
●Honda SENSING＊1

●前席用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム〈前席/後席対応〉
●Hondaスマートキーシステム 
●フルLEDヘッドライト〈デイタイムランニングランプ付〉（e:HEV BASICのみ）
●チップアップ&ダイブダウン機構付6:4分割可倒式リアシート
●LEDハイマウント・ストップランプ  ●電子制御パーキングブレーキ
●オートブレーキホールド機能  ●フルオート・エアコンディショナー（e:HEV BASICのみ）
●テーブルコンソール    

MAKER OPTION

本革シート

ソフトパッド（プライムスムース）

全国メーカー希望小売価格  

e:HEV LUXE FF   2,499,200 円 4WD   2,664,200 円

LUXE FF   2,149,400 円 4WD   2,314,400 円

洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュタイプ

Photo：e:HEV LUXE（FF）　
ボディーカラーはミッドナイトブルービーム・メタリック

写真のミッドナイトブルービーム・メタリックは33,000円（消費税抜き 30,000円）高となり、表示価格には含まれておりません。

写真のプレミアムサンライトホワイト・パールは55,000円
（消費税抜き 50,000円）高となり、表示価格には含まれておりません。

写真のフィヨルドミスト・パール&ブラックは82,500円（消費税抜き 75,000円）高となり、表示価格には含まれておりません。

ファブリックシート

3Dテクスチャープラスチック

など
本革巻セレクトレバー

本革巻セレクトレバー

本革巻ステアリングホイール／
ステアリングヒーター

ドライブモードスイッチ
（NORMALモード、SPORTモード、

ECONモード）（e:HEV RS専用）

減速セレクター
（e:HEV RS専用）

運転席＆助手席
シートヒーター

ワイヤレス充電器 LEDフォグライト

プラチナ調クロームメッキ・
ドアミラー

LUXE専用デザイン
16インチアルミホイール

●Honda SENSING＊1

●前席用i-サイドエアバッグシステム
　＋サイドカーテンエアバッグシステム
　〈前席/後席対応〉
●フルLEDヘッドライト
　〈デイタイムランニングランプ付〉
●電子制御パーキングブレーキ
●フルオート・エアコンディショナー
●USBチャージャー（Type-C/2個付）
　（e:HEV LUXEのみ）
●アームレスト付センターコンソール
　ボックス（ドリンクホルダー付）
●リアセンターアームレスト
　（e:HEV LUXEのみ）
●LEDフロントマップランプ/
　LEDルームランプ

