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Honda「ステップ ワゴン」純正カーアクセサリーを発売 
 
 
（株）ホンダアクセスは、Honda「ステップ ワゴン」（マイナーモデルチェンジ）の発売に合わせ、純
正カーアクセサリーを発売する。 
 
「ステップ ワゴン」アクセサリーの開発コンセプトは、「ステップ ワゴン 個性化 UP」。 
「ステップ ワゴン」のスポーツ性と使い勝手をさらに高めるアクセサリーをラインアップする。 
 
エクステリアは、「ステップ ワゴン」と「ステップ ワゴン スパーダ」を、さらにスポーティにドレスアッ
プする 2 タイプのロアスカートを発売する。インテリア＆ユーティリティは、広い室内空間を活かす大
型ルーフコンソールをはじめ、使い勝手の良いアイテムを揃えた。また、デュアルサイズナビコンポと
オーディオの新商品が同時発売となり、機能性とエンターテイメント性を高める充実のラインアップと
なった。 
 
 
 
 

    

「ステップ ワゴン」ディーラーオプション装着車  「ステップ ワゴン スパーダ」ディーラーオプション装着車 

●ロアスカート（フロント・サイド・リア）  ●ロアスカート（フロント・サイド・リア） 
●フロントグリル  ●フロントグリル 
●ルーフスポイラー  ●ピラースポイラー 
●ピラースポイラー  ●ハロゲンフォグライト 
●ハロゲンフォグライト  ●アルミホイール（スリットスポーク F5） 
●アルミホイール（ユーロパフォーマンス R5）   

 
 
 
 

－１－ 
スピードはひかえめに、シートベルトをしめて安全運転。お子様にはチャイルドシートを。
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■エクステリア用品 
 

「ステップ ワゴン」２タイプのスタイリングに合わせた個性的なドレスアップを提案。 
 

●ロアスカート（フロント・サイド・リア） 
2タイプのスタイリングに合わせた専用設計。「ステップ ワゴン」用は、フロントの張り出しを強め、全体にシャープなフォルムを強調。
「ステップ ワゴン スパーダ」用は、ワイド感を際立たせたフロントと、前後のホイールラインを活かした形状がユニークな、サイドが特
徴のデザイン。 

  
●ルーフスポイラー（LEDハイマウント・ストップランプ内蔵） 
テールゲート面との開口部を狭め、車両との一体感を強調したデザ 
インで、スポーティなイメージ。全車ボディ色対応。 
※「ステップ ワゴン スパーダ」には専用デザインのテールゲートスポイラーが標準装着 

 されているため、ルーフスポイラーは装着不可。  
●フロントグリル 
ドレッシー＆スポーティなフィンタイプを採用した、車両にベストマッチ
するデザイン。全車ボディ色対応。 

 
●ピラースポイラー 
ルーフエンドをスポーティにドレスアップできるアイテム。 
全車ボディ色対応。 

 
●ハロゲンフォグライト（クリア・マルチコートイエロー・マルチコートブルー） 
丸型フォグライトを採用し、クリア、マルチコートイエローに加え、 
新しい見え方のマルチコートブルーを開発。 

 
● アルミホイール（15、16 インチ） 

現行スタンダードラインアップに対し、面を強調した ME-001。 
ユーロテイストのディッシュタイプでリーズナブルな ME-002。 
最新のトレンドデザインを採用したスポーティな MR-001。 
以上 3 タイプの新商品を含む全 10 タイプがラインアップする。 
※「ステップ ワゴン」2.0ｌに、16 インチアルミホイールを装着する場合は、 
  アルミホイール＋タイヤセット（別価格）が適用になります。 

 
 
■インテリア＆ユーティリティ用品 

 
室内空間を活かす大型ルーフコンソール。また、ナビ接続タイプのETC車載器が新登場。 
 
●大型ルーフコンソール 
「ステップ ワゴン」の広い頭上空間を有効活用。左右のポケットにもリッドを設け、スマートにたっぷり収納できる大型のルーフコンソ
ール。 

 
●インテリアパネル（インナーハンドル廻り＆リアアウトレット） 
標準装備の木目調パネルとのコーディネイトでより落ち着きのある 
雰囲気を演出。車両タイプに対応する 3 タイプ（木目調・白木目調・ 
黒木目調）を用意。 

 
●リバース連動ドアミラー（左側用） 
車両を後退させる時、リバース操作に連動して左側ドアミラーが下 
向きになり、車体左側後輪付近の状況を確認しやすくするセーフ 
ティ用品。駐車、車庫入れ、幅寄せ時の安全確認をサポート。 

 
●ETC車載器（アンテナ分離型／ナビ接続タイプ） 
  ナビ画面に料金と履歴を表示。ETCカードは全収納式。 
※メーカーオプション Honda・DVDナビゲーションシステム専用 
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■エクステリア用品価格表  

用 品 名 希望小売価格 

STEP WGN （2.0ｌ）用ロアスカート 
フロント（STEP WGN用）・サイド（2.0STEP WGN 用/左右セット）・リア（STEP WGN用） 

セット合計 
144,000円 

STEP WGN （2.4ｌ）用ロアスカート 
フロント（STEP WGN用）・サイド（ホイールアーチガーニッシュ付車用/左右セット）・リア（STEP WGN用） 

