13・04〜
アクセサリーカタログ 携帯アンケート実施中
ホンダアクセスでは、携帯サイトを使ったアンケートを実施しています。
お答えいただいた方には、
もれなく素敵な待ち受け画像を差し上げます。
お答えいただいた方の中から、抽選で毎月50名様に
「Hondaオリジナルグッズ」
をプレゼント

参加方法
アンケートには、以下の方法でアクセスしてください。
■QRコードを利用して、
アクセスしてください。
■下記のURLからもアクセスできます。

h t t p s : / / m i l l. jp /e n q ? n = jta n b tj

Honda販売会社での新車購入/車検や、日々の
カードのご利用でポイントが貯まるHonda Cカード。
貯まったポイントは現金や楽天Edyでキャッシュバック。
詳しくはCカードホームページへ。

NSXに20年目の深化をもたらす、
スポーツアイテムの開発。

h t t p ://www.honda.co.j p/C-CARD/

愛車をいつまでも美しく、快適に、Honda車にベストマッチのケミカル用品

Honda Original Chemicals

ホンダアクセスのお届けする
Honda純正用品は3年間6万km保証です。
●保証修理を受けられる期間は、弊社製品をＨｏｎｄａ販売会社にて、
Ｈｏｎｄａ車にお取付けした日から３年間とします。
ただし、その期間内であっても走行距離が６万ｋｍまでとします。

①

②

③

④

⑤

（ケミカル用品、油脂類などの消耗品と別扱い保証の用品は除きます）
●お車を安全快適にご使用いただくためには、
お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。
取扱説明書に示す取扱方法にしたがって、ご使用ください。

⑦

⑥

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）
で参考価格です。
●車両のアクセサリースイッチ取付場所は限られています。
スイッチを必要とするアクセサリーの装着については販売会社にご確認ください。
●アクセサリーによっては、
車体への加工が必要となる場合があります。
●写真は撮影、
印刷インキの関係で実際の色調とは異なって見えることがあります。
●撮影のため、
アクセサリー以外の小道具を使用しています。

■

内の数字は標準取付時間です。

取付費は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■仕様・価格は2013年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

GE6-170 GE7-170 GE8-170 GE9-170 GE6-320 GP1-120 GP4-100

h t t p: / / w w w. h o n d a . c o . j p /AC C E S S /

⑩

新車の輝きをいつまでも

カーライフをもっと豊かに、快適に

①シャンプー＆ワックス

⑤カーワックス・ハード

（08CBA-R010S0）
（08CDA-A010M1）
洗車するだけでワックス効果も得られ 高級天然ロウを使用した全塗装車用
ます。
本格つや出し。車のクリーンアップに
（消費税抜き￥1,300）
￥1,365
最適。
500mℓ
￥1,680（消費税抜き ￥1,600）
250g

②カーシャンプー

（08CBA-A020S1）
ボディの塗装面、
タイヤ等に付着した
汚れの洗浄に最適です。
ブライトポリ
マー加工車にも使用できます。
￥630（消費税抜き ￥600）
600mℓ

③アルミホイールクリーナー

インターネットで、Honda純正アクセサリーの情報をお伝えしております。

⑨

クルマ安心、快適ケミカル ̶̶

（08CBA-X020N0）
アルミホイール塗装面に固着して落
としづらくなったブレーキダストを、化
学反応を利用して効果的に取り除き
ます。
￥3,150
（消費税抜き￥3,000）
500mℓ
受付時間：9〜12時 13〜17時/但し、土日・祝日・弊社指定休日は除く

⑧

クルマ美しケミカル ̶̶

④高級カーワックス・ハード
（08CDA-A020L1）
紫外線を吸収し塗装の色あせを抑え、
保護します。全塗装車用本格つや出
し、保護剤。
￥3,045（消費税抜き ￥2,900）
300g

⑥タッチアップペイント
ボディのかすり傷の補修に便利です。
…各￥735（消費税抜き 各￥700）
各15mℓ

⑦ガラス撥水剤
（スプレータイプ）
（08CBC-X010S0）
フロントガラスにスプレーするだけで
撥水効果が得られます。
￥1,260（消費税抜き ￥1,200）
80mℓ

クルマ長持ちケミカル ̶̶
クルマをいつまでも大切に

⑧タイヤ＆合成レザーワックス
タフタホワイト
（08C52-TＮＨ５７８）
（08CDE-A010L0）
プレミアムホワイト・パール
（08C52-TＮＨ６２４Ｐ）
アラバスターシルバー・メタリック
（08C52-TＮＨ７００Ｍ） 美しいつやを出し、同時に帯電防止
でほこりを寄せつけません。
クリスタルブラック・パール
（08C52-TＮＨ７３１Ｐ）
ミラノレッド
（08C52-TＲ８１）
￥1,260
（消費税抜き￥1,200）
プレミアムイエロー・パールⅡ
（08C52-TＹ70Ｐ）
420mℓ
アズールブルー・メタリック
（08C52-TＢ５６８Ｍ）
⑨タイヤコート
プレミアムディープモカ・パール
（08C52-TＹＲ５８６Ｐ）
（08CDE-A030M0）
サンセットオレンジⅡ
（08C52-TＹＲ５８５）
タイヤのつやを長時間持続させます。
ポリッシュドメタル・メタリック
（08C52-TＮＨ７３７Ｍ）
￥1,680
（消費税抜き￥1,600）
ピュアブルー・メタリック
（08C52-TＢ５８１Ｍ）
スーパープラチナアクア・メタリック
（08C52-TＢＧ６１Ｍ） 300mℓ
ピンクゴールド・メタリックⅡ
（08C52-TＲ５５５Ｍ）
⑩本革クリーナー
（08CAZ-B010S0）
本革シート等の洗浄・保護に最適。
￥1,050
（消費税抜き￥1,000）
180mℓ

停止表示板
収納に便利な折りたたみ式。
￥2,520（消費税抜き ￥2,400）
（08M09-S2K-001）
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・
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あなたにぴったりな特別なフィットで、キモチよく、キブンよく、でかけよう。
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Photo :13G・スマートセレクション
（FF） メーカーオプション装着車 アクセサリー装着車 ボディカラーはピュアブルー・メタリック
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FIT

おすすめ

She sアイテム

ブラック＆ピンクステッチの
コーディネートで華やかに。
She s専用アイテム

手に馴染む本革仕様

上質で快適な操作感

肘掛けや収納に便利、楽な姿勢でロングドライブを

ピンクステッチをあしらった本革製。手によく
馴染み快適なフィーリングをもたらします。

滑らかな手触りと高い耐久性を兼ね備えた
革調素材を使用。スタイリッシュに彩ります。

パッドには、触り心地の良い低反発ウレタンを採用。シートポジションに合わせて前後の
スライド調節ができ、快適な着座姿勢をサポートします。また、使わない時にはコンソー
ルを90°
跳ね上げておくことも可能。コンソール内部と下部に配置した小物入れは、
財布や携帯電話などの収納に便利です。

シフトノブ（本革製）

サイドブレーキカバー（合皮製）

S HS

ブラック/ピンクステッチ

ブラック/ピンクステッチ

￥9,975

￥4,200

0.1H （消費税抜き ￥9,500）

08U92-E94-010

S HS

0.3H （消費税抜き ￥4,000）

アームレストコンソール
￥22,050

ピンクステッチ

08F58-TF0-010A

S HS
0.4H （消費税抜き ￥21,000）08U89-TF0-010A

高級感のある本革製のキーカバー

ちょっとした小物などの収納に便利

スマートキーカバー

コンソールサイドポケット

＊
＊
13ス S 15X RS Hス HS HX HR

全タイプ

￥3,150

0.1H

ブラック/ブラウンステッチ

（消費税抜き ￥3,000）

￥3,150

08U12-TF0 -010

（消費税抜き ￥3,000）

取付位置：助手席側コンソール横

08U08-TF0-010A

※ＥＴＣ車載器（ブザーガイドタイプ）
との
同時装着はできません。
※アッパーグローブボックス・エアコン
連動温調機能装備車の場合、
ドライブ
レコーダーとの同時装着できません。

使用時

Photo : HYBRID She s アクセサリー装着車 インテリアカラーはブラウン メーター類は撮影のため点灯

＊Ｈｏｎｄａ スマートキー
装備車に適用となります。

収納時

画面はハメコミ合成

She s専用アイテム

足元を上質に彩る、She s専用のマット

インテリアにさらなる上質感を

●フロントグリル

S HS
（カラードタイプ/ピンクゴールド・メタリックⅡ）

詳しくは7ページへ

上質な輝きで、
高級感と個性をプラス。

●フロントグリル（クロームメッキタイプ）
13G 13ス S 15X RS H Hス HS HX

詳しくは7、9ページへ

●フロントロアガーニッシュ
（クロームメッキ）

詳しくは9ページへ

13G 13ス S 15X
H Hス HS HX

●ドアハンドルプロテクションカバー
（クロームメッキ４枚セット）

詳しくは9ページへ

全タイプ

She s専用アイテム
ライセンスフレーム

S HS

カラードタイプ（ピンクゴールド・メタリック）
フロント用/リア用

各￥4,725 0.1H （消費税抜き ￥4,500）
08P25-EJ5-030D
（フロント用）
08P26-EJ5-031D（リア用）

心地よい素材で足元に上質感をプラス。ピンクのエッジとロゴをあしらった
She s専用のデザインです。

フロアカーペットマット

S HS

（ヒールパッド付）

ブラック／ピンクエッジ
（Ｓｈｅｓロゴ入り/抗菌消臭加工）

￥21,000

0.2H （消費税抜き ￥20,000）

08P14-TF0-010A
※ラバーマットとの
同時使用はできません。

室内を革調でコーディネート。縫い込まれ
たピンクステッチがアクセントとなり、上質
な印象を与えます。

インテリアパネル

S HS

■インストルメントパネル部２点セット
革調/ピンクステッチ

※リア用は、
メーカーオプションのHonda インター
ナビ、バックモニター付オーディオ装備車には装着
できません。※リア用はナンバープレート取得後、
封印前の取り付けとなります。字光式ナンバープ
レートとの同時装着はできません。

各￥18,900 0.2H （消費税抜き ￥18,000）
Ｈｏｎｄａ インターナビ装備車用 08Z03-TF0-L00
バックモニター付オーディオ装備車/
ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車/オーディオレス車用 08Z03-TF0-M00
※エクストラサイズ メモリーナビコンポとの同時装着はできません。