コンビシート
（〈フロント〉プライムスムース×ウルトラスエード®/ 
〈リア〉プライムスムース×ファブリック）

ソフトパッド（プライムスムース） など
RS専用本革巻ステアリング
ホイール （3スポーク）

ブラック塗装ドアミラー

RS専用デザイン
16インチアルミホイール

●Honda SENSING＊1

●前席用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテン

　エアバッグシステム〈前席/後席対応〉
●フルLEDヘッドライト〈デイタイムランニングランプ付〉

●電子制御パーキングブレーキ

●本革巻セレクトレバー

●フルオート・エアコンディショナー

●USBチャージャー（Type-C/2個付）（e:HEV RSのみ）

●アームレスト付センターコンソールボックス

　（ドリンクホルダー付）

●LEDフロントマップランプ/LEDルームランプ

●RS専用サスペンション

Honda CONNECT for Gathers＋
ナビ装着用スペシャルパッケージ
e:HEV BASIC、BASICにメーカーオプション

e:HEV HOME、HOME、 e:HEV LUXE、
LUXEにメーカーオプション

マルチビューカメラシステム

Honda CONNECTディスプレー
＋ETC2.0車載器〈ナビゲーション連動〉
e:HEV BASIC、BASICを除くタイプに
メーカーオプション

コンビシート
（プライムスムース×ナチュラルテキスタイル）

ソフトパッド（プライムスムース）

全国メーカー希望小売価格  

e:HEV HOME FF   2,175,800 円 4WD   2,373,800 円

HOME FF   1,826,000 円 4WD   2,024,000 円

生活になじむデザインと快適性を備えたタイプ

Photo：e:HEV HOME（FF）　
ボディーカラーはプレミアムサンライトホワイト・パール

写真のプレミアムサンライトホワイト・パールは55,000円（消費税抜き 50,000円）高となり、表示価格には含まれておりません。

e:HEV HOME

（FF）  29.0km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

e:HEV CROSSTAR

（FF）  27.1km/L

CROSSTAR

（FF）  17.6km/L

LUXE

（FF）  17.9km/L

e:HEV BASIC

（FF）  30.2km/L

BASIC

（FF）  18.7km/L

など

本革巻ステアリングホイール

USBチャージャー
（Type-C/2個付）

アームレスト付センター
コンソールボックス
（ドリンクホルダー付）

Honda CONNECT for Gathers＋
ナビ装着用スペシャルパッケージ

15インチスチールホイール
＋フルホイールキャップ

●Honda SENSING＊1

●前席用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテン

　エアバッグシステム〈前席/後席対応〉

●フルLEDヘッドライト〈デイタイムランニングランプ付〉

●電子制御パーキングブレーキ

●フルオート・エアコンディショナー

●LEDフロントマップランプ/LEDルームランプ

全国メーカー希望小売価格  

e:HEV RS FF   2,346,300 円

RS FF   1,959,100 円

デザイン、走りの質にさらにこだわったタイプ

Photo：e:HEV RS
ボディーカラーはスレートグレー・パール

写真のスレートグレー・パールは33,000円（消費税抜き 30,000円）高となり、表示価格には含まれておりません。

RS

コンビシート
（プライムスムース×撥水ファブリック）

ソフトパッド（プライムスムース） など

CROSSTAR専用エクステリア

LUXE専用エクステリア

RS専用エクステリア

CROSSTAR専用デザイン
16インチアルミホイール

リアセンターアームレスト

●Honda SENSING＊1

●前席用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテン

　エアバッグシステム〈前席/後席対応〉
●フルLEDヘッドライト〈デイタイムランニングランプ付〉

●電子制御パーキングブレーキ

●フルオート・エアコンディショナー

●USBチャージャー（Type-C/2個付）
　（e:HEV CROSSTARのみ）

●テーブルコンソール

●LEDフロントマップランプ/LEDルームランプ

全国メーカー希望小売価格  

e:HEV CROSSTAR FF   2,422,200 円 4WD   2,620,200 円

CROSSTAR FF   2,072,400 円 4WD   2,270,400 円

週末に出かけたくなるアクティブライフに応えるタイプ

Photo：e:HEV CROSSTAR（FF）　
ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール&ブラック

全国メーカー希望小売価格  

e:HEV BASIC FF   1,997,600 円 4WD   2,195,600 円

BASIC FF   1,592,800 円 4WD   1,790,800 円

シンプルで自分らしさが光る基本タイプ

Photo：e:HEV BASIC（FF）　
ボディーカラーはルナシルバー・メタリック

●Honda SENSING＊1   ●前席用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム〈前席/後席対応〉
●フルLEDヘッドライト〈デイタイムランニングランプ付〉  ●電子制御パーキングブレーキ
●Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用スペシャルパッケージ
●本革巻ステアリングホイール（e:HEV HOMEのみ）  ●本革巻セレクトレバー（e:HEV HOMEのみ）
●フルオート・エアコンディショナー  ●USBチャージャー（Type-C/2個付）（e:HEV HOMEのみ）
●テーブルコンソール  ●リアセンターアームレスト（e:HEV HOMEのみ）  
●LEDフロントマップランプ/LEDルームランプ

