
 

 

 

新型 RAV4 用 カスタマイズアイテムを発売 

 

2019 年 4 月 10 日 

 

モデリスタは、フルモデルチェンジする新型 RAV4 の発売に伴い、先進感とワイルドな SUV スタイルを演出

するカスタマイズアイテムをラインナップし、全国のトヨタカローラ店、ネッツ店及びモデリスタ店を通じて 4 月

10 日に発売した。 

 標準グレード用「エアロキット」は「URBAN SOLID STRIDER」をコンセプトに、ベース車のスタイリングを

さらに引き立てるダイナミックな造形にメッキ加飾と LED イルミネーションを配し、洗練されたアーバン SUV

スタイルを創出。エアロキットに加え、フロントグリル・ヘッドランプ・バックドアに輝きを付与するメッキ加飾

の「クールシャインキット」を装着することで、プレミアム感のあるエアロスタイル SUV を醸成。 

足元はモデリスタオリジナルで新作となる 19 インチアルミホイール＆タイヤセット「WingDancerⅪ」を設定、

SUV に求められる力強さと先進性を表現した。 

また、Adventure グレード用にはベース車の持つラギッドテイストを一層高める「JAOS」ブランドをセレク

ト。「Advanced Protection Style」をコンセプトに、アウトドアギアを連想させる力強さとスポーティネスを両

立し、LED イルミネーションを搭載した「ノーズプロテクター」、「フロントバンパープロテクター」や、タフネス

SUV らしさを強調する 20 インチアルミホイール&タイヤセットを設定した。 

JAOS Selected by MODELLISTA 

MODELLISTA Version 



 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

MODELLISTA エアロキット 

（ A ＋ B ＋ C  のセット） 塗装済：１９３，３２０円  素 地：１６９，５６０円   

 

 設定：除く Adventure、LED サイドライト（ナンバーフレーム付）、マッドガード 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＜1D6＞、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 

 （フロントフォグランプ付車用・ 

  フロントフォグランプ無車用） 

 

    塗装済：９５，０４０円 

素 地：８６，４００円  

ロアグリルとの連続性を持たせた造

形のコーナー部に輝くメッキ加飾と

イルミネーションのコンビネーショ

ンが特徴的なフロントスポイラー。 

スポイラーセンター部のスキッドプ

レート風の造形が SUV らしいタフ

ネスさの中に先進的で洗練されたプ

レミアム感を表現します 

 

【設定】除く Adventure、 LED サイ
ドライト（ナンバーフレーム付）付車 

 B  サイドスカート 

塗装済：７５，６００円 

素 地：６４，８００円 

 

低重心で安定感あるフォルムと、鋭

く削がれた様なキレのある造形が特

徴的なサイドスカート。サイドスカ

ート内部を貫く様な大型メッキ加飾

が輝くことで、スポーティで洗練さ

れたサイドスタイリングを表現しま

す。 

 

【設定】マッドガード付車 

 C  リヤスパッツ 

塗装済：３７，８００円 

素 地：３２，４００円 

 

力強くボディを支えるダイナミック

な造形が特徴的な大型リヤスパッ

ツ。 

エアアウトレットを想起させるブ

ラックアウトによって、リヤスタイ

リングに走りのイメージと迫力あ

る佇まいを演出します 

 

【設定】除く Adventure 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

クールシャインキット（ D ＋ E  +  F のセット） ９１，８００円  【設定】除く Adventure 

 D  フロントグリルガーニッシュ 

３７，８００円 

 

 

 

 

フロントグリル部に装着するメッキ

アクセントアイテム。 

ブラックアウトの塗り分けによるシ

ャープなメッキのラインがスポーテ

ィかつ精緻なイメージのフロントフ

ェイスを表現します。 

 

【設定】除く Adventure 

 

 E  ヘッドランプガーニッシュ 

３２，４００円 

 

 

ヘッドランプ後端に装着するメッキ

アクセントアイテム。 

ボンネットスリットを模したブラッ

クアウトの塗り分けによるメカニカ

ルなデザインによって、上質でスポ

ーティなフロントフェイスを表現し

ます。 

 

【設定】全車 

 

 F バックドアガーニッシュ 

２９，１６０円 

 

 

 

 