■ドアライニング部４点セット
革調／ピンクステッチ

￥18,900

0.2H （消費税抜き ￥18,000）

08Z03-TF0-P00

♥おすすめ

全タイプ

●プラズマクラスター
搭載LEDルーフ照明
詳しくは12ページへ

●アロマモーメント
詳しくは22ページへ
Photo : She s
（FF） アクセサリー装着車
ボディカラーはピンクゴールド・メタリックⅡ

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、

3

FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。●小物類はすべて撮影のために用意したものです。
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おすすめ

FIT

HYBRIDアイテム

LEDの光とエアロパーツで、
スタイリッシュに。

ワンランク上の走りの楽しさを
LEDの光で存在感をアピール
●ＬＥＤフォグライト

全タイプ

詳しくは9ページへ

LEDの輝きが
先進的なイメージを演出
●フロントグリル
（ＬＥＤアクセサリーランプ内蔵タイプ）

ＭＳ-０１０
(カイザーシルバー・
メタリック塗装)

H Hス HS HX

詳しくは7ページへ

足元を精悍にドレスアップ
●16インチ アルミホイール

全タイプ

※適用に条件があります。 詳しくは8ページへ

Photo : HYBRID RS アクセサリー装着車
ボディカラーはスーパープラチナアクア・メタリック

Photo : HYBRID・スマートセレクション
アクセサリー装着車
ボディカラーはプレミアムホワイト・パール

リアビューをパワフルな印象に

LEDライトと相まって
フロントを洗練された印象に

スポーツフィニッシャー RS HR
￥8,400 0.1H （消費税抜き ￥8,000）

（スモールライトと連動します）

08F53-TF0-000
※標準装備品を取り外し装着となります。

●ロアスカート フロント
●ロアスカート フロント用LEDライト

スポーティさと乗り心地のよさを両立

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

スポーツサスペンション（FF車専用） 全タイプ

詳しくは7ページへ

乗り心地を犠牲にすることなく、
シャープでリニアな応答性や安定した
旋回姿勢、
上下動収束の良さを実現するオリジナルセッティング。
各￥72,450 3.0H （消費税抜き ￥69,000）
１４インチホイール装備車、
ハイブリッド車用 08W60-TF0-001A
１５/１６インチホイール装備車用
08W60-TF0-000B
※地上高が標準設定より約25mm下がります
（車両の装備・仕様により差が生じる場合があります）
。

乗降時に足元をホワイトLEDの
明かりでエスコート

スポーツマインドあふれるオリジナルシート

●ロアスカート サイド

RECARO ® 社製スポーツシート
（SR-7）をベースに、ホンダアクセスのオリジナル仕様を開発。高級感漂うアルカンター
ラ®をサイド部に、常に身体が接するセンター部には、蒸れにくいメッシュ生地を採用。人間工学に基づいた安全性・快適性
に加え、Hondaのスポーツマインドを持ったレカロシート。ホールド性にすぐれた「スポーツタイプ」と、乗降性を重視し
た「フラットタイプ」の2タイプをご用意。

スポーツシート

全タイプ

〈ウエルカムライト
（ホワイトLED）
付〉

詳しくは7ページへ

リアビューをクールに演出

軽量アルミホイールで
軽快にドライブ

●ロアスカート リア

●15インチ アルミホイール

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

詳しくは7ページへ

詳しくは8ページへ

HYBRID専用アイテム

リア

アルミの輝きで、車内を足元から演出

13G 13ス S RS H Hス HS HR

■スポーツタイプ（ＲＥＣＡＲＯ®社製、左右共用1座席）

■フラットタイプ（ＲＥＣＡＲＯ®社製、左右共用1座席）

本体

ＭＳ-０20

ＭＳ-０21

(ポリッシュ)

(カイザーシルバー・
メタリック塗装/
ダイヤモンド切削）

抗菌・防臭加工だから車内も快適

¥155,400
本体
¥155,400
（消費税抜き ￥148,000） 08R50-E0C-000A
（消費税抜き ￥148,000）
ベースフレーム
各¥20,790 0.5H
ベースフレーム
各¥20,790 0.5H
運転席用
（運転席用/助手席用）（消費税抜き ￥19,800）
08R50-TF7-002A （運転席用/助手席用）（消費税抜き ￥19,800）
助手席用
0.5H
各￥176,190
各￥176,190 0.5H
合計
（消費税抜き ￥167,800） 08R50-TF7-002B
（消費税抜き ￥167,800）

08R50-E0C-000B
運転席用
08R50-TF7-002A
助手席用
08R50-TF7-002B

※前席用i-サイドエアバッグシステム装備車には装着できません。標準装備のシートを取り外しての装着となるため、
取り外したシートの各機能は使用できなく
なります。※保証期間：1年間。※地上デジタルチューナー、
各シートカバー、
チャイルドシート
（スタンダード、
Honda Kids ISOFIX除く）
、
ペットシートマット、
マ
ルチフックシステム、
キックガード、
ユーティリティベルト、
ユーティリティボックスとの同時装着はできません。●アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商
標です。

スポーツペダル

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

CVT/5AT車用

￥10,500

0.2H （消費税抜き ￥10,000）08U74-TF0-000A

MT車用

￥12,600

0.3H （消費税抜き ￥12,000）08U74-TF0-000B

重厚感あふれる音色に

●シートカバー

全タイプ
抗菌・防臭 アトガード®加工
（フルタイプ、
フロント/リアセット）

ユーロホーン
（ボッシュ社製）13G 13ス S
￥6,300 0.7H （消費税抜き ￥6,000） 08P80-TF0-000

詳しくは12ページへ

※フロントグリルとの同時装着はできません。

サイドステッカー

スポーツタイプ

HYBRID全

フラットタイプ

HYBRIDロゴ 左右セット

￥6,300

0.3H

（消費税抜き ￥6,000）

フロント

08F30-TF0 -000

●ステップガーニッシュ（フロント/リア 左右4枚セット）

HYBRID全

フロント用ＬＥＤイルミ
（ブルー照明/HYBRIDロゴ）付

詳しくは11ページへ

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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カタログPDFの情報は2013年4月現在のものです。

ク ル マを

個性的に
ドレスアップ
Photo :13G・スマートセレクション
（FF）
アクセサリー装着車 ボディカラーはアズールブルー・メタリック

モデューロは、
ホンダアクセスがHonda車の性能、魅力を際立たせたオリジナルカスタマイズ。
Honda純正用品ならではの、
デザイン性、機能性、信頼性、品質保証などによって、他にマネのできないクオリティを実現。

自分らしく、スタイリッシュに

テールゲートスポイラー

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

ロアスカート リア（セパレートタイプ）

■ウイングタイプ

■小型タイプ

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

￥42,000

￥16,800

￥29,400

0.5H

（消費税抜き ￥40,000）

0.3H （消費税抜き ￥28,000）

タフタホワイト
プレミアムホワイト・パール
アラバスターシルバー・メタリック
クリスタルブラック・パール
ミラノレッド
プレミアムイエロー・パールⅡ
アズールブルー・メタリック
プレミアムディープモカ・パール
ポリッシュドメタル・メタリック
ピュアブルー・メタリック
ピンクゴールド・メタリックⅡ

ロアスカート フロント（セパレートタイプ）13G 13ス S 15X H Hス HS HX
￥33,600 1.2H （消費税抜き ￥32,000） ※コーナーポールとの同時装着はできません。
08F01-TF0-＊＊＊＊

品番

08F02-TF0-＊＊＊＊

08F02-TF0-＊＊＊

08F03-TF0-＊＊＊＊
※マッドガードとの同時装着はできません。

0.4H

（消費税抜き ￥16,000）

ＮＨ-５７８
ＮＨ-６２４Ｐ
ＮＨ-７００Ｍ
ＮＨ-７３１Ｐ
Ｒ-８１
Ｙ-７０Ｐ
Ｂ-５６８Ｍ
ＹＲ-５８６Ｐ
ＮＨ-７３７Ｍ
Ｂ-５８１Ｍ
Ｒ-５５５Ｍ

ウイング
タイプ
＊＊＊
010
020
030
0G0
070
0X0
0R0
0V0
0D0
0E0
0S0

小型
タイプ
＊＊＊＊
011A
021A
031A
0G1A
071A
0X1A
0R1A
0V1A
0D1A
0E1A
0S1A

フロントグリル（カラードタイプ）
13G 13ス S 15X RS
H Hス HS HX

￥24,150

0.4H

足回りにも個性をプラス

（消費税抜き ￥23,000）

08F21-TF0-＊＊＊＊

ロアスカート フロント用LEDライトを
装着した場合

◆14インチ アルミホイール＊1＊4

※ユーロホーンとの同時
装着はできません。

フロントグリル（クロームメッキタイプ）

※点灯イメージ

ロアスカート フロント用LEDライト

￥24,150

ホワイトLED 左右セット

￥15,750

＊ロアスカート フロントと同時装着する場合は 0.5Ｈ となります。
1.5H＊（消費税抜き ￥15,000） ※ロアスカート フロントを装着時のみ装着できます。

0.4H

（消費税抜き ￥23,000）

13G 13ス S

ユーロスポークＲ７

ＭＥ-００５

シルバー・メタリック塗装

シルバー・メタリック塗装

シルバー・メタリック塗装

全面切削

￥13,125/1本

￥13,125/1本

￥13,125/1本

￥16,800/1本

0.7H/1本
（消費税抜き ￥12,500/1本）

0.7H/1本
（消費税抜き ￥12,500/1本）

0.7H/1本
（消費税抜き ￥12,500/1本）

0.7H/1本
（消費税抜き ￥16,000/1本）

08W14-SEL-000E

13G 13ス S 15X RS
H Hス HS HX

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

１４×５ １/２Ｊ インセット４５ｍｍ

ＭＥ-００３

◆15インチ アルミホイール＊2＊4

08W14-TF0-000A

１５×５ １/２Ｊ インセット４５ｍｍ

08W14-TF0-000B

軽量アルミホイール

※ユーロホーンとの同時
装着はできません。

H Hス HS HX

￥36,750

0.7H

（消費税抜き ￥35,000）

08F21-TF0-000G

ＭＧ-００８

ＭＳ-００９

ＭＥ-００５

カイザーシルバー・
メタリック塗装/切削

カイザーシルバー・
メタリック塗装

シルバー・メタリック塗装

￥24,150/1本 0.7H/1本

￥24,150/1本 0.7H/1本

（消費税抜き ￥23,000/1本）

08W15-TM8-001

（消費税抜き ￥23,000/1本）

荷重シミュレーションを行い、軽さと剛性を高次元で両立。
スポークと外周のバランスにより、見た目も軽やか。
標準装備のスチール
ホイールと比べ
＊
約20％軽減。
軽量の鋳造アルミ
ホイール。