コンビシート
（プライムスムース×ナチュラルテキスタイル）

ソフトパッド（プライムスムース）

全国メーカー希望小売価格  

e:HEV HOME FF   2,263,800 円 4WD   2,461,800 円

HOME FF   1,914,000 円 4WD   2,112,000 円

助手席が回転して乗り降りをサポートする福祉車両をご用意

Photo：e:HEV HOME  助手席回転シート車（FF）　
ボディーカラーはプレミアムサンライトホワイト・パール　
フェイスパネルキットおよびオーディオホールリッドはディーラーオプション

助手席回転シート車

e:HEV HOME、HOME、 e:HEV LUXE、 
LUXEにメーカーオプション

ブラインドスポットインフォメーション

e:HEV HOME、HOME、 e:HEV LUXE、 
LUXEにメーカーオプション

後退出庫サポート

e:HEV HOME、HOMEにメーカーオプション

運転席＆助手席シートヒーター

e:HEV LUXE

（FF）  27.6km/L�
2

プレミアムライトグレー・インテリア
（コンビシート〈プライムスムース×
ウルトラスエード®〉）
e:HEV HOME、HOMEにメーカーオプション

プレミアムライトブラウン・インテリア
（キルティングパーフォレーション
本革シート）
e:HEV LUXE、LUXEにメーカーオプション

ブラック塗装ドアミラー ルーフレール

リアセンターアームレスト

HOME

（FF）  18.5km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

RS

17.9km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

燃料消費率
（国土交通省審査値）

燃料消費率
（国土交通省審査値）

燃料消費率
（国土交通省審査値）

燃料消費率
（国土交通省審査値）

燃料消費率
（国土交通省審査値）

燃料消費率
（国土交通省審査値）

（e:HEV HOMEのみ※）

（e:HEV HOMEのみ）
（e:HEV HOMEのみ） ※HOMEは「プレミアムライトグレー・インテリア」を装着した場合に装備されます。

（e:HEV HOMEのみ※）

（フロントグリル、フロントバンパーガーニッシュ〈シルバー〉、ホイールアーチプロテクター、サイドシルガーニッシュ〈シルバー〉、
ドアロアーガーニッシュ、リアバンパーガーニッシュ〈シルバー〉）

（プラチナ調クロームメッキ・フロントバンパーモールディング、 プラチナ調クロームメッキ・ドアロアーガーニッシュ、
プラチナ調クロームメッキ・テールゲートロアーガーニッシュ）

（フロントグリル、フロントバンパー〈ピアノブラック塗装〉、サイドシルガーニッシュ〈ピアノブラック塗装〉、
リアバンパー〈ピアノブラック塗装〉、テールゲートスポイラー、エキパイフィニッシャー、RSエンブレム）

（e:HEV CROSSTARのみ）

など

など

燃料消費率
（国土交通省審査値）

e:HEV RS

27.2km/L

�2

選べる5つのタイプバリエーション� ��� ������

＊1 「ブラインドスポットインフォメーション」と「後退出庫サポート」はタイプ別メーカーオプションとなります。＊2  装着するメーカーオプションによって異なる場合があります。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めております。 ■保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う諸費用は別途必要です。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要です。■詳しくは
販売会社にお問い合わせください。 ■リサイクル料金は､リサイクル預託金（シュレッダーダスト、エアバッグ類､フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金）及び資金管理料金の合計金額です 。 ■価格には、応急パンク修理キットが含まれます。 工具（ジャッキ/ジャッキハンドルバー/ホイールナットレンチ（兼ジャッキハンドル））は装備しておりません。■応急パンク修理キットを装備しておりますので、スペアタイヤは装備しておりません。   ■オプション価格及び取
付費は価格に含まれておりません。 ■メーカーオプションは組み合わせによっては同時装着できない場合がございます。また、他のメーカーオプションとセット装着になる場合がございます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モード
を平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。 ■イラストは機能説明のためのイメージ図です。 ■インテリアの写真はすべてカットボディーによる撮影。 ■画面はハメコミ合成。 ■各装備・仕様の詳しい設定につきましては、「主要装備表」「主要諸元表」をご覧ください。




