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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。 

News Release 

 株式会社ホンダアクセス（社長執行役員：松居祥二）は、Hondaの新型「STEP WGN」の発売に際し、 

純正アクセサリーを同車発売の同日となる 4月 24日（金）より全国の Honda Carsにて発売します。 

 

 純正アクセサリーは今回、「思い出 CREATOR」をコンセプトとし、日常から休日のお出かけまで、 

STEP WGNとともに、さらに思い出深い時間を過ごしていただけるよう、様々なアイテムをご用意しました。 

 毎日の街乗りに便利なアイテムには小物を収納できる「センターコンソールバッグ」や、手へのなじみ感 

に配慮した「本革巻きグリップ」をラインアップ。助手席ドア、左側スライドドアの開閉に連動して作動する 

「オートサイドステップ」は乗降しやすさに寄与し、STEP WGNでのお出かけを一段と快適にしています。 

また、急速充電に対応した「USBチャージャー」は 2列目シートにも装着が可能。「スマートクリップ」、 

「タブレットホルダー」と一緒に使用することで、お手持ちのタブレット端末をより便利にお楽しみいただけます。 

 さらに STEP WGNの特長のひとつ、「わくわくゲート」へのおすすめアイテムとして、乗り込み時などに 

便利な「ラゲッジフロアマット」、ラゲッジルームを有効活用できる「ラゲッジボックス」、「シートバック 

ポケット」を設定。加えて、車中泊の際などにお使いいただける「連結マット」、「ハンモックテーブル」など 

により、STEP WGNの用途を広げ、休日のおでかけを一層楽しく過ごしていただけます。 

 カスタマイズアイテムには、「17インチアルミホイール」や「フォグライトガーニッシュ」、「フェンダー 

エンブレム」がさらなる存在感を演出。「ユーロホーン」の重厚感あふれるサウンドは、上質さを際立たせます。 

 Gathersナビゲーションには、大画面の 9インチ プレミアムインターナビを設定しました。さらに 11インチの

リア席モニターをご用意することで、2列目はもちろん 3列目に乗車される方にも見やすい視聴環境を提供。 

1列目から 3列目まで、乗車する人すべての快適さを追求しました。 

 

２０１５年４月２３日 

Honda 新型「STEP WGN(ステップワゴン)」 

純正アクセサリーを発売 

オートサイドステップ 

ラゲッジフロアマット、ラゲッジボックス、 
シートバックポケット 装着イメージ 

「STEP WGN SPADA」 純正アクセサリー装着イメージ 

タブレットホルダー 

お客様からの商品についてのお問合せ先：「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 ０１２０－６６３５２１」 
受付時間：9～12 時、13～17 時（土日･祝日･弊社指定定休日は除く） 

「商品情報サイト」 http://www.honda.co.jp/ACCESS/stepwgn/ 



 

 
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で参考価格です。 

－２－ 

「STEP WGN」主な純正アクセサリー  メーカー希望小売価格：消費税込み 

[エクステリア] 

オートサイドステップ 助手席ドア・左側スライドドア連動/LED イルミネーション<ブルー>付  \189,000※1 

17 インチアルミホイール MG-016 ダイヤモンドカット/ベルリナブラック塗装  \37,800/1本 

 MG-004 ネオメタルフィニッシュⅢ   \39,960/1本 

テールゲートスポイラー※2    \41,040 

フロントグリル※3 ベルリナブラック   \27,000 

エンブレムイルミネーション※3 LED ホワイト照明/スモールライト連動/フロント用 H マーク  \19,440 

LED フォグライト ステップ ワゴン用（本体+フォグライトガーニッシュ+フォグライトスイッチ+取付アタッチメント）  \54,000 

 ステップ ワゴン スパーダ用（本体）   \30,240 

[インテリア] 