標準装備のスチール
ホイールと比べ
＊
約40％軽減。
超軽量の鍛造アルミ
ホイール。

フロントグリル（ＬＥＤアクセサリーランプ内蔵タイプ）
クロームメッキ＋
クリアブルー

08W14-TF0-000C

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

08F21-TF0-000F

08V30-TF0-D01

ＭＳ-０１１

￥14,175/1本 0.7H/1本
（消費税抜き ￥13,500/1本）
08W15-TF0-000C

08W15-TM8-000B

ＭS-020 4.7kg/1本

ＭS-021 6.0kg/1本

ポリッシュ

カイザーシルバー・メタリック塗装/ダイヤモンド切削

￥42,000/1本 0.7H/1本

￥27,300/1本 0.7H/1本

（消費税抜き ￥40,000/1本）08W15-TM8-000A

（消費税抜き ￥26,000/1本）08W15-TF0-000D
＊ホンダアクセス調べ。

※ユーロホーンとの同時
装着はできません。

品番

※点灯イメージ

ボディサイドをスタイリッシュに彩ります。内蔵されたホワイトLEDが、
ドアの開閉やキーレスエ
ントリーと連動して明るく足元で点灯。乗り降りに安心感をもたらします。

ロアスカート サイド

〈ウエルカムライト
（ホワイトLED）
付〉 全タイプ

￥63,000 1.5H＊（消費税抜き ￥60,000）
08F04-TF0-＊＊＊＊
※RS、
HYBRID RSに装着の場合、
標準装備品を取り外し装着となります。
＊RS、
HYBRID RSに装着の場合、
サイド取付アタッチメント¥3,150
（消費税抜き ¥3,000）0.2Ｈ 08F04-TF0-000B
が別途必要になります。
※マッドガードとの同時装着はできません。

タフタホワイト
プレミアムホワイト・パール
アラバスターシルバー・メタリック
クリスタルブラック・パール
ミラノレッド
プレミアムイエロー・パールⅡ
アズールブルー・メタリック
プレミアムディープモカ・パール
サンセットオレンジⅡ
ポリッシュドメタル・メタリック
ピュアブルー・メタリック
スーパープラチナアクア・メタリック
ピンクゴールド・メタリックⅡ

ＮＨ-５７８
ＮＨ-６２４Ｐ
ＮＨ-７００Ｍ
ＮＨ-７３１Ｐ
Ｒ-８１
Ｙ-７０Ｐ
Ｂ-５６８Ｍ
ＹＲ-５８６Ｐ
ＹＲ-５８５
ＮＨ-７３７Ｍ
Ｂ-５８１Ｍ
ＢＧ-６１Ｍ
Ｒ-５５５Ｍ

フロント
＊＊＊＊
010B
020B
030B
0G0B
070B
0X0B
0R0B
0V0B
̶
0D0B
0E0B
̶
0S0B

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

ロアスカート
サイド
＊＊＊＊
010A
020A
030A
0G0A
070A
0X0A
0R0A
0V0A
0U0A
0D0A
0E0A
0Q0A
0S0A

リア
＊＊＊＊
010A
020A
030A
0G0A
070A
0X0A
0R0A
0V0A
̶
0D0A
0E0A
̶
0S0A

フロントグリル
（カラードタイプ）
＊＊＊＊
010E
020E
030E
0G0E
070E
0X0E
0R0E
0V0E
0U0E
0D0E
0E0E
̶
0S0E

◆16インチ アルミホイール＊3＊4

１6×6Ｊ インセット53ｍｍ

15X RS H Hス HS HX HR

ＭＳ-０１０

ＭＳ-０１５

カイザーシルバー・
メタリック塗装

ブレードシルバー・
メタリック塗装/切削

￥26,250/1本

0.7H/1本

（消費税抜き ￥25,000/1本）

￥26,250/1本

08W16-TF0-002

アルミホイール用ホイールナット

08W16-TM8-000

アルミホイール用ホイールロックナット

13G 13ス S 15X H Hス HS

■キャップタイプ/4個セット

■キャップタイプ/16個セット

￥5,040

￥2,940（消費税抜き ￥2,800）
08W42-SR3-B00

0.7H/1本

（消費税抜き ￥25,000/1本）

＊1 標準装備の１４インチホイール装備車に取り外し装着できます。
＊2 標準またはメーカーオプションの１５インチホイール装備車に取り外し装着できます。
＊3 ＲＳ、
ＨＹＢＲＩＤ ＲＳに取り外し装着できます。
ＦＦ車の標準またはメーカーオプションの
１５インチホイール装備車に取り外し装着できます。
ただし別途１８５／５５Ｒ１６タイヤをお求めください。
４ＷＤ車には装着できません。
＊4 スチールホイール装備車に装着する場合、
アルミホイール用ホイールナットが必要です。

（消費税抜き ￥4,800）
08W42-SR3-E00

収納ケース

全タイプ

■キャップタイプ/4個セット
（マックガード社製）

￥6,300
（消費税抜き ￥6,000）

08W42-SJK-002A

取り外したナットを
収納するケースです。

￥3,675
（消費税抜き ￥3,500）
08W42-TF0-000

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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カタログPDFの情報は2013年4月現在のものです。

ク ル マを

インテリアに

こだわりをプラス

個性的にドレスアップ

上質をまとい、
心地よさに満たされる室内空間へ。

クロームメッキの輝きで、上質さをプラス
リアガーニッシュ

フロントグリル
（クロームメッキタイプ）
13G 13ス S 15X RS
H Hス HS HX

￥24,150

各￥12,600 0.4H （消費税抜き ￥12,000）
Hondaスマートキーシステム装備無し車用

0.4H

08F52-TF0-001

（消費税抜き ￥23,000）

Hondaスマートキーシステム装備車用

08F21-TF0-000F

08F52-TF0-001A

フロントロアガーニッシュ

ドアハンドルプロテクションカバー

13G 13ス S 15X
H Hス HS HX

全タイプ

クロームメッキ４枚セット

クロームメッキ

￥8,400

13G 13ス S RS HS

クロームメッキ

￥7,350

0.2H

0.2H （消費税抜き ￥7,000）

08F50-TF0-000

（消費税抜き ￥8,000）

08F23-TF0-000

クロー ムメッキ パッケ ージが お 得！
13G 13ス S HS

Hondaスマートキーシステム装備無し車用 08Z01-TF0-000D
Hondaスマートキーシステム装備車用 08Z01-TF0-000C

●フロントグリル
（クロームメッキタイプ）
●フロントロアガーニッシュ
●リアガーニッシュ
●ドアハンドルプロテクションカバー

単品価格での合計

セット価格

¥52,500（消費税抜き ￥50,000） 1.2H

￥42,000（消費税抜き ￥40,000） 1.2H

※商品の仕様/注意事項は、単品の説明に準じます。

エンブレム
全タイプ

ワンポイントの
オシャレを

■リング

■ゴールド
（Hマーク×2、
車名エンブレム）

￥4,200

￥5,250

0.1H （消費税抜き ￥4,000）08F20-TF0-000A

0.8H （消費税抜き ￥5,000） 08F20-TF0-000B

悪天候や山間部での視界をサポート
Photo : HYBRID アクセサリー装着車 インテリアカラーはブラック カットボディによる撮影 メーター類は撮影のため点灯 画面はハメコミ合成

LEDフォグライト（左右セット）

ハロゲンフォグライト（左右セット）

昼間でも美しい存在感を追求したデザイン。ハイパワーLED＋プロジェクター方式を採用し、
LEDのシャープな光と低消費電力でドライブをサポートします。

幅広くムラのない配光が、
ヘッドライトのさらに外側を照らします。

点灯時は白色光です。
消費電力：14W（片側）
色温度：6,300K

ブラック＆シルバーステッチの、気品あるコーディネート
クリア

イエロー

点灯時は白色光です。

点灯時は淡黄色光です。

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

RS HR

■クリア/イエロー

■イエロー

本体
ベゼルキット

ベゼルキット

LEDフォグライト
（左側用）
＋
ガーニッシュ＋
ベゼルキット装着例

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

LEDフォグライト
（左側用）
＋
ベゼルキット装着例

■ＬＥＤフォグライト

本体

本体

合計

￥59,850 0.4H
（消費税抜き ￥57,000）

※標準装備のフォグライトと交換になります。

￥79,800 1.0H
（消費税抜き ￥76,000）

■マルチコートブルー

￥18,900

0.4H （消費税抜き ￥18,000）

※標準装備のフォグライトと交換になります。

本体

室内を綾織カーボン調でコーディネート。縫い
込まれたシルバーステッチがアクセントとなり、
上質な印象を与えます。

フォグライトガーニッシュ
（カラードタイプ）
取付アタッチメント

¥18,900
（消費税抜き ￥18,000）
各¥7,350
（消費税抜き ￥7,000）
¥12,600 1.0H
（消費税抜き ￥12,000）

インテリアパネル

各￥38,850 1.0H
（消費税抜き ￥37,000）

※スイッチキットが別途必要になります。

クリア
（ハロゲンフォグライト）
イエロー（ハロゲンフォグライト）
マルチコートブルー（ハロゲンフォグライト）
ＬＥＤフォグライト

ＬＥＤフォグライト用ベゼルキット
タフタホワイト
フォグライトガーニッシュ
プレミアムホワイト・パール
（カラードタイプ）
アラバスターシルバー・メタリック
クリスタルブラック・パール
ミラノレッド
プレミアムイエロー・パールⅡ
アズールブルー・メタリック
プレミアムディープモカ・パール
ポリッシュドメタル・メタリック
ピュアブルー・メタリック
ピンクゴールド・メタリックⅡ
取付アタッチメント

