
 

 

 

新型プリウス用 カスタマイズアイテムを発売 

 

2018 年１２月 1７日 

 

モデリスタは、新型プリウスのマイナーチェンジに伴い、先進感とスタイリッシュな装いを創出するカスタマイ

ズ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、ネッツ店及びモデリスタ店を

通じて 12 月 17 日に発売した。 

 エクステリアアイテムとして、「エアロキット」は、ハイブリッドカスタマイズにマッチした先進的なイメージ

の“ICONIC STYLE”と、洗練されたドレスアップスタイリングの“ELEGANT ICE STYLE”の２種類を設定。

その他にも、エアロスタイルの世界観を際立たせる 2 種類のガーニッシュセットを設定した他、フロントスタリン

グに洗練された上質感を演出するアイテムとして「コーナーガーニッシュ」を新規設定。 

インテリアアイテムとして、ブラックパネルから浮かび上がるような光が先進感溢れるインテリアを演出する、

ブルーのイルミネーション付「スカッフプレート」や、ブラック基調のカバーに深みのあるレッドのアクセントカ

ラーを施し、エモーショナルな装いを増幅させる「シートカバー」を初設定するなど、魅力的なカスタマイズアイ

テムを設定した。 

 

  

MODELLISTA ICONIC STYLE 

MODELLISTA ELEGANT ICE STYLE 



MODELLISTA ICONIC STYLE   

 

 

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット（ICONIC STYLE） 
（ A ＋ B ＋ C  のセット） 塗装済：１９６，５６０円  素 地：１７２，８００円   

 

 設定：LED フロントフォグランプ（標準装備・メーカーオプション）付車、 

除くコーナーガーニッシュ、スポーツマフラー、マフラーカッター付車 

 

[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＞、グレーメタリック＜１G3＞、アティチュードブラックマイカ＜２１８＞ 

        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：１０１，５２０円 

素 地：９５，０４０円 

 

スポイラー先端から放射線状に配置さ

れたメッキ加飾と、立体的に発光する

LED イルミネーションのコンビネーシ

ョンが、他を圧倒する高い先進性を演

出。 

 

【設定】LED フロントフォグランプ（標

準装備・メーカーオプション）付車、 

除くコーナーガーニッシュ付車 

 B  サイドスカート 

塗装済：４９，６８０円 

素 地：３７，８００円 

 

センターのブラックアウト部から伸び

るボディ同色のフローティング形状が、

シャープなサイドビューを演出。 

 

【設定】全車 

 C  リヤスカート 

塗装済：６１，５６０円 

素 地：５５，０８０円 

 

水平方向にシャープに伸びたウィング

形状と、マフラーを想起させスポーティ

な走りの予感を高めるメッキ加飾との

コンビネーションによって、先進的でダ

イナミックなリヤスタイルを創出。 

 

【設定】除くスポーツマフラー、マフラ

ーカッター付車 

 

ICONIC ガーニッシュセット（ D ＋ E  のセット） ４８，６００円  【設定】全車 

 D  ヘッドライトガーニッシュ 

２４，８４０円 

 

メッキの煌きが後方へと駆け抜けるこ

とで、アイコニックでプレミアムなフロ

ントフェイスを演出。 

 

【設定】全車 

 

 

 E  リヤガーニッシュ 

２８，０８０円 

 

リヤコンビランプに縦方向へとダイナ

ミックな動きを持たせたメッキの煌き

を与えることで、引き締まったキレのあ

るリヤスタイルを表現。 

 

【設定】全車 



 

MODELLISTA ELEGANT ICE STYLE   

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット（ELEGANT ICE STYLE） 
（ F ＋ B ＋ G  のセット） 塗装済：１３７，１６０円  素 地：１１４，４８０円 

 

 設定：LED フロントフォグランプ（標準装備・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>、シルバーメタリック＜1F7＞、グレーメタリック＜１G3＞、アティチュードブラックマイカ＜２１８＞ 

