ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE

【お取り扱い上の注意】
●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。 ●モデリスタパーツは、
「トヨタ純正用品」
との組み合わせは原則できません。
ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。
詳しくは、
モデリスタコールセンターまでお問い合わせください。 ●モデリスタパーツの装着により、
ガレージジャッキが指定の位置で使えなくなる場合があります。
あらかじめご了承ください。
エアロパーツ
●エアロパーツ
（ 301 〜 305 ）
を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、エアロパーツが
破損する恐れがあります。 ●エアロパーツ
（ 301 〜 305 ）はABS製です。ABS製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。 ●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に
一致しない場合があります。
アルミホイール/アルミホイール＆ナット
アルミホイールセット
（ 310 〜 312 ）
およびアルミホイール&ナットセット
（ 507 〜 508 ）
を装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。
また、乗り心地や操縦安定性が標準車と
異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。
タイヤチェーンが使用できない場合があります。
あらかじめご了承ください。 ●アルミホイールセット、
アルミホイール＆ナットセットの装着に際し、本カタログ
記載の適合を必ず守ってください。 ●スタッドレスタイヤ等設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉等の可能性があります。 ●パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプターが必要となりますので必ず車載ください。
マフラーカッター
●マフラーカッター（ 315 ）
を装着した場合、路面とクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープなどで路面や突起物等と干渉し易くなります。
また、音質、性能が変化する場合があります。
マフラーカッターは素材の特性上、熱で変色
したり、表面に錆が発生することがあります。
ローダウンスプリング
●ローダウンスプリング（ 316 ）を装着した場合、乗り心地、操縦安定性の変化や走行中に音が発生したり、路面とクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープなどで干渉し易くなります。
また、ローダウンスプリング、
スポーツサス
ペン ションキットを装着した際には、
アライメント調整をお勧めしますが、
タイヤが偏摩耗し易くなる場合があります。
あらかじめご了承ください。 ●車両の状態によっては記載の車高ダウン量とならない場合があります。
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヴィッツ取扱店または、下記へ

ベース車両および純正用品（P.02～09、P.14～23）に関するお問い合わせ先

TRDの商品（P.13）
に関するお問い合わせ先

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

0800-700-7700

365日 9:00〜18:00
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
https://toyota.jp

モデリスタの商品
（P.02〜03、
P.10〜12）
に関するお問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

TRDコールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

050-3161-2121

10:00〜18:00
（除く指定定休日）
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号 調布センタービル6階
https://www.trdparts.jp

モデリスタコールセンター

TEL
オープン時間
所在地
ホームページ

050-3161-1000

10:00〜18:00
（除く指定定休日）
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1号 調布センタービル6階
https://www.modellista.co.jp

本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
（このカタログの内容は’19年10月現在のもの）
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、
オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログをご覧いただくか、販売店にお問い合わせください。 ※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。
商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。

モデリスタパーツ
（販売店取付）

（株）
トヨタカスタマイジング＆
ディベロップメントの取り扱い商品です。

1年間2万km保証

スタイリッシュな色気が 漂うフォルム。
Photo：
［フロント］
HYBRID U。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
はメーカーオプション。
フロントフォグランプはメーカーオプション。
LEDランプセット、
ナビレディセットはメーカーセットオプション。
モデリスタエアロキットA、
クールシャインキット、
マフラーカッター、
サイドガーニッシュ、
トップノットアンテナ、
ローダウンスプリング、LEDライセンスランプ、15インチ アルミホイールセット
（MODELLISTA SpinAirⅡ
〈ガンメタリック×ポリッシュ〉）
はモデリスタパーツ
（販売店装着オプション）。［リヤ］HYBRID F。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
はメーカーオプション。Toyota Safety Senseと先行車発進
告知機能はセットでメーカーオプション。LEDランプセットはメーカーセットオプション。モデリスタエアロキットA、
クールシャインキット、
マフラーカッター、サイドガーニッシュ、
トップノットアンテナ、ローダウン
スプリング、
LEDライセンスランプ、
14インチ アルミホイールセット
（KYOHO FORTIBLE BM1
〈ブラック×ポリッシュ〉
）
を装着しています。 ※写真は灯火類を点灯させた状態です。
※写真の色や照度は実際とは異なります。
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MODELLISTA AERO KIT
301