ＮＨ-５７８
ＮＨ-６２４Ｐ
ＮＨ-７００Ｍ
ＮＨ-７３１Ｐ
Ｒ-８１
Ｙ-７０Ｐ
Ｂ-５６８Ｍ
ＹＲ-５８６Ｐ
ＮＨ-７３７Ｍ
Ｂ-５８１Ｍ
Ｒ-５５５Ｍ

08V31-TF0-000D
08V31-TF0-000E
08V31-TF0-000F
08V31-E0D-000
08V38-E0D-A00
08V38-TF0-G10A
08V38-TF0-G20A
08V38-TF0-G30A
08V38-TF0-GG0A
08V38-TF0-G70A
08V38-TF0-GX0A
08V38-TF0-GR0A
08V38-TF0-GV0A
08V38-TF0-GD0A
08V38-TF0-GE0A
08V38-TF0-GS0A
08V38-TF0-G00

13G 13ス 15X RS H Hス HX HR

手にしっくりと馴染むしなやかな感触が、
ドライブの
満足感を高めます。シフトノブとの同時装着がおす
すめです。

手によく馴染む快適なフィーリング。ステ
アリングホイールと合わせて装着すること
で、
より上質感が高まります。

ステアリングホイール（本革製）

シフトノブ（本革製）

■インストルメントパネル部２点セット

ブラック/シルバーステッチ

13G 13ス 15X RS H Hス HX HR

綾織カーボン調/シルバーステッチ

各￥37,800 0.5H （消費税抜き ￥36,000）

ブラック/シルバーステッチ

各￥18,900 0.2H （消費税抜き ￥18,000）

08U97-TF0-000C 13G 13ス S 15X RS

￥9,975

Ｈｏｎｄａ インターナビ装備車用 08Z03-TF0-G00
バックモニター付オーディオ装備車/ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車/オーディオレス車用 08Z03-TF0-H00

08U97-TF0-000D HYBRID全

08U92-TF0-010D
※MT車には装着できません。

※ステアリングホイールカバーとの同時装着はできません。

0.1H （消費税抜き ￥9,500）

※エクストラサイズ メモリーナビコンポとの同時装着はできません。

スイッチキット

品番

¥2,100 0.4H（消費税抜き ￥2,000） 08V37-TF0-000A

■プッシュスイッチキット

単体装着用

■コンビスイッチキット

¥4,200 0.7H（消費税抜き ￥4,000） 08V37-TF0-000E
ハロゲンヘッドライト装備車用
ディスチャージヘッドライト
（HID）装備車用 ¥4,200 0.7H（消費税抜き ￥4,000） 08V37-TF0-000F

13G

13ス

S

15X

RS

H

Hス

HS

HX

HR

■ドアライニング部４点セット
綾織カーボン調/シルバーステッチ

￥18,900

0.2H （消費税抜き ￥18,000）

08Z03-TF0-K00

●シートカバー
革調/シルバーステッチ
（フルタイプ、
フロント/リアセット）

詳しくは11ページへ

FF FF 4WD FF FF 4WD FF 4WD FF 4WD FF FF FF FF FF FF FF FF
5MT CVT 5AT 5MT CVT 5AT CVT 5AT CVT 5AT 6MT CVT CVT CVT CVT CVT 6MT CVT
プッシュ
スイッチキット
コンビ
スイッチキット

単体装着用
ハロゲンヘッドライト
装備車用
ディスチャージヘッド
ライト
（HID）装備車用

●

●
̶
̶

̶

̶

̶

̶

●

●

●

̶

●

●

̶

●

●

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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0.4H （消費税抜き ￥16,000）

※標準装備のフォグライトと交換になります。

■マルチコートブルー

合計

※スイッチキットが別途必要になります。

フォグライト

各￥36,750 1.0H

￥16,800

※スイッチキットが別途必要になります。

¥52,500
（消費税抜き ￥50,000）
LEDフォグライト用ベゼルキット ¥7,350
（消費税抜き ￥7,000）

合計

各¥16,800
（消費税抜き ￥16,000）
各¥7,350
（消費税抜き ￥7,000）
¥12,600 1.0H
（消費税抜き ￥12,000）
（消費税抜き ￥35,000）

■ＬＥＤフォグライト
¥52,500
（消費税抜き ￥50,000）
フォグライトガーニッシュ
各¥7,350
（カラードタイプ）
（消費税抜き ￥7,000）
LEDフォグライト用ベゼルキット ¥7,350
（消費税抜き ￥7,000）
取付アタッチメント
¥12,600 1.0H
（消費税抜き ￥12,000）

フォグライトガーニッシュ
（カラードタイプ）
取付アタッチメント

合計

RS HR

マルチコートブルー
点灯時は白色光です。マルチコートブルーの特性上、
消灯時、見る角度によって黄色く見えます。

FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

̶
スイッチ
キットは
●
不要です。
̶

̶

̶

̶

●

●

̶

●

●

●

スイッチ
キットは
不要です。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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インテリアに

こだわりをプラス

コクピットに上質なアクセントを

乗降時に存在感を主張
メタル調のパーツをあしらい、
コ
クピットに高級感をもたらします。

手触りが良い革調素材を使用した、スタ
イリッシュなホイールカバー。

インテリアパネル

ステアリングホイールカバー（合皮製）

（メーターバイザー/アウトレットリング）

13G 13ス H

全タイプ

ブラック＆シルバーコンビ

メタル調ヘアライン

￥4,200

￥17,850

08U98-TF0-040

0.2H

（消費税抜き ￥17,000）

1.0H （消費税抜き ￥4,000）

※ステアリングホイール
（本革製）
との
同時装着はできません。

08Z03-TF0-000G

フロント

ドアステップを保護しながら、乗降時に存在感を主張するカバー。

サイドブレーキカバー（合皮製） 13G 13ス 15X

フロント
（Ｆ
Ｉ
Ｔロゴ付）/リア 左右4枚セット

シルバー/シルバーステッチ

適度な明るさで足元を優しく照らします

ドアオープンでLEDイルミ
（フロント）が点灯

リア

滑らかな手触りと高い耐久性を兼ね備えた革調素材を使用。スタイリッ
シュに彩ります。

￥4,200

RS H Hス HX HR

ステップガーニッシュ（LEDイルミ無し） 全タイプ
￥15,750

0.3H （消費税抜き ￥4,000）

0.3H （消費税抜き ￥15,000）08F05-TF0-010

08F58-TF0-010

※ステップガーニッシュ
（フロント用ＬＥＤイルミ付）
との同時装着はできません。

イオンのシャワーで空気をキレイに

先進のLED照明で室内を鮮やかに

リア
イオン放出・LEDルーフ
照明点灯イメージ
※写真は他車種の装着例です。

スモールライト点灯時

フットライト
全タイプ

ドアを開けて乗降す
る時に明るく点 灯し
ます。また、スモール
ライトに連 動して淡
い光で足元をやさし
く照らします。

FITのロゴ（フロント）が、
ブルーのLEDで鮮やかに
浮かび上がります。

フロント

リア

ドア開閉/スモールライト各連動タイプ（ブルー照明 フロント左右セット）

￥10,500

0.3H （消費税抜き ￥10,000）08E10-TF7-000

HYBRIDのロゴ
（フロント）
が、
ブルーのLEDで鮮やか
に浮かび上がります。

フロント

インテリアイルミネーションセットがお得！

詳しくは26ページへ

●ステップガーニッシュ（フロント用ＬＥＤイルミ付） ●フットライト
単品価格での合計

セット価格

各 ¥39,900（消費税抜き ￥38,000）1.0H

各￥31,500（消費税抜き ￥30,000）1.0H

※商品の仕様/注意事項は、単品の説明に準じます。

イオンのチカラで車内のウイルスを抑制､カビ菌・ダニなどのアレル物質
を分解・除去します｡天吊りタイプだから､イオンのシャワーが車内の隅々
まで広がります｡キレイな空気とさわやかな雰囲気を演出するLEDの照
明で家族とのドライブを快適にします｡
●車内に浮遊するウイルスの働きを抑制、
カビ菌・アレル物質を分解・除去します。
●クルマに染みついた気になるニオイの原因を分解・除去します。
●美肌のための一定の効果が期待できます。●LEDの照明で明るく省電力です。

※13G、
13G・スマートセレクション、
She sに装着する場合は、
運転席用アンダーカバー¥1,785（消費税抜き ¥1,700）
08E10-TF0-A10Aが必要となります。

ステップガーニッシュ（フロント用LEDイルミ付、フロント/リア 左右4枚セット）
各￥29,400 0.7H （消費税抜き ￥28,000）
フロント用LEDイルミ
（ブルー照明/FITロゴ）付

08E12-TF0-001 13G 13ス S 15X RS

フロント用LEDイルミ
（ブルー照明/HYBRIDロゴ）付 08E12-TF0-A00 HYBRID全

②

プラズマクラスターマーク
及びプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の
商標です。

プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明

全タイプ

（高濃度プラズマクラスター 25000 LEDドームランプ付 天吊りタイプ）

¥18,060

0.2H （消費税抜き ￥17,200） 08R75-E0H-000

寸法 L 192mm×W 130mm×H 33mm

LEDルームランプ

※写真は他車種の装着例です。

インテリアランプを交換するだけで3種類の照明が楽しめ
ます。

LEDルーフ照明

フロントマップランプ

̶

ルームランプ

○

標準ランプ

電球を付け替えるだけで、透明感のある光で車内を
シャープなイメージにドレスアップします。

LEDルームランプ

全タイプ

全タイプ

交換タイプ１個入り ￥12,600 0.2H （消費税抜き ￥12,000）

ＬＥＤバルブ
（ホワイト）
１個入り １２Ｖ/1.1Ｗ

08E13-E81-010

￥3,675（消費税抜き ￥3,500）08E13-E2K-000

①ホワイトLEDを使った明るい面発光ライト
②ブルーLEDによるおしゃれなイルミネーション
③ホワイトLEDによる機能的なスポットライト

取付可能位置

※標準装備のルームランプを取り外し装着となります。
※LEDルーフ照明、LEDルームランプとの同一箇所で
の同時装着はできません。

③
①

※LEDルームランプ、
プラズマクラス
ター搭載LEDルーフ照明との同時
装着はできません。
※メーカーオプションのスカイルーフ
装備車には装着できません。

取付可能位置
フロントマップランプ

̶

ルームランプ

○

取付位置

使用数

フロントマップランプ

2個

ルームランプ

1個

※LEDルーフ照明またはプラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
装着車はフロントマップランプ部のみ装着できます。
※購入日から1年間保証。

