ〈209〉、センシュアルレッド

マイカ〈3T3〉、エアーイエロー〈5B6〉、ブ

ルーメタリック〈8T7〉 

※2 トーン選択車の場合、塗装済設定色はブラ

ックマイカ<209>になります。 

※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） 

 

 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（ E ＋ F ＋ G  のセット） ５８，３２０円  【設定】全車 

 

 E  ヘッドライトガーニッシュ 

２０，５２０円 

 

メッキ加飾をヘッドライトからリヤに

伸びるようにあしらうことで、精悍なフ

ロントフェイスを演出。 

 

【設定】全車 

 

 

 F  ミラーガーニッシュ 

１７，２８０円 

 

大胆にアームまで伸びたガーニッシュ

がサイドミラーをクールに魅せ、さらな

る高級感を演出するメッキアクセント

アイテム。 

 

【設定】全車 

 G  バックドアガーニッシュ 

２５，９２０円 

 

左右に伸びるガーニッシュがリヤビュ

ーを引き締め、精悍さを演出。 

 

【設定】全車 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

ドアハンドルガーニッシュ 

１２，９６０円 

 

ドアハンドルのメッキアクセントによっ

て、上質なイメージを醸し出す。 

 

【設定】全車 

 

※写真はスマートエントリーパッケージ（標準

装備・メーカーオプション）付車 

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、大きくスタイリングを変化させ

ることが出来る。シャープで独創的なデ

ザインはベース車をよりスポーティーに

演出。 

 

【設定】全車 
[塗装済設定色]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〉、

ブラックマイカ〈209〉、センシュアルレッド

マイカ〈3T3〉、ヴィンテージブラウンパール

クリスタルシャイン〈4X4〉、エアーイエロー

〈5B6〉、 ブルーメタリック〈8T7〉※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） 

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

ートを映し出し、知的なイメージを演出。 

 

【設定】全車 

 

※写真は当該車両とは異なります 

マフラーカッター 

２３，７６０円 

 

75mm×55mm 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。 

 

【設定】除く車いす仕様車 

※写真はリヤスカートを装着しています。 

※写真は HYBRID 車、ガソリン車（2WD）用。 

 

 

 

 

  



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

17 インチ アルミホイール 

＆タイヤセット 

２０４，１２０円 

 

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。 

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ーでプ

レミアムな足元を演出。 

 

MODELLISTA WingDancerⅢ  

＜ガンメタリック×ポリッシュ＞ 

＆ヨコハマタイヤ ADVAN FLEVA V701 

 

【サイズ】17×6.5J＆195/45R17 

【設定】全車 

 

15 インチ アルミホイールセット 

５８，３２０円 

 

切削面はスピンスポーク形状とすること

でより大きく見えるデザインとし、ブラ

ックスポークとずらしたレイアウトとす

ることで躍動感ある足元を演出。 

 

KYOHO FORTIBLE BM2 

＜ブラック×ポリッシュ＞ 

 

【サイズ】15×6.0J 

【設定】15 インチホイール 

          装着車 

15 インチ アルミホイールセット 

４８，６００円 

 

センターキャップからリムに向かって伸

びやかに広がる 5 本のダブルスポーク

と、リムからセンターキャップへと伸び

る5 本のダブルスポークの2 つのモーシ

ョンで構成されたホイール。スリムな切

削スポークと艶やかなブラックを組み合

わせることでスタイリッシュかつ上質な

足元を演出。 

 

ウェッズ ギルド XS 

＜ブラック×ポリッシュ＞ 

 

【サイズ】15×6.0J 

【設定】15 インチホイール 

          装着車 

 

 

 

 

 

 

  



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

インテリアパネル A 

（センタークラスター） 

２２，６８０円 

 

シックで上質な室内空間を演出する「木

目調」と、艶やかさとクールさを感じさ

せる「ピアノブラック」をご用意。イン

テリアパネルの淵にシルバー加飾を施す

ことで室内空間を引き締め、高級感と洗

練されたモダンイメージを演出。 

 

【設定】除く LED シフトノブ付車 

色：木目調×メッキ調 

  ピアノブラック×メッキ調 

インテリアパネル B 

（フロントドアトリム） 

２５，９２０円 

シックで上質な室内空間を演出する「木

目調」と、艶やかさとクールさを感じさ

せる「ピアノブラック」をご用意。イン

テリアパネルの淵にシルバー加飾を施す

ことで室内空間を引き締め、高級感と洗

練されたモダンイメージを演出。 

 

【設定】除く G Cuero、パノラミックビ

ュー対応ナビレディパッケージ（メーカ

ーパッケージオプション）、ナビレディパ

ッケージ（メーカーパッケージオプショ

ン）装着車 

色：木目調×メッキ調 

  ピアノブラック×メッキ調 

LED シフトノブ 

３８，８８０円 

 

LED が仕込まれたシフトノブ・メッキリ

ング・上質なシフトブーツが室内空間を

グレードアップ。 

シフトポジションをシフトノブの発光で

表現。イグニッション ON/OFF 時には

イルミネーションで先進性を演出。 

 

【設定】除くインテリアパネル A 付車 

LED スマートライトセット（ H ＋ I  のセット） ６０，４８０円 【設定】全車 

 

 H  LED スマートフットライト 

２３，７６０円 

 

