
 

 

新型車カローラ クロス モデリスタ カスタマイズアイテムを発売 

 

2021 年 9 月 14 日 

 

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、新型車カローラ クロスの発売に伴い、 

モデリスタブランドのカスタマイズパーツをラインナップし、全国のトヨタ車両販売店を通じて発売 

致しました。 

 

『DARING
デ ア リ ン グ

 but
バット

 DELICATE
デ リ ケ ー ト

』をコンセプトに、動きのある大胆なグラフィックでありながらもディテ

ールまで気を配った造形で、先進性と上質感を合わせ持つアーバンクロスとなっています。 

 

『MODELLISTA エアロパーツセット』は、L 字型のメッキパーツにより、ダイナミックなフロント 

 フェイスを演出するフロントスポイラーや、車両との一体感をより高めるカラードフェンダーなどにより、 

 高級感のあるスタイリングへと昇華させます。 

  また、5 点のメッキガーニッシュで構成された『クールシャインキット』は、フロントグリルガーニッ 

 ュを中心にエアロパーツとは一味違った煌びやかで高級感のあるスタイルをお気軽にお楽しみいただける 

内容となっています。 

  その他にも、MODELLISTA として初となる、「ドアハンドルプロテクター」や「セキュリティ付ナンバー

プレートボルト」を設定し、MODELLISTA ブランドで車両をトータルコーディネートできるようなライン

ナップとしています。 

 

なお、株式会社 KINTO が展開する“クルマのサブスク”「KINTO ONE」においても、モデリスタパーツ

を装着した新型車カローラ クロスをラインナップしており、サブスクリプションというクルマの所有形態で

も気軽にドレスアップを楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:042-427-0500/Facsimile:042-427-0509/URL:www.modellista.co.jp 



リヤ フロント 

 

MODELLISTA AERO PARTS SET                                           

 商品名 商品特徴 

MODELLISTA エアロパーツセット A（ A ＋ B ＋ C ＋ D のセット） 

 

MODELLISTA エアロパーツセット B（ A ＋ B ＋ C のセット） 

【塗装済設定色】プラチナホワイトパールマイカ〈089〉、アティチュードブラックマイカ〈218〉、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉 

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    

 

中央下端部にボディ色のブレード形状を

レイアウトすることで、低重心かつ安定

感を強調しています。 

また、その両脇にレイアウトした L 字型

のメッキ加飾がアクセントとなり、アイ

コニックで先進的なフロントフェイスを

演出します。 

 B  サイドスカート 

 

ボディ色で拡幅されたフロントスポイラ

ーを受け、サイドスカートもボディ色と

する事で塊感のある車両フォルムを強調

しました。立体感のある彫刻的な造形が

車両全体をダイナミックで高級感のある

スタイルへと昇華させます。 

 C  リヤスパッツ 

 

ベース車に構成されたメタルガーニッシ

ュとリフレクターを側面からくわえ込む

様にデザインしたコの字形状のリヤスパ

ッツです。ダイナミックで存在感のあるリ

ヤスタイルを演出します。 

 D  カラードフェンダー 

           

ブラックのフェンダーの上にボディ同色

のパーツを被せることで、車両全体のアー

バンテイストを際立たせ、力強い存在感と

車両との一体感を演出します。 

 

 

 

 

 



 

COOL SHINE KIT –クールシャインキット-                                   

 商品名 商品特徴 

クールシャインキット（ E ＋ F ＋ G ＋ H ＋ I  のセット）  

 

 E  フロントグリル 

ガーニッシュ(メッキ)    

 

エンブレムの両脇からヘッドランプのキャ

ラクターラインまで繋がる様にデザインし

たメッキガーニッシュです。ワイド感と高

級感のあるフロントフェイスを演出しま

す。 

 F  サイドドアガーニッシュ 

   (メッキ) 

 

ドアにある上下 2 本のキャラクターライン

を繋げる様にデザインしたメッキガーニッ

シュです。ブラックアウトとの 2 トーンデ

ザインで、車両サイドビューのアクセント

となるアイテムです。 

 G  バックドアガーニッシュ 

   (メッキ) 