※ステップガーニッシュ
（LEDイルミ無し）
との同時装着はできません。

※イルミネーション類は撮影のため、
点灯した状態を強調し再現したものです。写真の色および照度は実際とは異なります。

シルバーステッチの洗練された質感

ヒーター付で冬のドライブも快適

シルバーステッチをあしらった洗練された質感と、シート素材の肌触りが、室内の心地よ
さを高めます。

座面とシートバックを温め、寒い日のドライブも快適です。
ハイとローの切替が可能。

シートカバー

シートカバー

革調/シルバーステッチ
（フルタイプ、
フロント/リアセット）
＊
13G 13ス S RS

革調/シルバーステッチ
（フルタイプ、
フロント/リアセット）
、運転席ヒーター付き
＊
13G 13ス S RS

各￥57,750 0.7H （消費税抜き ￥55,000） 08P93-TF0-000

各￥73,500 1.5H （消費税抜き ￥70,000） 08P93-TF0-H00

各￥57,750 0.8H （消費税抜き ￥55,000） 08P93-TF0-000B

各￥73,500 1.6H （消費税抜き ￥70,000） 08P93-TF0-H00B

＊
15X Hス HS HX HR

H

＊
Hス HS HR

H

￥57,750

0.8H （消費税抜き ￥55,000） 08P93-TF0-000C

＊アレルクリーンシート装備車の場合、
抗アレルゲン効果はなくなります。
※カーゴマット、
スポーツシートとの同時装着はできません。
※メーカーオプションの前席用i-サイド
エアバッグシステム装備車には装着できません。
※メーカーオプションの本革シート装備車には
装着できません。

￥73,500

1.6H （消費税抜き ￥70,000） 08P93-TF0-H00C

＊アレルクリーンシート装備車の場合、
抗アレルゲン効果はなくなります。
※カーゴマット、
スポーツシートとの同時装着はできません。
※メーカーオプションの前席用i-サイド
エアバッグシステム装備車には装着できません。
※メーカーオプションの本革シート装備車には装着できません。
※フォグライト点灯時はヒーターが自動的にOFFになります。

スイッチ部

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

運転席
ヒーター部

抗菌・防臭加工だから車内も快適

生成り調の心地よい風合い

シートカバー

生成り調のナチュラルな風合いが、乗る人のリラックス感を深め
ます。洗濯ができるので汚れても安心。

抗菌・防臭 アトガード®加工（フルタイプ、
フロント/リアセット）
＊
13G 13ス S RS

各￥39,900 0.6H （消費税抜き ￥38,000）08P33-TF0-D00B

＊
15X Hス HS HX HR
各￥39,900 0.7H （消費税抜き ￥38,000）08P33-TF0-D00D

H

￥39,900

0.7H （消費税抜き ￥38,000）

08P33-TF0-D00E

＊アレルクリーンシート装備車の場合、
抗アレルゲン効果はなくなります。
※カーゴマット、
スポーツシートとの同時装着はできません。
※メーカーオプションの前席用i-サイドエアバッグシステム装備車
には装着できません。
※メーカーオプションの本革シート装備車には装着できません。
●アトガード®は住江織物株式会社の登録商標です。

シートカバー

レース素材の
上品なシートカバー
ホワイトのレース素材で、
シートを爽やか
にカバー。快適な室内を演出します。洗濯
ができるので汚れても安心。

スタンダード
（フルタイプ、
フロント/リアセット）
＊
13G 13ス S RS

シートカバー

各￥24,150 0.6H （消費税抜き ￥23,000）08P32-TF0-C00B

ハーフタイプ
（フロント/リアセット） 全タイプ

＊
15X Hス HS HX HR

各￥24,150 0.7H （消費税抜き ￥23,000）08P32-TF0-C00D
H

￥24,150

0.7H （消費税抜き ￥23,000） 08P32-TF0-C00E

＊アレルクリーンシート装備車の場合、
抗アレルゲン効果はなくなります。
※カーゴマット、
スポーツシートとの同時装着はできません。
※メーカーオプションの前席用i-サイドエアバッグシステム装備車には装着できません。
※メーカーオプションの本革シート装備車には装着できません。

￥10,500

0.2H （消費税抜き ￥10,000）

08P36-TF0-000B
※カーゴマット、
スポーツシー
ト、
マルチフックシステム
との同時装着はできません。
※メーカーオプションの本革
シート装備車には装着でき
ません。

アトガード®加工

アトガード®加工は、天然抗菌・
防臭成分「キトサン」と保湿成
分「コラーゲン」
とを組み合わ
せた自然派の抗菌・防臭加工
です。専門医もすすめる安全
性の高い繊維加工で、アトピ
ーの方や赤ちゃんにもおすす
めです。繊維評価技術協議会
SEKマーク取得。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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ナビで

ドライブの楽しさを広げる
メーカーオプション
（ギャザズ専用）

「ナビ装着用スペシャルパッケージ」なら、ギャザズナビを お 得に装 着 できます 。

ナビをより快適にする 4 つの装備をセット
バック駐車をサポート

リアワイドカメラシステム
カラーＣＭＯＳカメラ
（約１２０万画素）
３ビュー切り替え、
ガイド線表示あり

※メーカーオプションは、
メーカーの工場で装着するため、車両のご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

手元でラクラク操作

後席も快適なサウンド

スマートなデザイン

照明付オーディオ
リモートコントロールスイッチ

4スピーカー

マイクロアンテナ

※スピーカー数は、
標準装備のスピーカー数との合計です。

（ワンセグTV対応）

※ギャザズ ナビゲーション、ギャザズ オーディオ
（WX-135CP）以外を装着した場合、動作の保証は致しかねます。

おすすめナビ（インターナビ対応モデル）
迫力の9.0型W-VGA 大画面モニターと
リンクアップフリー対応インターナビを搭載。
先進機能と優れた操作性を実現した、
ギャザズナビコンポの最高峰モデル。

インターナビをとことん使える
リンクアップフリーに対応。
高画質な12セグをはじめ、エンタメ機能が充実した
ハイクラスメモリーナビ。

リンクアップフリー対応インターナビを搭載しながら
驚きの価格を実現。
基本性能と一体感のあるデザインを追求した
スタンダードメモリーナビ。

エクストラサイズ インターナビ 地デジモデル

メモリー インターナビ 地デジモデル

メモリー インターナビ ワンセグモデル

ギャザズは、
ホンダアクセスと主要オーディオメーカー各社が、
厳しい品質基準と先端の機能を盛り込み、共同開発した
Ｈｏｎｄａ車専用の純正カーオーディオです。
最適仕様▶ アンテナ・スピーカーを含めたトータルシステムとして、様 々な
Honda車の車室特性に合わせた最適な仕様を提供します。車種別
の視野角や、ディスプレイのフロントウインドウへの映り込みを配慮
するなど、純正ならではのセッティングを行っています。

機

能▶ Ｈｏｎｄａ車のオーディオスペースにジャストフィットする専用設計と、
ボタン／ノブ類までも操作性を考慮したレイアウトとしています。

品質保証▶ 厳しい耐振、耐候テストを実施し、基板設計から、各部品に至るまで、
Honda車と同様の品質基準をクリア。3年間6万kmのロングラン
保証です。

エクストラサイズメモリーナビコンポ

VXM-135VFNi

デュアルサイズメモリーナビコンポ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7（パナソニック製）

ドライブが変わる。インターナビが変える。

Bluetooth®(ハンズフリー)

インターナビ・リンク プレミアムクラブ対応

Bluetooth®(ハンズフリー/音楽再生)

7.0型 W-VGA

CD/DVD

フラッシュメモリー（32GB）

ミュージックラック®楽曲録音

SDカード（8GB＋8GB）

ミュージックラック®楽曲録音

（約3,000曲）

TV 12セグ＋ワンセグ

USB、iPod®/iPhone®(音楽&ビデオ)対応

TV 12セグ＋ワンセグ

USB、iPod®/iPhone®(音楽&ビデオ)対応

最適 ルートの理由

インターナビ独自の
渋滞情報

ほぼ時間どおり
に到着！

VICSは幹線道路の
渋滞情報をお知らせ

自車が通る頃には
渋滞が解消と予測

インターナビ
が案内する
最適ルート

到着予想
9:50

通常のVICS交通情報
インターナビ交通情報

渋滞

混雑

状況 の予告

▶インターナビ交通情報

▶気象・防災情報

統計情報による予測、
リアルタイムで
Honda車から送られる情報に加え、
道路に影響する気象情報も考慮した
最適ルートで案内します。

道路交通に影響するような
気象や自然災害に関する
情報を画面表示。
前もって注意できます。

合計
警告画面（路面凍結予測情報）

賢く停める

走り回ってやっと見つけたパーキングが満車…。
インターナビなら、もうそんな心配はしなくていい。

目指す近所の
スーパー

P

★

￥256,125

インターナビ・リンク プレミアムクラブ対応
7.0型 W-QVGA

(広視野角)

Bluetooth®(ハンズフリー)

フェイスパネルキット 品番一覧
S HS

料金や営業時間、
自分の車のサイズなど、
希望する駐車場の条件を
指定して表示できます。
空車

VICS交通情報

混雑

満車

情報無し

08B40-TF0-R20A

大切なナビの
盗難抑止に
Gathersナビ用

インターナビについて、詳しくは▶ http://www.honda.co.jp/internavi/

（4アンテナ × 4チューナー）

（約2,000曲）

CD/DVD

ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合
本体
¥190,000 1.4H（消費税抜き ￥180,953） 08A40-2R0-400L
取付アタッチメント
¥1,575（消費税抜き ￥1,500） 08B40-TF0-P00A
デジタルTV用フィルムアンテナ
¥6,825（消費税抜き ￥6,500） 08A22-7L0-C10
（12セグ＋ワンセグ放送用4ch）

合計

★

¥3,000（消費税抜き ￥2,858） 08B40-0P0-A00

￥201,400

SDカード音楽再生(SDHC対応)