モデリスタエアロキットA
303＋304＋305

302

モデリスタエアロキットB

塗装済

110,000円（消費税抜き100,000円） 素地 91,300円（消費税抜き83,000円）

設定 除くHYBRID U“Sportyパッケージ”、
U“Sportyパッケージ”、
GRシリーズ

塗装済

71,500円（消費税抜き65,000円） 素地 61,600円（消費税抜き56,000円）

設定 除くGRシリーズ

303 フロントスポイラー

304

塗装済

塗装済

49,500円（消費税抜き45,000円）
素地 44,000円
（消費税抜き40,000円）

素地

インテリジェントクリアランスソナー非装着車用
、
素地 1.3H 3.5H 〈WA06〉
塗装済 1.3H 〈WA05〉
インテリジェントクリアランスソナー装着車用
塗装済 1.7H 〈WA15〉
、
素地 1.7H 3.5H 〈WA16〉

材質：樹脂
（ABS＋メッキ） 地上高：オリジナルより約31ｍｍダウン
設定 除くGRシリーズ
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070

1F7

シルバー
メタリック

209

ブラック
マイカ

306 クールシャインキット 307＋308 のセット

309

27,500円（消費税抜き25,000円）1.0H 〈WB31〉

［お得なセット価格］

設定 除くGRシリーズ、
シャイニーデコレーション
（Jewela専用メーカーオプション）付車

307 ミラーガーニッシュ
（メッキ）

インテリジェントクリアランスソナー非装着車用 塗装済 1.9H 〈WA03〉、素地 1.9H 5.0H 〈WA04〉
インテリジェントクリアランスソナー装着車用 塗装済 2.3H 〈WA13〉、素地 2.3H 5.0H 〈WA14〉

サイドスカート

45,100円（消費税抜き41,000円）1.5H〈WA07〉
35,200円（消費税抜き32,000円）1.5H 4.5H 〈WA08〉

305 リヤスパッツ
塗装済
素地

27,500円（消費税抜き25,000円）0.6H〈WA09〉
22,000円（消費税抜き20,000円）0.6H 3.0H 〈WA10〉

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約48mmダウン

材質：樹脂
（ABS）
地上高：オリジナルより約47mmダウン

設定 除くHYBRID U“Sportyパッケージ”、
U“Sporty
パッケージ”、
GRシリーズ

設定 除くGRシリーズ

サイドビューをスタイリッシュに演出します。
材質：樹脂
（ハイボスカル）
設定 除くGRシリーズ

308 ドアハンドルガーニッシュ
（メッキ）

16,500円（消費税抜き15,000円）0.5H 〈WB32〉

13,200円（消費税抜き12,000円）0.5H 〈WB34〉

ドアミラーにシャープな輝きを与えます。
材質：樹脂
（ABS＋メッキ）

ドアハンドル全体をメッキにすることで、
プレミアムな
サイドスタイリングを創出します。
材質：樹脂
（ABS＋メッキ）

設定 除くGRシリーズ、
シャイニーデコレーション
（Jewela
専用メーカーオプション）
付車

サイドガーニッシュ
（メッキ調）

（消費税抜き15,000円）1.0H 〈WB33〉
1台分セット16,500円

設定 除くGRシリーズ、
シャイニーデコレーション
（Jewela

架装部位
313

8Y3

クリアブルー
クリスタルシャイン

●エアロパーツ（ 301 〜 305 ）を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉し
易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。

307

308

専用メーカーオプション）
付車

※写真はスマートエントリー＆スタートシステム付車

315
305

COLOR［ 塗装済設定色］その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装
ホワイトパール
クリスタルシャイン

インテリジェントクリアランスソナー非装着車用 塗装済 3.4H 〈WA01〉、素地 3.4H 9.0H 〈WA02〉
インテリジェントクリアランスソナー装着車用 塗装済 3.8H 〈WA11〉、素地 3.8H 9.0H 〈WA12〉

［お得なセット価格］

303＋305＋のセット

309

COOL SHINE KIT

［お得なセット価格］

のセット

308

0.0H

は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜
（消費税10%込み）
ʼ19年10月現在のもの＞で参考価格
です。
価格、
取付費、
塗装費は販売店が独自に定めておりますので、
詳しくは各販売店におたずねください。