セット合計 
144,000円 

STEP WGN SPADA用ロアスカート 
フロント（SPADA用）・サイド（ホイールアーチガーニッシュ付車用/左右セット）・リア（SPADA用） 

セット合計 
148,000円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■エクステリア用品価格表  

用 品 名 希望小売価格 

ルーフスポイラー 
（LEDハイマウント・ストップランプ内蔵）   40,000円 

フロントグリル   23,000円 

ピラースポイラー   16,000円 

ハロゲンフォグライト（クリア） 
左右セット 

  16,000円 

ハロゲンフォグライト 
（マルチコートイエロー・マルチコートブルー） 

左右セット 

各 18,000円 

アルミホイール ME-001（15 インチ） 
（全面切削／シルバー塗装） 18,000円/1本 

アルミホイール ME-002（15 インチ） 
（全面切削／シルバー塗装） 18,000円/1本 

アルミホイール MR-001（16 インチ） 
（スパークリングシルバー） 26,500円/1本 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■インテリア＆ユーティリティ用品価格表  

用 品 名 希望小売価格 

大型ルーフコンソール 23,000円 

 

インテリアパネル(3点セット) 
10,000円 

リバース連動ドアミラー 13,000円 

ＥＴＣ車載器 
（取付アタッチメント付） 

セット合計 

32,000円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 
※ETC車載器には別途セットアップ費が必要です。 



 

 

■オーディオ＆ナビゲーション用品 
 

Honda純正カーオーディオ＆ナビゲーション ギャザズでは、デュアルサイズナビコンポ（HDD・DVD・CD）計６機
種を「ステップ ワゴン」と同時発売。リア席モニターとオーディオ3機種も同時発売となる。 
 
〈 ナビゲーションシステム 〉 
●デュアルサイズ HDDナビコンポ（VXH-049C） 
ツイン HDD 搭載、VGA ディスプレイによる高精細表示、最大 3,000 曲を収録のミュージックジュークなど、最新鋭の機能搭載の大
容量ツイン HDDナビコンポ。 

 
●デュアルサイズ HDDナビコンポ（VXH-042C） 

HDDナビゲーション、楽々タッチパネルインターフェイス、充実の AV機能など、超速 HDD搭載のハイスペックモデル。 
 
●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-049MC） 

VGAディスプレイによる高精細表示、3 メカ搭載、DVD ビデオ再生など、ナビゲーションと AVが融合した高機能 DVD 
ナビモデル。 

 
●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-045MC） 

3 メカ搭載、やさしいインターフェイス、S・S・C搭載。DVDナビ＋CD＋MDで充実の DVDナビコンポ。 
 
●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-049C） 

2 メカ搭載、充実機能の DVDナビ。DVDナビ＋CDのハイコストパフォーマンスモデル。 
 
●デュアルサイズ CDナビコンポ（WX-034C） 
タッチパネルコントロール、AV機能の拡張性など、POPで楽しいカジュアルタッチナビコンポ。 

 

■ナビゲーションシステム価格表    

用 品 名 希望小売価格   希望小売価格 

デュアルサイズ HDDナビコンポ VXH-049C 318,000円  デュアルサイズ DVDナビコンポ VXD-045MC 218,000円 

デュアルサイズ HDDナビコンポ VXH-042C 278,000円  デュアルサイズ DVDナビコンポ VXD-049C 178,000円 

デュアルサイズ DVDナビコンポ VXD-049MC 258,000円  デュアルサイズ CDナビコンポ WX-034C 115,000円 

※価格には取付アタッチメント費・取付費および消費税は含まれておりません。 

 
 
●リア席モニター（VM-044S） 

DVD再生機能付ナビと連動して、運転席ヘッドレストに 

装着できる 7 インチ ワイドリアモニター。 
〈適応機種〉VXH-049C・VXH-042C・VXD-049MC 

 
 
〈 オーディオ 〉 
 
●デュアルサイズ CD／MD コンポ（WX-545M） 

操作性に優れた大型ボタンを中央に配置、MDLP、MDグ 

ループ機能に対応、大型文字で見やすいディスプレイな 
ど、使いやすいシンプルなモデル。 

 
●マルチコントロール CD コンポ（CX-444） 

オートラウドネス機能搭載、CD-R、CD-RWの再生が可能。 

CDをスマートに楽しむシンプルなフェイスカラーの CD 
コンポ。 

 
●MDプレーヤー（MS-242） 

MDLP(LP2、LP4)に対応、リピート、ランダム機能搭載、 

MDグループ機能に対応と、MD機能満載の高音質 MD 
プレーヤー。 

 
 

（※1）S・S・C(Spectacular  Sound  Creater)は、従来の強調回路とは異なり、原音の波形を忠実に強調する波形強調回路です。 
（※2）ボリュームを大きくすると低音域、高音域の音量を自動的に大きくし、小さな音でも音の厚みを損なわないようバランスをとります。 

 

 

お客様からのお問い合わせは、「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 0120-663521」へお願い致します。 
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■リア席モニター価格表  

用 品 名 希望小売価格 

リア席モニター VM-044S   75,000円 

※価格には取付アタッチメント費・取付費および消費税は含まれておりません。 

■リア席モニター価格表  

用 品 名 希望小売価格 

デュアルサイズ CD／MD コンポ WX-545M   49,000円 

マルチコントロール CD コンポ CX-444   29,000円 

MDプレーヤー MS-242   43,000円 

※価格には取付アタッチメント費・取付費および消費税は含まれておりません。 

（※２） 

（※１） 