TV ワンセグ

USB、iPod®/iPhone®(音楽&ビデオ)対応

（オプション）

▶リンクアップフリー対応インターナビ・リンク プレミアムクラブ。
▶ 高画質な地上デジタル12セグ
（4チューナー）
を存分に楽しめる
高精細W-VGAモニターを搭載。
▶ iPod®/iPhone®デジタル接続（オプション）。
▶ SDカード入れ替え式のミュージックラック®録音対応。市販の大
容量SDカードに入れ替えることで、
より多くの楽曲録音が可能。
▶ 所定の時期に1回、地図データ無償更新。

ナビゲーションロック

フラッシュメモリー（16GB）

（オプション）

▶リンクアップフリー対応インターナビ・リンク プレミアムクラブ。
▶「現在地」ボタンが7色に変化するバリアブルイルミネーション
を搭載。
▶ インパネにフィットするデザインと、高級感漂うピアノブラック調
パネルを採用。
▶ 所定の時期に1回、地図データ無償更新。

ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合
本体
¥160,000 0.8H（消費税抜き ￥152,381） 08A40-5R0-460L
取付アタッチメント
¥1,575（消費税抜き ￥1,500） 08B40-TF0-P00A
ナビゲーションロック
¥3,000（消費税抜き ￥2,858） 08B40-0P0-A00

合計

★

￥164,575

0.8H

1.4H

1.8H

との同時装着はできません。
※インテリアパネル（インストルメントパネル部2点セット）

13G 13ス 15X 08B40-TF0-R10A

▶駐車場セレクト

インターナビ交通情報

※上記機能について、
一部設定が必要な場合やナビの種類によってはご利用になれないものがあります。

（オプション）

本体
¥230,000 1.8H（消費税抜き ￥219,048） 08A40-5R0-401L
取付アタッチメント
¥6,300（消費税抜き ￥6,000） 08B40-TF0-R10B
フェイスパネルキット ¥10,000（消費税抜き ￥9,524） 下記一覧をご覧ください。
デジタルTV用フィルムアンテナ
¥6,825（消費税抜き ￥6,500） 08A22-7L0-C10
（12セグ＋ワンセグ放送用4ch）
ナビゲーションロック
¥3,000（消費税抜き ￥2,858） 08B40-0P0-A00

画面のボタンを押すだけで、
VICSがカバーしきれない交通情報を
インターナビの点線が教えてくれます。
角を曲がると
いつもの道が
渋滞中らしい

（4アンテナ × 4+1チューナー）

ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合

画面上に降雨範囲を表示

点線 の秘密

順調

(広視野角)

▶ ギャザズナビコンポ初となる 9.0型 W-VGA
LEDバックライトモニターを採用。
▶リンクアップフリー対応インターナビ・リンク プレミアムクラブ。
▶ 地図とAVなど、大画面を活かした2画面同時表示ができる
P in Pに対応。
▶ iPod®/iPhone®、WALKMAN®デジタル接続可能(オプション)。
▶ 所定の時期に1回、地図データ無償更新。

この先の天気は大丈夫かな…？
そんな情報も、インターナビが教えてくれる。

実は、画面に表示されている
赤・オレンジ・緑の点線が
インターナビ独自の交通情報。
●地図画面上の表示

9.0型 W-VGA

VXM-128VSXi

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8（パナソニック製）

（所定の時期に1回）

VICS情報に加え、今走っているインターナビ装備車からの交通情報と蓄積した膨大なデータから「その先」を予測し、最適な道を選択して案内。さらに多彩な情報サービスも充実。
「渋滞のあるルートが一番早い」とインターナビが予測すれば、
あえて渋滞のある道を選択することも。

デュアルサイズメモリーナビコンポ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7（クラリオン製）

CD/DVD/SDカード(SDHC対応)

インターナビ・リンク プレミアムクラブ対応

地図更新1回無償

VXM-122VFi

RS HR

08B40-TF0-R30A

H Hス HX 08B40-TF0-R40A

＊１ CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。＊２ DVD±R/±R DL/±RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。
＊３ コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。＊４ 8cmシングルディスクには対応していません。また8cmCD
アダプターはご使用になれません。 ＊５ ｢USBマスストレージクラス｣のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。 ＊６ インターナビ・リンク
プレミアムクラブの各種情報を受けるには、
会員登録が必要です。詳しくは販売会社にてご確認ください。＊７ 携帯電話、
iPod®等のデジタルオーディオの一部機種およ
び、
ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。＊8 携帯電話、
iPod®等の一部機種および、
ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動し
ない場合があります。
★ナビゲーションロックを含んだ金額です。
ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

ナビゲーションロック（マックガード社製）
付属の専用キーを使わないと取り外しが困難な
特 殊 ボルトでナビゲーションをしっかり固定し、
盗難を抑止します。警告ステッカー付。

ボルト２本入り、警告ステッカー2枚付

￥3,000

0.3H＊（消費税抜き ￥2,858）08B40-0P0-A00

＊ギャザズナビコンポと同時装着する場合、
取付費は必要ありません。
警告ステッカー
※画面はすべてハメコミ合成です。

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、

13

FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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カタログPDFの情報は2013年4月現在のものです。

Navigation All Lineup
ギャザズナビ

メーカーオプションナビ
リンクアップフリー★で
プレミアムクラブの情報サービスを
手軽に利用できるナビ。

迫力の9.0型W-VGA大画面モニターと
リンクアップフリー★対応インターナビを搭載。
先進機能と優れた操作性を実現した、
ギャザズナビコンポの最高峰モデル。

ギャザズナビ

受信品質を高めた地デジチューナーと
高精細モニターを搭載。
大容量HDDがもたらす圧倒的な性能を備えた
フルスペックHDDナビ。

インターナビをとことん使える
リンクアップフリー★に対応。
高画質な12セグをはじめ、エンタメ機能が充実した
ハイクラスメモリーナビ。

リンクアップフリー★対応インターナビを
搭載しながら驚きの価格を実現。
基本性能と一体感のあるデザインを追求した
スタンダードメモリーナビ。

DVD/CD再生に対応。
充実の地図データと多彩な機能が魅力の
フレンドリーナビ。

基本機能と簡単操作で毎日使える実力派。
お求めやすい価格がうれしい
シンプルナビ。

詳しくは、
「Gathers総合カタログ」もしくは
http://www.honda.co.jp/navi/ﬁt/
をご覧ください。

エクストラサイズ インターナビ 地デジモデル

Hondaインターナビ ＋ リンクアップフリー

モデル名

エクストラサイズメモリーナビコンポ

＊1 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊9 ＊10 ＊11

インターナビ・リンク
プレミアムクラブ対応
ナビメディア
（容量）
モニターサイズ

１２セグ＋ワンセグ
ワンセグ
±R/±RW対応
DVDビデオ再生
VRモード
（CPRM）対応
CD-R/RW再生（MP3/WMA）※1
AV機能
CD楽曲録音
USBメモリーデバイス対応※1※2
iPod®対応
Bluetooth®オーディオ再生
SDカードオーディオ再生※1※2
AM/FMラジオ
ETC（ナビ連動タイプ）
オーディオリモコンスイッチ
その他の機能／
リアカメラシステム
オプション
VICS光・電波ビーコン
ハンズフリー通話
道路
（高速・有料）
ギャザズナビコンポ
道路
（国道・県道）
データ収録時期
交通規制

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7（パナソニック製） ※4

★
●
●
☆
HDD
（40GB）
7インチ W-QVGA
◎
●
●
●
●
●
●※3

リンクアップフリー
インターナビ・ルート
インターナビ交通情報
無償地図データ更新

デジタルTV
テレビ （地デジ）

Hス HX HR

HDD 地デジモデル
デュアルサイズHDDナビコンポ

VXH-128VF

★

●
☆
フラッシュメモリー(32GB)
9.0型 W-VGA
●

HDD(40GB)
7.0型 W-VGA
●

●
☆
SDカード(8GB)
7.0型 W-VGA
●

●
●
●
●
◎（MP3/WMA/AAC）※WALKMAN®対応
◎（iPhone®対応）

●
●
●
●
◎（MP3/WMA/AAC）※WALKMAN®対応
◎
（iPhone®対応）

●（MP3/WMA/AAC）
●
◎
◎
◎（3ビュー切り替え）

●（MP3/WMA/AAC）
●
◎
◎
◎
（3ビュー切り替え）
◎
●
（Bluetooth®)
2012年4月
2012年1月
2012年3月

●（Bluetooth®)
2012年4月
2012年1月
2012年3月

●
●
●
●
◎
（MP3/WMA）
◎
（iPhone®対応）
●
●
（MP3/WMA）
●
◎
◎
◎
（3ビュー切り替え）
◎
●
（Bluetooth®)
2011年12月
2011年9月
2011年11月

ベーシック ワンセグモデル
デュアルサイズメモリーナビコンポ

VXM-128VS

ベーシック CDモデル
デュアルサイズメモリーナビコンポ

VXM-128C

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊8（パナソニック製）

＊1 ＊3 ＊4 ＊5 ＊8（パナソニック製）

●
☆
フラッシュメモリー(16GB)
7.0型 W-ＱVGA

フラッシュメモリー(8GB)
6.1型 W-QVGA

フラッシュメモリー(8GB)
6.1型 W-QVGA

●
●
●
●

●
●
●
●

●

◎
（MP3/WMA/AAC）
◎
（iPhone®対応）

◎
（MP3/WMA/AAC）
●
（iPhone®対応）

◎（MP3/WMA/AAC）
●
（iPhone®対応）

●
（MP3/WMA/AAC）
●
◎
◎
◎
（3ビュー切り替え）

●
（MP3/WMA/AAC）
●
◎
◎
◎
（3ビュー切り替え）

●（MP3/WMA/AAC）
●
◎
◎
◎（3ビュー切り替え）

●
（Bluetooth®)
2012年4月
2012年1月
2012年3月

●
（Bluetooth®)※5
2012年4月
2012年1月
2012年3月

2012年4月
2012年1月
2012年3月

＊１ CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。＊２ DVD±R/±R DL/±RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。＊３ コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。
＊４ 8cmシングルディスクには対応していません。また8cmCDアダプターはご使用になれません。＊５ ｢USBマスストレージクラス｣のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。＊６ インターナビ・リンク プレミアムクラブの各種情報を受ける
には、
会員登録が必要です。詳しくは販売会社にてご確認ください。＊７ 携帯電話、
iPod®等のデジタルオーディオの一部機種および、
ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。＊8 携帯電話、
iPod®等の一部機種および、
ソフトウェアのバージョ
ンによっては正常に作動しない場合があります。＊9 DVD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。DVD±R DLで記録されたディスクはご使用になれません。＊10 一部のデジタルオーディオは対応できないものがあります。＊11 携帯
電話等を使用する場合、
一部機能がご利用いただけない機種や、
対応していない機種があります。