 

リヤランプを下から支える様にレイアウト

したメタルガーニッシュです。ベース車バ

ンパーロアのメタルガーニッシュと呼応し

たハット型形状とする事で統一感のあるデ

ザインとし、都会的でプレミアムなリヤビ

ューを演出します。 

 H  ミラーガーニッシュ 

   (メッキ) 

 

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。 

 I  ドアハンドル 

ガーニッシュ(メッキ) 

 

ドアハンドルに被せるタイプのメッキガー

ニッシュです。メッキの輝きが高級感を演出

します。 



 

WHEEL -アルミホイール＆タイヤセット/アルミホイールセット-                          

商品名 商品特徴 

18 インチ アルミホイール

＆タイヤセット/アルミホイ

ールセット（ロックナット

付） 

 

MODELLISTA WingDancerXⅣ 

＜ブラック×ポリッシュ＞＆ 

TOYO TIRES PROXES CL1 SUV 

 

シャープなアウトラインの切削面をもつ 5

本スポークと、ブラックアウトされたフィ

ンスポークが連なり、精密なイメージを増

幅し、先進的なスポーティテイストを際立

たせます。 

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＞ 

 

クロスオーバースタイルのデザインが力強

さを表現し、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLISTA PARTS                                             

商品名 商品特徴 

スピーカーセット 

(標準スピーカー交換タイプ・

JBL®)※JBL®はアメリカ合衆国およびその他
の国で登録されている HARMAN International 

Industries, Incorporated.の登録商標です。 

 

標準スピーカーからの置き換えで、迫力

のサウンドにグレードアップできます。

クリアでなめらかな高音を再生するツィ

ーターと、より広い面積のコーンにより、

豊かな低音を再生するウーハーの同軸 2

ウェイ構造です。 

IR（赤外線）カットフィルム 

 

真夏の直射日光による肌への「ジリジリ

感」を緩和するウィンドゥフィルム。車

内の温度上昇を緩和し、エアコンの効果

を向上させます。 

ドアハンドルプロテクター 
 

ドアハンドルのくぼみ部分に貼るカーボ

ン調フィルムです。ツメなどによるボデ

ィへのひっかき傷を防ぎます。 

スマートクッショントート 

 

デニム生地とステッチのコントラストが

車内の上質感を高める、クッションとバ

ッグの 2WAY 機能を持つクッショント

ートです。周囲のファスナーを開くこと

で肩掛けにもできるトートバッグに変わ

り、買い物などの普段使いにも最適です。 

 

 

 

 

 

フロント リヤ 



 

MODELLISTA PARTS                                            

商品名 商品特徴 

スカッフプレート 

 

乗降時の足元をスポーティにドレスアッ

プします。ステップの傷つきも防止しま

す。 

セキュリティ付ナンバープレートボルト 

 

ナンバープレートの盗難を防止するナン

バープレートロックボルトです。 

ラゲージ LED 

 

バックドアの開閉と連動して光る LED

ライトです。明るさを 3 段階に調整可能

です。 

LED スマートフットライト 

 

センターピラーの前方に取り付ける小型

LED ライトです。運転席・助手席それぞ

れの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。 

※価格や設定・仕様については別添の価格スペック表をご参照ください。 

※価格は取付費・塗装費を含まない希望小売価格(消費税１０％込)<’2１年 9 月現在>で参考 

 

 

 

リヤ フロント 



 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０21 年 9 月 14 日（火） 

販  売  店 全国のトヨタ車両販売店 

お客様お問合せ先 
モデリスタコールセンター  TEL:050-3161-1000 

モデリスタホームページ   https://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 

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

KINTO ONE に関する 

お客様お問合せ先 

KINTO カスタマーセンター TEL:0120-075-910 

                            https://kinto-jp.com/customer/contact 

KINTO ONE に関する 

報道関係者お問合せ先 

株式会社 KINTO 

広報：岡部 

E-mail：pr@kinto-jp.com 

公式サイト：https://kinto-jp.com/ 

 