スライドドアの開閉に連動し、LED ラ

イトが足元を照らす。お好みによりホワ

イト/アンバーから LED 色をお選びい

ただける。 

 

【設定】全車 

LED 色：ホワイト、アンバー 

 
※写真は当該車両とは異なります。 

 I  LED スマートグリップライト 

４３，２００円 

 

LED ライトを組み込んだグリップ。

LED が光ることによって、夜間でもグ

リップを認識でき、乗降をスマートにア

シスト。走行中は室内側に配置したLED

ランプが点灯。先進的なインテリア空間

を演出。 

 

【設定】全車 

LED 色：ブルー、アンバー 

 
※写真は当該車両とは異なります。 

木目調×メッキ調 

ピアノブラック×メッキ調 ピアノブラック×メッキ調 

ピアノブラック×メッキ調 
（オートエアコン用） 

消灯時 

点灯時 

ニュートラル 

パーキング（緑）

リバース（赤） 

ドライブ（青） 

アンバー ホワイト 

照射部 

スライドドア開時 スライドドア閉時 

ブルー アンバー ブルー アンバー 

木目調×メッキ調 

ピアノブラック×メッキ調 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

フロントピラーアシストグリップ 

1 個１１，８８０円 

 

運転席・助手席への乗り降りをサポート

するグリップ。 

RH 用/LH 用 

 

【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 

２０３，０４０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。 

 

【設定】除く G Cuero、ハロゲンヘッド

ランプ・寒冷地仕様（メーカーオプショ

ン）同時装着車、パノラミックビュー対

応ナビレディパッケージ（メーカーパッ

ケージオプション）、インテリジェントク

リアランスソナー（メーカーオプション）

装着車 

車いす用電動ウインチ 

２４８，４００円 

 

車いすを電動で引き上げる。 

 

【設定】車いす仕様車 

 

※写真は当該車両とは異なります。 

  

格納時 



 

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

レジャーキット（ J ＋ K ＋ L  のセット）  

塗装済：５８，３２０円 

【設定】除く車いす仕様車 

 

※ペグやウエイトは商品に含まれません。 

※バックドアタープ使用時は必ずエンジンを停止してパーキングブレーキをかけてください。 

 

 J  バックドアタープ 

３０，２４０円 

バックドアを利用した撥水タープ。 

着替えや日よけなど、あらゆるアウ

トドアシーンの可能性を広げる。 

オフホワイトの明るい色味が、カジ

ュアルでスタイリッシュなアウトド

アシーンを演出。 

 

【設定】除く車いす仕様車 

 
※ペグやウエイトは商品に含まれませ

ん。 

※バックドアタープ使用時は必ずエンジ

ンを停止してパーキングブレーキをかけ

てください。 

 K  ラゲージベンチシート 

１７，２８０円 

 

バックドア開口部に敷くベンチシー

ト。 

バックドアを開けて座る際、衣類へ

の汚れの付着を防ぐとともに 

表面に撥水・防汚加工を施し、水や

泥汚れを簡単に拭き取ることが出来

る。 

表面には帆布生地を使用しており、

自然な風合いを楽しめ、アウトドア

シーンに映えるファッショナブルな

空間を演出。 

 

【設定】除く車いす仕様車 

 L  バックドアラック 

１６，２００円 

 

バックドアを開けて使用する。 

衣類やランタンをかけることができ

るラック。ブラックアルマイト処理

を施すことでアウトドアシーンに合

うカジュアルな空間を演出。 

 

【設定】除く車いす仕様車 

 

 

 

 

 

 

中幕収納時 

収納袋 



 

 

 

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

ラゲージテーブル 

４３，２００円 

 

荷室の両サイドにあるユーティリティホ

ールに固定して使用するカップホルダー

付きのテーブル。工具なしでお好みの位

置に取り付けられ、車中泊シーンやアウ

トドアシーンでテーブルとして使用でき

る。マットブラックと木目調の組み合わ

せによってファッショナブルな室内空間

を演出。 

 

【設定】：2 列シート車 

ラゲージウッドデッキ（木目調） 

４３，２００円 

 

木目調のフローリングにすることで、フ

ァッショナブルなラゲージルームを演

出。 

水や泥汚れを拭きとれる表面処理に加

え、ラゲージレールが荷物の取り出しを

スムーズにする。 

アウトドアシーンでの使い勝手を向上さ

せる機能性も持ち合わせたアイテム。 

 

【設定】2 列シート車 

サイクルホルダー 

２９，１６０円 

 

ロードバイクやマウンテンバイクを 1 台

積載できるサイクルホルダー。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する。 

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す。 

 

【設定】除く車いす仕様車 

ロッドホルダー 

４１，０４０円 

 

フィッシングロッドを 5 本収納できるロ

ッドホルダー。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。 

 

【設定】除く車いす仕様車、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 

ユーティリティホール締結部 

ホイール 
ホルダー 

固定用ベルト 

フロントフォーク 
締結部 



ラゲージ LED 

１４，０４０円 

 

バックドアインナーに配された 2 つの

LED 照明が足元とラゲージルームを明

るく照らし、夜間の作業性を格段に向上

させる。 

 

【設定】全車 

※写真は当該車両とは異なります 

エアスリープマット 

２１，６００円 

 

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。 

 

【設定】：2 列シート車 

※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 8％込み)’18 年 9 月現在>で参考価格です。 
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