お得！

ナビコンポ
取付アタッチメント
フェイスパネルキット（VXM-135VFNi/135VFNのみ必要となります。）
デジタルTV用フィルムアンテナ
ナビゲーションロック
合計金額／標準取付時間

VXM-128VSXi

★

●：標準装備 ◎：ナビオプション ☆：所定の時期に1回、
地図データ更新を無償でご提供します
（インターナビ・リンク プレミアムクラブへの会員登録が必要です）。
※1：著作権保護されたWMAまたはAACは再生できません。※2：再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。 ※3：リンクアップフリー専用通信機器を取り外してのご利用となります。
※4：インテリアパネル
（インストルメントパネル部2点セット）
との同時装着はできません。※5：運転席以外での発話は相手側に届きにくい場合があります。

ナビコンポ単体
希望小売価格（消費税込み）

メモリー インターナビ ワンセグモデル
デュアルサイズメモリーナビコンポ

★

●
●
◎
®
●（Bluetooth )／◎（ハンズフリーTELコード）

■ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合

VXM-122VFi

＊1＊2＊3＊4＊5＊6＊8（パナソニック製）

のみ）

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊7（パナソニック製）

メモリー インターナビ 地デジモデル
デュアルサイズメモリーナビコンポ

＊1＊2＊3＊4＊5＊6＊7（クラリオン製）

●
●（

VXM-135VFNi

¥230,000 08A40-5R0-401L

¥225,000 08A40-5R0-450

¥6,300 08B40-TF0-R10B

¥1,575 08B40-TF0-P00A

¥10,000 下記品番一覧をご覧ください。

※ナビゲーションロックを含んだ金額です。
ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

¥190,000 08A40-2R0-400L

¥160,000 08A40-5R0-460L

¥1,575 08B40-TF0-P00A

¥1,575 08B40-TF0-P00A

̶

̶

¥6,825 08A22-7L0-C10

¥6,825 08A22-7L0-C10

¥6,825 08A22-7L0-C10

¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

￥256,125

￥236,400

1.8H

￥201,400

1.2H

1.4H

̶

̶

̶

0.8H

¥105,000 08A40-5R0-440

¥1,575 08B40-TF0-P00A

̶
¥3,000 08B40-0P0-A00

￥164,575

¥115,000 08A40-5R0-430

¥1,575 08B40-TF0-P00A
̶
̶
¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

￥119,575

0.4H

￥109,575

0.4H

■オーディオレス車に装着する場合※

ナビコンポ単体
希望小売価格（消費税込み）

ナビコンポ
取付アタッチメント
フェイスパネルキット（VXM-135VFNiのみ必要となります。）
デジタルTV用フィルムアンテナ
ナビゲーションロック
合計金額／標準取付時間

ナビコンポ+
リアワイドカメラ
システムセット
希望小売価格（消費税込み）

¥230,000 08A40-5R0-401L

¥225,000 08A40-5R0-450

¥6,300 08B40-TF0-R10

¥6,300 08B40-E40-J01

¥10,000 下記品番一覧をご覧ください。

※ナビゲーションロックを含んだ金額です。
ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

￥241,125

￥206,125

1.9H

¥240,000 08A40-5R0-650
¥6,300 08B40-E40-J01

2.1H

¥205,000 08A40-2R0-600
¥6,300 08B40-E40-J01

̶

￥172,975

1.9H

¥175,000 08A40-5R0-660
¥6,300 08B40-E40-J01

̶

￥127,975

1.6H

¥3,675 08A22-7L0-A10

¥3,675 08A22-7L0-A10

¥7,500 下記品番一覧をご覧ください。

¥7,500 下記品番一覧をご覧ください。

¥7,500 下記品番一覧をご覧ください。

¥7,500 下記品番一覧をご覧ください。

¥7,500 下記品番一覧をご覧ください。

¥3,000 08B40-0P0-A00

4.0H

3.6H

¥3,000 08B40-0P0-A00

￥228,625

3.4H

3.8H
3.6H

¥3,000 08B40-0P0-A00

￥195,475

3.6H
3.4H

￥114,300

¥6,300 08B40-E40-J01
̶
̶
¥7,500 下記品番一覧をご覧ください。
¥3,000 08B40-0P0-A00

¥3,000 08B40-0P0-A00

￥150,475

3.3H
3.1H

0.7H

¥120,000 08A40-5R0-640

̶

¥6,825 08A22-7L0-C10

￥263,625

̶
¥3,000 08B40-0P0-A00

¥6,300 08B40-E40-J01

̶

¥6,825 08A22-7L0-C10

4.2H

̶

¥130,000 08A40-5R0-630

¥6,825 08A22-7L0-C10

￥278,625

¥6,300 08B40-E40-J01

̶
¥3,675 08A22-7L0-A10

¥3,000 08B40-0P0-A00

15X HYBRID全

̶
¥3,675 08A22-7L0-A10

2.5H

¥105,000 08A40-5R0-440

¥6,300 08B40-E40-J01

¥6,825 08A22-7L0-C10

¥6,300 08B40-TF0-R10

13G 13ス S RS

̶

¥115,000 08A40-5R0-430

¥6,825 08A22-7L0-C10

¥10,000 下記品番一覧をご覧ください。

※ナビゲーションロックを含んだ金額です。
ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

¥6,300 08B40-E40-J01

̶

¥245,000 08A40-5R0-601

合計金額／標準取付時間

¥160,000 08A40-5R0-460L

¥6,300 08B40-E40-J01

¥6,825 08A22-7L0-C10

￥256,125

ナビコンポ＋リアワイドカメラシステム
取付アタッチメント
フェイスパネルキット（VXM-135VFNiのみ必要となります。）
デジタルTV用フィルムアンテナ
リアワイドカメラ取付アタッチメント
ナビゲーションロック

¥190,000 08A40-2R0-400L

￥136,800

2.4H
2.2H

※メーカーオプションのバックモニター付オーディオを取り外し装着する場合、
サブアタッチメント 08B40-TF0-010A ¥5,250（消費税抜き ￥5,000）0.1H が別途必要となります。

品番一覧
フェイスパネルキット

13G 13ス 15X 08B40-TF0-R10A
S HS

08B40-TF0-R20A

ギャザズナビゲーション 全モデル対象

RS HR

08B40-TF0-R30A

リアワイドカメラ
取付アタッチメント

H Hス HX 08B40-TF0-R40A

Ｈｏｎｄａスマートキーシステム装備無し車用 13G RS

08B77-TF0-M00A

Ｈｏｎｄａスマートキーシステム装備車、HYBRID車用 13ス S 15X RS HYBRID全

08B77-TF0-M02B

Hondaの延長保証「マモル」
＊

あなたの愛車に延長保証！ギャザズナビゲーション も延長保証

★通信費が無料※6のリンクアップフリーに対応。
インターナビ交通情報をはじめ、多彩な情報サービスを気兼ねなく

「マモル」新車コースへ、おクルマご購入と同時に
ご加入いただきますと、走行距離に関わらず、
保証を5年目まで延長できます。
＊ギャザズナビゲーション本体のみ対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ご加入期限 初度登録から1ヵ月以内

フルに活用できます。また、渋滞を予測したルート案内や
空いている駐車場を探したりする機能などを、カーナビではもちろん、

国内で販売しているHonda自家用乗用車

パソコン、携帯電話、スマートフォンでもご利用いただけます。

対 象 車 両 ※ただし、車検証の「使用者」の欄が 法人名義 の
車両など、一部の車両は除きます。

詳しくはプレミアムクラブ ホームページをご覧ください。

h t t p : // w w w. h o n d a . c o .j p / in t e r n av i /

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

※6：
「リンクアップフリー」で、通信費が無料になるのは、装備された専用通信機器でのデータ通信のみ対象となります。専
用通信機器以外の携帯電話などでのデータ通信やハンズフリーテレホンによる音声通話の料金は無料の対象になりませ
んのでご注意ください。また、
本サービスの継続には、
車検時にHonda販売会社で更新手続きをしていただくことが条件と
なります。更新手数料はHonda販売会社で車検を受けていただきますと、
無料になります。Honda販売会社以外で車検を
受けられた場合は別途更新手数料が掛かります。
「リンクアップフリー」はHondaが指定する通信事業者のデータ通信サー
ビスを利用し、
Hondaがお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で提供するものです。
したがって、
本
サービスの提供期間および通信可能エリア等の通信品質についてはHondaはその責任を負うものではないことを予めご
了承ください。
※正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。※ナビゲーションによるルー
ト案内や音声ガイド時は、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因となります。※安
全のため走行中の運転者による操作はしないでください。前方不注意により交通事故の原因となります
（走行中は操作に
制限があります）。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください。※ナビゲーションシステムは､安全のため､
走行中にはDVDビデオやTV画面、
ビデオなどの映像は表示されません。音声のみお楽しみいただけます。※画面はすべ
てハメコミ合成です。
●iPod®、
iPhone®は、
著作権のないマテリアル、
または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生
するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod®は、
米国および他の国々で登録され
たApple Inc.の商標です。iPhone®は、
Apple Inc.の商標です。●Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.が所有する
登録商標で、本田技研工業株式会社と株式会社ホンダアクセスはライセンスに基づき使用しています。

料金所をスムーズに通過
ETC車載器（ナビ連動タイプ／アンテナ分離型）13G

Gathersナビ用
S

H HS

ナビ画面と音声で料金を案内するほか、ETCカードの有効期限切れ
をお知らせします。履歴も画面表示。
本体
¥15,960（消費税抜き ￥15,200）08E23-E34-C01
取付アタッチメント ¥6,300 0.7H（消費税抜き ￥6,000）08E24-TF0-D10

合計 ￥22,260 0.7H （消費税抜き ￥21,200）
取付位置：
ドライバーズポケット内
※接続するナビにより案内/表示は異なります。
※ETC車載器を使用するには、セットアップ作業が必要となります。
別途セットアップ費用が必要です。※別途、決済用のETCカードが必要となります。
※ETCレーン内では開閉バーや前車の急停車に十分注意し、いつでも停車できる安全な速度（時速20km以下）
で通行し
てください。※安全のため走行中の操作はしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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お気に入りの
Navi Option

