
 

 

新型ノア/ヴォクシー モデリスタ カスタマイズアイテムを発売 

 

2022 年 1 月 13 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、新型ノア/ヴォクシーの発売に伴い、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いたしました。 

 

新型ノアでは、『Brand new Elegance』をデザインコンセプトに、ワイドに伸びたメッキ加飾を施すこと

で、精悍さの中にエレガンスを感じる個性的な表情を演出します。 

「MODELLISTA エアロパーツセット」は「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」と、

メッキ加飾の煌めきを際立たせた「フロントグリルキット」、先進的でプレミアム感あふれる「シグネチャー

イルミブレード」、LED の組み合わせでリヤビューに存在感を与える「イルミルーフスポイラー」の 6 点セ

ットと、「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」のみの 3 点のセットをご用意していま

す。 

 

 新型ヴォクシーでは、『Sharp × VALOUR』をデザインコンセプトに、様々な造形のメッキ加飾を施すこ

とで、低重心で存在感のあるスタンスと上質感を与えています。 

「MODELLISTA エアロパーツセット」は「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」と、

横一文字に伸びた LED 加飾が特徴の「シグネチャーイルミグリル」、ノアにも装着可能な「イルミルーフス

ポイラー」の 5 点セットと「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」のみの 3 点セットも

ご用意しています。 

また、ノア/ヴォクシーそれぞれに設定された４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、煌びやかな変り映えを与えるとともに高級感を高めるアイテムです。 

 

ホイールラインナップには、WingDancer シリーズの最新作「18 インチアルミホイール＆タイヤセット

MODELLISTA WingDancerⅩⅦ」、モデリスタホイールの新シリーズ「16 インチ アルミホイールセット 

TRINITAS」を設定いたしました。 

『TRINITAS（トリニタス）』とは、ラテン語で「三位一体」を表し、「３つものが本質においては 1 つの

ものである」という意味を持ちます。モデリスタのデザインも「SENSITIVITI（感性）」「CREATIVE（創造

性）」「PLEASURE（喜び）」という 3 つのキーエレメントから成り立っており、これらの要素が「三位一

体」となることで、モデリスタらしさを生み出していることから、この名称がつけられました。 

 

さらに、防犯対策やキズ防止に役立つ「セキュリティロックナットセット」、「セキュリティ付ナンバープレ

ートボルト」、「ドアハンドルプロテクター（ブラック/シルバー）の 3 点を「MODELLISTA ユーティリティ

セット」として設定し、お客様のカーライフを安心・安全面でもサポートするセットをご用意しました。 

 

なお、新型ノア・ヴォクシー モデリスタを、1 月 14 日（金）～1６日（日）に幕張メッセで開催される

東京オートサロン 2022 のモデリスタブースにて展示致します。会場にお越しの際は、ぜひご覧ください。 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

【ノア】 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  のセット） 

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

【塗装済設定色】 

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、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    

 

【ノア専用】 

センターにボディカラーの上向き面を通

し、安定感のあるスタンスを強調。上部

にはメッキ加飾をワイドに伸ばしコーナ

ー部でコの字造形と合わさる立体的な構

成を取り入れ、精悍さの中にエレガンス

を感じる個性的な表情を演出します。 

 B  サイドスカート 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

フロントからリヤへの流れをキレのある

造形で繋ぎ、低重心で存在感のあるフォ

ルムを演出。上端には、鋭く研ぎ澄まさ

れたアローシェイプのメッキ加飾を配

し、サイドビューの精悍さを際立たせま

す。 

 C  リヤスカート 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

安定感のある台形のブラックアウトによ

り、踏ん張り感のあるスタンスを強調。フ

ローティングされたフィン形状の左右に

はブラックアウトに沿ったメッキ加飾を

配する事で、上質かつ存在感のある構えを

創出します。 

 D  フロントグリルキット 

 

【ノア専用】 

センターのダイナミックでワイド感のあ

る造形と、左右のＬ字加飾が上下 3 段で

呼応し、迫力のある表情を創出。各部に繊

細なディティール処理の作りこみを施す

ことでメッキの煌めきを際立たせ、より精

悍でエレガンスを感じるフロントフェイ

スを演出します。 

 E  シグネチャー 

  イルミブレード 

 

【ノア専用】 

ブラックの中にメッキ加飾とイルミネー

ションがフローティングに配され、先進的

でプレミアム感あふれる表情を演出しま

す。 

 