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） 

 

 F  フロントスポイラー 

    塗装済：５７，２４０円 

素 地：５０，７６０円 

 

コーナー部分からサイドへと駆け上がる

シャープなメッキの造形がキレのある表

情を作りあげ、スタイリッシュなフロン

トスタイリングを創出。 

 

【設定】LED フロントフォグランプ（標

準装備・メーカーオプション）付車 

 B  サイドスカート 

塗装済：４９，６８０円 

素 地：３７，８００円 

 

センターのブラックアウト部から伸び

るボディ同色のフローティング形状が、

シャープなサイドビューを演出。 

 

【設定】全車 

 G  リヤスカート 

塗装済：４４，２８０円 

素 地：３７，８００円 

 

ダイナミックなグラフィックと、フロー

ティングしたウィング形状のコンビネ

ーションが、踏んばり感のあるスタンス

の良さと空気の流れを感じさせるシャ

ープなリヤスタイリングを演出。 

 

【設定】全車 

ELEGANT ICE ガーニッシュセット（ H ＋ I + J のセット） ６３，７２０円  【設定】除く LED ミラーカバー付車 

 

 H  フロントグリルガーニッシュ 

１７，２８０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 

 

 

 I  サイドドアガーニッシュ 

３４，５６０円 

 

サイドドアに伸びやかにメッキを配し、

高級感あふれるサイドビューを演出。 

 

【設定】全車 

 

 J  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】除く LED ミラーカバー付車 



MODELLISTA SELECTION   

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

LED トップノットアンテナ 

   塗装済（※1）：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。 

 

【設定】除く ITS Connect(メーカーオ

プション)、幾何学調ルーフフィルム(メ

ーカーオプション)付車 
 

LED ミラーカバー 

  塗装済（※1.2）：５８，３２０円 

素 地：５２，９２０円 

 

ドアミラーカバーに LED イルミネーシ

ョンを内蔵し、スタイリッシュで先進的

なエクステリアを演出。 

 

【設定】除く ELEGANT ICE ガーニッ

シ ュ セ ッ ト 、 ミ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ

(ELEGANT ICE)付車  
 

ドアハンドルガーニッシュ 

１２，９６０円 

 

ドアハンドルにかぶ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。 

 

【設定】全車 

 

 

コーナーガーニッシュ 

２９，１６０円 

 

コーナー部からリヤへと駆け抜ける大型

のメッキ加飾が、ラグジュアリーテイス

ト溢れるフロントスタイリングを表現。 

 

【設定】除く MODELLISTA エアロキ

ット(ICONIC STYLE)、フロントスポイ

ラー(ICONIC STYLE)付車 

 

 

スポーツマフラー 

８４，２４０円 

 

１００mm×５０mm スクエアデュアル

のデザインがリヤスタイリングをスポー

ティに演出。 

 

【設定】除く MODELLISTA エアロキ

ット(ICONIC STYLE)、リヤスカート

(ICONIC STYLE)付車 

マフラーカッター 

２８，０８０円 

 

１００mm×５０mm スクエアデュアル

のデザインがリヤスタイリングをスポー

ティに演出。 

 

【設定】除く MODELLISTA エアロキ

ット(ICONIC STYLE)、リヤスカート

(ICONIC STYLE)付車 

※1．[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＞、グレーメタリック＜１G3＞、アティチュードブラックマイカ＜２１８＞

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） 
※2．幾何学調ルーフフィルム（メーカーオプション）を選択した場合、ドアミラーと同色（アティチュードブラックマイカ〈218〉）となります。 

 



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 

２８６，２００円 

 

エアロフィンを配したガンメタリック

塗装部や、ナットホール部をカバーする

大型センターキャップを持つ特徴的な

デザイン。 

 

MODELLISTA WingDancerⅦ 

＜ガンメタリック×ポリッシュ＞ 

＆ヨコハマタイヤ BlueEarth-A 

 