本革巻きグリップ(アシストグリップカバー) 運転席・助手席側スライドドア乗降用グリップカバー/共用各 1 枚売り  \2,916 

本革巻きグリップ(グラブレール) 共用/1 個  グレー/ベージュ コートフック有りタイプ 各 \4,536 

  コートフック無しタイプ 各 \4,320 

フロアカーペットマット フローリングタイプマット ダークブラウン/2、3 列目用  \37,800 

アシストグリップ※2   各\10,584 

スマートクリップ 角度調整機構付   \7,560 

タブレットホルダー 回転機構付   \5,400 

シートカバー ブルーグレー/ファブリック/エプロンタイプ/1,2,3 列目セット  \51,840 

USB チャージャー 5V フロント用(2 口/各 2.1A)  \10,800 

  2 列目用 (1 口/2.1A)  \12,960 

ルーフネット    \10,800 

ハンモックテーブル MDF ボード 1 枚/延長ストラップ 4 本入り   \5,400 

カーテンセット※4 ブラック<遮光タイプ>/リアドア・リアクォーター・テールゲート用/6 枚セット  \45,360 

プライバシーシェード フロントウインドウ・フロントドアウインドウ用   \8,640 

連結マット グレー/6 面セット   \32,400 

シートアンダーマット    \10,800 

シートバックマット 4 枚セット   \9,720 

インテリアパネル 1、2 列目左右ドアスイッチパネル部/貼り付けタイプ  ステップ ワゴン用  \16,200 

     ステップ ワゴン スパーダ用  \16,200 

セレクトノブ 本革製   \10,584 

ステアリングホイールガーニッシュ ステップ ワゴン用（ブラウン×ホワイト）   \10,800 

 ステップ ワゴン スパーダ用（ピアノブラック×シルバー）  \10,800 

ステアリングホイールカバー※2 ブラック/本革製   \9,720 

キーデコレーション ホワイト/ライトブルー/グリーン/ピンク/オレンジ  各 \2,700 

 

[ナビゲーション・ナビオプション] 

9 インチ  プレミアム インターナビ VXM-155VFNi   \237,600※5 

11 インチ リア席モニター VM-155EN    \97,200※1 

    

[お得なパッケージ] 

便利パッケージ  単品合計価格\20,844 → パッケージ価格 ￥16,675 

 [センターコンソールバッグ（\8,640） ＋ コンビニフック(\1,404) ＋ オートリトラミラー(\10,800)] 

わくわくゲートパッケージ  単品合計価格\25,920 → パッケージ価格 ￥20,736 

 [ラゲッジフロアカーペットマット(\7,560) ＋ ラゲッジボックス[ソフトタイプ](\9,720) ＋ シートバックポケット(\8,640)] 

SPADA エクステリアパッケージ※3 ステップ ワゴン スパーダ 用 単品合計価格\36,180 → パッケージ価格 ￥29,592 

 [フォグライトガーニッシュ（\19,440） ＋ フェンダーエンブレム（\10,260）＋ ユーロホーン(\6,480)] 

 ステップ ワゴン スパーダ Cool Spirit 用 単品合計価格\38,340 → パッケージ価格 ￥29,592 

 [フォグライトガーニッシュ（\21,600） ＋ フェンダーエンブレム（\10,260）＋ ユーロホーン(\6,480)] 

センサーインジケーターパッケージ フロント用 単品合計価格\41,040 → パッケージ価格 ￥34,560 

 リア用 単品合計価格\33,480 → パッケージ価格 ￥27,000 

 [センサー本体 ＋ 取付アタッチメント ＋ センサーインジケーター] 

光のアイテムパッケージ  単品合計価格\71,280 → パッケージ価格 ￥57,024 

 [サイドステップガーニッシュ フロント用/リア用（各\27,000） ＋ フットライト フロント用(\10,800) ＋2 列目用(\6,480)] 

    
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で消費税込み価格です。 

※1…取付アタッチメント込みの価格です。※2…STEP WGN に装着できます。 ※3…STEP WGN SPADA に装着できます。  

※4…STEP WGN G/G・EX に装着できます。 ※5 別途取付アタッチメント、フェイスパネルキットが必要です。 