バックドア下部に装着するメッキア

クセントアイテム。 

バックドアを横一文字に駆け抜ける

メッキ加飾によって、よりロー&ワ

イドなリヤスタイルを表現。末端に

鋭い矢尻形状をあしらうことで、上

質感と共に SUV らしい力強さを演

出します。 

 

【設定】全車 

 



JAOS Selected by MODELLISTA   

 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

フロントプロテクターキット 

（ G ＋ H のセット） １５４，４４０円   

 

 設定：Adventure、除く LED サイドライト（ナンバープレート付）付車 

 

※Adventure 全ボディ色に装着可能 

 

 G  バンパープロテクター 

    １０８，０００円 

 

ハーフチューブ形のメッキ加飾と

スポット LED の組み合わせが特徴

的なバンパープロテクター。 

メタルガードを彷彿とさせるハー

フチューブ形のメッキ加飾と多灯

アシストランプを模したスポット

LED を組み合わせることによって

アウトバックを疾走する SUV のイ

メージを演出します。 

 

 

【設定】Adventure、除く LED サイド

ライト（ナンバープレート付）付車 

 

 H  ノーズプロテクター 

５９，４００円 

 

3 つの長方形 LED とノーズ前方を

カバーする他に類のないデザイン

のノーズプロテクター。 

米製ピックアップのルーフランプを

イメージした 3 つの長方形 LED と

ノーズブラをイメージした本体との

組み合わせによって、SUV の本場

である米国の SUV テイストを強調

します。 

 

【設定】Adventure、除く LED サイド

ライト（ナンバープレート付）付車 

 

 

サイドプロテクター 

６２，６４０円 

 

彫の深いデザインと造形を強調す

る塗分けが SUV らしいラギッド感

をサイドスタイリングに追加しま

す。 

 

【設定】全車 

ピラープロテクター 

３１，３２０円 

 

 

 

フロントやサイドのスキッドガー

ド部を引用した造形と大型エンブ

レムを組み合わせることによって、

フロントビュー&サイドビューイメ

ージを受け止めると共に幅の広い

クォーターピラー部を力強く演出

します。 

 

【設定】全車 



 商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

20 インチ&アルミホイール＆ 

タイヤセット 

 

JAOS BACCHUS［バッカス］ 

<スモークブラックポリッシュ>＆ 

トーヨータイヤ PROXES CF2 
SUV 

３８８，８００円 

 

 

 

力強さとスポーティネスを併せ持

つスポークのデザインと秘められ

たポテンシャルをイメージさせる

スモークポリッシュブラックのカ

ラーリングが、ワイルド SUV らし

さを強調します。 

 

サイズ：20×8.0J＆245/45R20 

 

【設定】全車 

 

 

 

 

MODELLISTA SELECTION  

商品名／希望小売価格（税込）※ 商品特徴 

19 インチアルミホイール＆ 

タイヤセット（ロックナット付） 

 

MODELLISTA WingDancerⅪ 

＜ブラック＆ポリッシュ＞＆ 

トーヨータイヤ PROXES Sport 
SUV 

 

  ３１２，１２０円 

 

メカニカルなグラフィックの切削

面がスピンモーションを描くこと

で、SUV に求められる力強さとア

グレッシブで先進的なスタイルを

表現します。 

サイズ：19×8.0J＆235/55R19 

【設定】全車 

 

17 インチアルミホイールセット 

 

MODELLISTA WingDancerⅫ 

＜ブラック＆ポリッシュ＞ 

 

  １０８，０００円 

 

 

クロスオーバースタイルのデザイン

が力強さを表現。シンボリックな切

削面がダイナミックなスタイルを演

出します。 

 

サイズ：17×7.0J 

 

【設定】全車 

 



スカッフプレート 

４１，０４０円 

  

  

 

フロントドア開閉に連動して、ブル

ーのイルミネーションにより、先進

的なイメージを演出します。 

 

【設定】全車 

LED ルームランプセット 

３９，９６０円 

 

レンズ全面がムラなく光るタイプの

LED ルームランプ。より広範囲を明

るく照らし室内の視認性を向上させ

ます。 

 

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 

 

【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。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。 

 

LED：ホワイト 

【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 

 

 

※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)’19 年 4 月現在>で参考価格です。 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０１９年４月 1０日（水） 

販  売  店 全国トヨタカローラ店・ネッツ店・トヨタモビリティ東京及び 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イジング＆ディベロップメント 

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

 