312

303

310

304

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

309

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。11

モデリスタパーツ
（販売店取付）

（株）
トヨタカスタマイジング＆
ディベロップメントの取り扱い商品です。

310

313

310

1年間2万km保証

15インチ アルミホイールセット

（消費税抜き45,000円）2.2H 〈WB01〉
1台分 49,500円

〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
MODELLISTA SpinAirⅡ
サイズ：15×5.5J
設定 15インチ タイヤ＆ホイール付車、
除くGRシリーズ
※写真は当該車両とは異なります。

314

※タイヤは標準装備されているものを使用。
※価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。

311

14インチ アルミホイールセット

（消費税抜き40,000円）2.2H 〈WB02〉
1台分 44,000円

〈ガンメタリック×ポリッシュ〉
MODELLISTA SpinAirⅡ
サイズ：14×5.5J
設定 14インチ タイヤ＆ホイール付車、
除くGRシリーズ

311

※タイヤは標準装備されているものを使用。
※価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。

315

312

14インチ アルミホイールセット

（消費税抜き38,000円）2.2H 〈WB03〉
1台分 41,800円

〈ブラック×ポリッシュ〉
KYOHO FORTIBLE BM1
サイズ：14×5.5J
設定 14インチ タイヤ＆ホイール付車、
除くGRシリーズ

312

※タイヤは標準装備されているものを使用。
※価格には、
ナット、
センターキャップ、
バルブも含まれます。

316

313 トップノットアンテナ
塗装済
素地

16,500円（消費税抜き15,000円）0.5H 〈WB92〉
14,300円（消費税抜き13,000円）0.5H 1.0H 〈WB93〉

材質：樹脂
（ABS）
※受信感度につきましては、
使用エリアや状況によりFM、
AM、
VICSが低下することがあり
、
ホワイトパールクリスタルシャイン
ます。
※塗装済設定色：スーパーホワイトⅡ
〈040〉
、
シルバーメタリック
〈1F7〉
、
グレーメタリック
〈1G3〉
、
ブラックマイカ
〈209〉
、
スーパー
〈070〉
レッドⅤ
〈3P0〉
、
オレンジメタリック
〈4R8〉
、
ルミナスイエロー
〈5B5〉
、
ブルーメタリック
〈8T7〉

314 LEDライセンスランプ
8,800円（消費税抜き8,000円）0.5H 〈WB73〉

317

リヤライセンスランプ
（左右2個セット）
※写真の色や照度は実際とは異なります。

315 マフラーカッター

18,700円（消費税抜き17,000円）0.4H 〈WB11〉
サイズ：95×65mmオーバルシングル

316

設定 除くGRシリーズ

ローダウンスプリング

ガソリン車１台分

29,700円（消費税抜き27,000円）4.4H 〈WB21〉
30,800円（消費税抜き28,000円）4.4H 〈WB22〉

ハイブリッド車1台分
レッドモノグラム

車高：約20mmローダウン

設定 除くGRシリーズ

317 インテリアパネルセット
１台分

33,000円（消費税抜き30,000円）0.5H

レッドモノグラム
〈WB41〉
、
メタルモノグラム
〈WB42〉
、
カーボン調
〈WB43〉

材質：樹脂（アクリル）、
パネル4点セット 設定 除くGRシリーズ、F“Mパッケージ”

レッドモノグラム

メタルモノグラム

カーボン調

メタルモノグラム

■：装着部位

318 ラゲージLED
14,300円（消費税抜き13,000円）1.5H 〈WB74〉
※写真の色や照度は実際とは異なります。
カーボン調

318

319

319 充電式LEDソケットライト
〈WB98〉
5,060円（消費税抜き4,600円）
普段はアクセサリーソケット部に挿入して充電。
イグニッションオンで
イルミネーションが点灯、
さまざまな色にゆっくりと変化することで車
内空間をワンポイントに演出します。
取り外せば携帯ライトとして使用
可能。
夜間時の車内外での作業に活躍します。
設定 除くGRシリーズ
※防水機能はありません。
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※写真は当該車両とは異なります。

0.0H

12

は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。

価格は取付費、塗装費を含まないトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜
（消費税10%込み）ʼ19年10月現在のもの＞で参考価格
です。
価格、
取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■装着用品･パーツ製造事業者：株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
全車型に適用です。
■ 設定 のない商品は、

※商品に関するお問い合わせ先・注意事項については裏表紙をご覧ください。