 F  イルミルーフスポイラー 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

伸びやかなルーフラインから続く造形を

センターでクランクさせ、LED と組みわ

せることでリヤビューに更なる存在感を

持たせるルーフスポイラーです。 

点灯時 非点灯時 

ユニバーサルステップ無車 

ノア 『MODELLISTA エアロパーツセット』 

「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカー
ト」と、各部に繊細なディティール処理の作りこみを施
すことでメッキ加飾の煌めきを際立たせた「フロントグ
リルキット」、先進的でプレミアム感あふれる表情を演出
する「シグネチャーイルミブレード」、伸びやかな造形と
LED の組み合わせでリヤビューに存在感を与える「イル
ミルーフスポイラー」の 6 点セットと、「フロントスポイ
ラー」「サイドスカート」「リヤスカート」のみの 3 点セ
ットを用意。適合は一部商品を除き S-Z、S-G。 

2022 年 4 月発売予定 

ユニバーサルステップ付車 



 

【ノア】 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（ G ＋ H ＋ I ＋ J  のセット） 

 

 G  フードガーニッシュ 

 

【ノア専用】 

フード先端にメッキ加飾を配し、よりワイ

ドなフロントフェイスと高級感を際立たせ

ます。 

 H  サイドドアガーニッシュ 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

ドアハンドル前後にＵ字状に配置したメッ

キ加飾が、サイドビューに上質なアクセン

トを加えます。 

 I  ミラーガーニッシュ 

 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

ドアミラーカバーにメッキの輝きを付与す

ることで、スタイリッシュで上質感のある

イメージを高めます。 

 J  バックドアガーニッシュ 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

ナンバー左右に配されたブラックアウトと

メッキ加飾のコントラストが際立ち、より

エレガントで精悍なリヤスタイルを演出し

ます。 

 

 

ノア 『クールシャインキット』 

お手軽にカスタマイズを楽しみたい、もしくは「エア
ロパーツセット」にさらにプラスしてカスタマイズを
楽しみたい方におすすめです。フロントからサイド、
リヤへと煌びやかなクロームの輝きが高級感を与える
だけではなく、エアロパーツとは一味違った変わり映
えを気軽に楽しめるキット商品。適合は一部商品を除
き全グレード。 



 

【ヴォクシー】 MODELLISTA AERO PARTS SET                                 

 商品名 商品特徴 

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

MODELLISTA エアロパーツセット B（ K ＋ B ＋ C ＋ L ＋ F  のセット） 

【塗装済設定色】 

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、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） 

 

 K  フロントスポイラー    

 

【ヴォクシー専用】 

センターから左右に通したメッキ加飾

が、よりワイドで低重心なスタンスを創

出。コーナー部でエアダクト状のダイナ

ミックでキレのある造形に変化し、メッ

キ加飾の華やかさと存在感のあるスタイ

ルを際立たせます。 

 B  サイドスカート 
 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

フロントからリヤへの流れをキレのある

造形で繋ぎ、低重心で存在感のあるフォ

ルムを演出。上端には、鋭く研ぎ澄まさ

れたアローシェイプのメッキ加飾を配

し、サイドビューの精悍さを際立たせま

す。 

 C  リヤスカート 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

安定感のある台形のブラックアウトによ

り、踏ん張り感のあるスタンスを強調。フ

ローティングされたフィン形状の左右に

はブラックアウトに沿ったメッキ加飾を

配する事で、上質かつ存在感のある構えを

創出します。 

 L  シグネチャー 

イルミグリル 

 

【ヴォクシー専用】 

ブラックアウトの中に上下二段のメッキ

加飾を施し、力強いフロントフェイスを表

現します。横一文字に伸びる LED イルミ

ネーションが先進的かつアイコニックな

イメージを際立たせます 

 

 F  イルミルーフスポイラー 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

伸びやかなルーフラインから続く造形を

センターでクランクさせ、LED と組みわ

せることでリヤビューに更なる存在感を

持たせるルーフスポイラーです。 

 

 

ヴォクシー『MODELLISTA エアロパーツセット』 

「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカ
ート」、横一文字に伸びた LED 加飾が特徴の「シグネ
チャーイルミグリル」とノアにも装着可能な「イルミ
ルーフスポイラー」の 5 点セットと、「フロントスポ
イラー」「サイドスカート」「リヤスカート」の 3 点セ
ット。適合は一部商品を除き S-Z、S-G。 