【サイズ】18×7.0J＆215/40R18 

【設定】全車 

 

1７インチ アルミホイール 

＆タイヤセット 

１８９，０００円 

 

切削面とブラック塗装のコントラストが

足元をシャープに演出。 

 

 

MODELLISTA WingDancerⅧ 

＜ブラック×ポリッシュ＞ 

＆トーヨータイヤナノエナジー3 PLUS 

 

【サイズ】17×7.0J＆215/45R17 

【設定】全車 

1７インチ アルミホイールセット 

１２４，２００円 

 

切削面とブラック塗装のコントラストが

足元をシャープに演出。 

 

 

MODELLISTA WingDancerⅧ 

＜ブラック×ポリッシュ＞ 

 

【サイズ】17×7.0J 

【設定】17 インチアルミホイール付車 

15 インチ アルミホイールセット 

５２，９２０円 

 

切削加工されたダブルスピンスポーク形

状が引き締まった足元を演出。 

 

SpinAirⅢ 

＜ガンメタリック×ポリッシュ＞ 

 

【サイズ】15×6.５J 

【設定】15 インチアルミホイール  

付車 



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 

 

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（M12×

P1.5）4 個、専用キーパターンロック 

1 個 

【設定】モデリスタアルミホイール付車 

シートカバー 

７５，６００円 

 

 

 

ブラック基調のカバーに深みのあるレッ

ドのアクセントカラーを施し、エモーシ

ョナルな装いを増幅。フロント席にはホ

ワイトのサイドラインを入れることで、

ハイコントラストで洗練されたインテリ

ア空間を表現。随所にスエード調表皮や

レッドステッチを施すことで、高級感と

先進性を合わせ持ったイメージを創出。 

 

 

 

 

 

【設定】除く E、シートベンチレーショ

ン（運転席・助手席）付車 

【内容】フロント席/リヤ席 

 

 

インテリアパネルセット 

茶木目調・黒木目調：４５，３６０円 

チタニウムグレイン：５４，０００円 

 

金属調で光沢のある「チタニウムグレイ

ン」、モダン＆シックな「黒木目調」、暖

かみのある「茶木目調」の３種類を設定。 

インテリアパネルの下端にメッキ調加飾

を施し、高級感と洗練されたインテリア

空間を演出。 

 

【設定】全車 

【内容】ドアトリム（左右）＋シフトノ

ブ回りの３枚セット 

 

 

フロント席 

リヤ席 

フロント席シートアップ 

茶木目調×メッキ調加飾 

黒木目調×メッキ調加飾 

チタニウムグレイン×メッキ調加飾 



商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

シフトノブ＆LED キット 

３０，２４０円 

 

ピアノブラックとメッキ加飾の組み合わ

せが高級感あふれるシフトノブ。手が触

れる部分に本革をあしらい、触感でも上

質さを表現。シフトレバー台座の鮮やか

なブルーイルミネーションとのコーディ

ネートにより、洗練されたモダンイメー

ジを演出。 

 

【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り付ける小型

LED ライト。双眼レンズから運転席・助

手席それぞれのドア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。 

【設定】全車 

【内容】フロント左右２個セット 

     LED 色：ホワイト 

スカッフプレート 

４１，０４０円 

 

奥行を感じる立体的なブルーイルミネー

ションがブラックパネルから浮かび上が

るように光り、先進的なイメージを創出。

ドア開閉に連動して点灯。 

 

【設定】全車 

【内容】フロント左右２枚セット 

LED ルームランプセット 

（面発光タイプ） 

３５，６４０円 

 

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。 

 

【設定】全車 

【内容】マップランプ(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 

 

※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 12 月現在>で参考価格です。 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１8 年 12 月 17 日（火） 

販  売  店 全国トヨタ販売店及び 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 

モデリスタブランドサイト   http://www.modellista.co.jp 

報道関係者お問合せ先 
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント モデリスタ本部 

モデリスタプレスサイト：http://pub.modellista.net/  

 