2022 年２月発売予定 

2022 年 4 月発売予定 

ユニバーサルステップ無車 

ユニバーサルステップ付車 



 

 

【ヴォクシー】 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（ M ＋ G ＋ H ＋ I  のセット） 

 

 M  フロントロア 

グリルガーニッシュ    
 

【ヴォクシー専用】 

ロアグリルに上下に並ぶメッキ加飾を配

し、ワイド感と個性的なアクセントを演出

します。 

 G  サイドドアガーニッシュ 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

ドアハンドル前後にＵ字状に配置したメッ

キ加飾が、サイドビューに上質なアクセン

トを加えます。 

 H  ミラーガーニッシュ 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

ドアミラーカバーにメッキの輝きを付与す

ることで、スタイリッシュで上質感のある

イメージを高めます。 

 I  バックドアガーニッシュ 

 

【ノア/ヴォクシー共通】 

ナンバー左右に配されたブラックアウトと

メッキ加飾のコントラストが際立ち、より

エレガントで精悍なリヤスタイルを演出し

ます。 

 

 

 

 

 

ヴォクシー 『クールシャインキット』 

お手軽にカスタマイズを楽しみたい、もしくは「エア
ロパーツセット」にさらにプラスしてカスタマイズを
楽しみたい方におすすめ。フロントからサイド、リヤ
へと煌びやかなクロームの輝きが高級感を与えるだけ
ではなく、エアロパーツとは一味違った変わり映えを
気軽に楽しめるキット商品。適合は一部商品を除き全
グレード。 

 

 



 

MODELLISTA PARTS （ノア/ヴォクシー共通）                                 

 商品名 商品特徴 

MODELLISTA ユーティリティセット（ブラック/シルバー）（ N ＋ O ＋ P  のセット） 

 

 N  ドアハンドルプロテクター 

  （ブラック/シルバー） 

 

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。 

 O  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。 

 P  セキュリティ 

ロックナットセット 

 

セット内容：M12 平座用セキュリティ

ロックナット 20 個（セキュリティナッ

ト 4 個、ロゴ付ナット 4 個、ロゴ無ナ

ット 12 個） 

サイドウェルカムイルミ 

 

ドア下側の地面をライン状に照らし、ド

ライバーや同乗者を光でお出迎えするイ

ルミネーションアイテムです。 

 

 



商品名 商品特徴 

18 インチアルミホイール&タイヤセット 

MODELLISTA WingDancerⅩⅦ〈ブラック×ポリッシュ〉

＆TOYO TIRES TRANPATH mp7 

【サイズ】18×7.0J＆215/45R18 インセット 40 

 

釣り針をモチーフとしたシャープなグラ

フィックで存在感が際立つ切削ホイール

です。スポーク外周部の黒塗装面に刻ま

れた７本のレリーフがアクセントとなり

大径感を強調します。また、表面処理と

してはトップコートにキラキラとしたラ

メを配合した特殊なクリアをモデリスタ

として初採用しました。 

16 インチアルミホイールセット 

MODELLISTA TRINITAS〈ブラック×ポリッシュ〉 

【サイズ】16×6.0J インセット 40 

 

存在感のある 5 本ダブルスポークの中に

繊細なサブスポークを織り込み事で、コ

ントラストを強調したスポーティな切削

ホイールです。 

LED スマートフットライト 

 

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。 

ラゲージ LED 

 

バックドアの開閉と連動して光る LED。 

足元を明るく照らし、夜間の作業性を向

上させます。 

メタルガーニッシュキット 

 

ヘアラインの質感と立体感のあるグラフ

ィックパターンが、インテリアに更なる

上質感を演出します。 

スピーカーセット 

(標準スピーカー交換タイプ・JBL®) 

 

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。 

2022 年３月発売予定 



 

商品名 商品特徴 

サンシェード 

 

専用設計のウインドシールドガラス、運

転席・助手席のフロントドアガラス用サ

ンシェード。使用しない時はコンパクト

に収納可能です。専用ケース付き。 

IR（赤外線）カットフィルム 

（スモーク/ダークスモーク） 

 

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

度上昇を抑え、エアコンの効果を向上さ

せます。 

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。 

エアスリープマット 

 

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。サイズ（展開時）：L 

約 195×W 約 61cm 

※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。 

 

 

 

 

【発売概要】 

発 表 発 売 日 ２０2２年１月 13 日（木） 

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/  

 