®

音楽をBGMに

Audio

デュアルサイズ オーディオ

®

iPod /iPhone やUSBオーディオなどを車内で再生するためのコード
VXH-128VF、VXM-135VFNi/122VFi/128VSXi

（（サウンド ））
車内で本格的な
（
）
を

Gathersナビ用

VXM-128VS/128C

ワンセグ視聴やハンズフリー通話のほか、
インターナビ専用アプリをインストールしたiPhone ®を接続すればナビも映せる＊
次世代ビジュアルオーディオ。

WX-135CP用オプション
iPhone用接続キット
インターナビ専用アプリの地図表示をモニターに表示させる
際に必要となります。

デュアルサイズ ディスプレイコンポ WX-135CP（ブラック）
02 USBメモリー

USB
音楽再生

デバイスコード

01 USB接続ジャック

USBメモリー
デバイス

USB
音楽再生

デバイスコード

USBコード
〈WALKMAN®に付属〉
WALKMAN®＊
＊VXM-135VFNi、
VXH-128VFのみ

iPod®/
iPhone®

iPod®/iPhone®（USB接続）

iPod /
iPhone®

※映像再生時はアナログ出力とな
ります。Lightningコネクタを装備
したiPod ® /iPhone ® の場合、
ビデ
オ再生はできません。

04 VTRコード

iPod®/
iPhone®

CＤ/CＤ-R/CＤ-RW

iPod®/

音楽再生

接続コード

音楽＆ビデオ再生

※充電およびナビ画面での
コントロールができます。

01

音楽再生
03 iPod接続コード

取付位置：グローブボックス内

オーディオレス車に
装着する場合★

03

04

iPod接続コード ￥8,001（消費税抜き ￥7,620）08A41-2P0-000
VTRコード ¥2,100

0.3H＊（消費税抜き ￥2,000）08A16-0K0-000

＊ＵＳＢ接続ジャックと同時装着する場合、取付費は必要ありません。

05 VTRコード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）
￥2,100 0.3H （消費税抜き ￥2,000）08A16-0K0-010

ポータブル
オーディオ
プレーヤー

ナビ装着用スペシャル
パッケージ装備車に
装着する場合

04 VTRコード

￥78,975

1.4H （消費税抜き ￥75,215）

iPhone®：グローブボックス内で接続

リアワイドカメラシステム

詳しくは19ページをご覧ください。

（カラーCMOSカメラ〈約120万画素〉／3ビュー切り替え、ガイド線表示あり）

13G 13ス S RS

15X HYBRID全

本体

本体

¥35,000 （消費税抜き ￥33,334）
08A77-6P0-200
取付アタッチ ¥7,500 2.1H （消費税抜き ￥7,143）
メント
08B77-TF0-M00A

取付アタッチ
メント

合計 ￥42,500 2.1H

合計 ￥42,500 1.9H

（消費税抜き ￥40,477）

合計

￥70,575

★メーカーオプションのバックモニター付オーディオを取り外し装着する場合、
サブアタッチメント 08B40-TF0-010A ¥5,250
（消費税抜き ￥5,000）0.1H が別途必要となります。

※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。
※iPod ® 、iPhone ® の一部の機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合がありま
す。WALKMAN®の一部の機種には接続できません。最新のコントロール可能iPod®、iPhone®およびその他の
接続可能機器については http://www.honda.co.jp/navi/support/ をご覧ください。
■iPod®、iPhone®は、著作権のないマテリアル、
または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が
私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod®は、
米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®は、Apple Inc.の商標です。
■WALKMAN®はソニー株式会社の商標です。

iPhone®楽曲再生にも対応。大型液晶
モニターで意のままにコントロール
できるマルチメディアオーディオ。

13G 13ス S RS

15X HYBRID全

WX-135CP＋リアワイドカメラシステムセット
¥84,000 3.1H （消費税抜き ￥80,000）
08A00-5R0-600
取付アタッチメント
¥6,300（消費税抜き ￥6,000）
08B40-E40-J01
デジタルTV用フィルム ¥3,675（消費税抜き ￥3,500）
アンテナ（ワンセグ放送用）
08A22-7L0-A10
リアワイドカメラ
¥7,500（消費税抜き ￥7,143）
取付アタッチメント
08B77-TF0-M00A

WX-135CP＋リアワイドカメラシステムセット
¥84,000 2.9H（消費税抜き ￥80,000）
08A00-5R0-600
取付アタッチメント
¥6,300（消費税抜き ￥6,000）
08B40-E40-J01
デジタルTV用フィルム ¥3,675（消費税抜き ￥3,500）
アンテナ（ワンセグ放送用）
08A22-7L0-A10
リアワイドカメラ
¥7,500（消費税抜き ￥7,143）
取付アタッチメント
08B77-TF0-M01B

合計 ￥101,475 3.1H

合計 ￥101,475 2.9H

スピーカー

（消費税抜き ￥96,643）

後席からもナビを操作

オーディオリモコンスイッチ

リモコン

全タイプ

17cmネオジウムデュアルスピーカー GS-5060DL

本体 ¥35,000 0.2H（消費税抜き ￥33,334）08A00-8P0-250
取付アタッチメント ¥1,575（消費税抜き ￥1,500）08B00-TF0-A00

強力な磁束密度を持つネオジウムマグネットを採用。高音質
なデュアルスピーカー。

13G 13ス S RS（6MT車）

ステアリングホイールのスイッチでオー 各￥3,675 0.7H （消費税抜き ￥3,500）
ディオ機能のモード切り替え、選曲/選局、 VSA装備無し車用 08A60-TF0-A00
VSA装備車用08A60-TF0-B00
ボリューム操作などが行えます。
RS（CVT車） ￥3,675 0.6H
（消費税抜き ￥3,500） 08A60-TF0-C00

15X

￥3,675

0.6H

（消費税抜き ￥3,500） 08A60-TF7-C00

H Hス HS HR（6MT車） ￥3,675 0.6H
（消費税抜き ￥3,500） 08A60-TF0-E00

HX HR（CVT車） ￥3,675 0.6H

ＡＭ/FＭ

Gathersナビ用

VXH-128VF、
VXM-128VSXi用

VXM-122VFi用

￥6,300（消費税抜き ￥6,000）

￥6,300

フロント/リア共用＊、左右セット

MP3/WMA/AAC

スペアナ

車速連動VOL

®

￥7,350

®

USB/iPod /iPhone
AUX

17cmネオジウム2WAYスピーカー GS-5060XL

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 パナソニック製

強力なI.D.M.磁気回路をもつネオジウムマグネットを搭載。
フルレンジに高音質。

08A41-2M0-100

フロント/リア共用＊、左右セット

1DINサイズ オーディオ

VICS情報をキャッチ
VICS光・電波ビーコンユニット

Gathersナビ

VXH-128VF用 08A41-8M0-200
VXM-122VFi用 08A41-2M0-200

コンパクトなボディに多彩な機能を
凝縮し、お求めやすい価格を実現した
1DINコンポ。

FM-VICS機能に加え、一般道用の光ビーコン、 メーカーオプションナビ用 08A57-S5A-A01
高速道用の電波ビーコンの受信が可能。D．
R．
G．
（ダイナミック・ルート・ガイダンス）機能によ 各￥31,290 0.4H （消費税抜き ￥29,800）
※メーカーオプションのサイドカーテンエアバッグシステム装備車に装着の
り、渋滞時の迂回ルート検索が行えます。

￥12,600

マルチメディアCDチューナー
CX-128C（シルバー） ※オーディオレス車用
本体 ¥24,000 0.2H（消費税抜き ￥22,858）08A02-8P0-100
取付アタッチメント ¥1,575（消費税抜き ￥1,500）08B00-TF0-A00
オーディオポケット ¥1,050（消費税抜き ￥1,000）08A36-0E0-100

CＤ/CＤ-R/CＤ-RW
AUX

MP3/WMA/AAC

車速連動VOL

ＡＭ/FＭ

0.3H （消費税抜き ￥12,000）08A38-0H0-550

＊フロント：標準装備のフロントスピーカーを取り外し装着となります。
リア：メーカーオプションのHondaインターナビ、バックモニター付オーディオ、ナビ装着用スペシャルパッケージ
装備車はリアスピーカーを取り外し装着となります。

2.5cmソフトドームツィーター ＧＳ-３９３０Ｔ

合計 ￥26,625 0.2H （消費税抜き ￥25,358）

場合、別途クリップ
（91561‐TA0‐A11）
が必要です。

（消費税抜き ￥3,500） 08A60-TF0-F00

0.3H （消費税抜き ￥7,000）08A38-0H0-500

EQ

（消費税抜き ￥6,000）

08A41-8K0-100

（消費税抜き ￥96,643）

デュアルサイズCD/USBコンポ
WX-128CU（ブラック） ※オーディオレス車用

CＤ/CＤ-R/CＤ-RW

Gathersナビ用

（消費税抜き ￥40,477）

デュアルサイズ ディスプレイコンポ＋リアワイドカメラシステムセット

0.3H （消費税抜き ￥67,215）

＊
【iPhone®連携ナビゲーション使用上のご注意】
※対応iPhone®：iPhone4/4S（iOS4.3〜5.1）。iPhone5には対応できません。 ※連携ナビゲーションを行うには、別売の
iPhone用接続キット
（充電機能付）
が必要です。 ※連携ナビゲーションを行うには、対応iPhone®へインターナビ専用アプリをイ
ンストールする必要があります。 ※安全のため、携帯電話の操作は、必ず安全な場所に停車させてから行ってください。 ※インタ
ーナビ専用アプリが提供する情報は、参考情報となります。実際の交通規制と異なる場合は、実際の交通規制に従って走行してく
ださい。※インターナビ専用アプリをご利用いただくには、別途インターナビ・リンクへの会員登録が必要です。※インターナビ専
用アプリ以外のiPhone®アプリは本機との連携、画面表示はできません。
（iPhone®内「ミュージック」アプリで音楽を再生しながら
インターナビ専用アプリを表示することは可能です）。 ※iPhone®と本機をBluetooth®で接続しハンズフリー通話を利用する場
合、
インターナビ専用アプリの一部機能が制限されます。※GPSの受信状態により実際の自車位置とずれる場合があります。

合計 ￥36,575 0.2H （消費税抜き ￥34,834）

手元でラクラク操作

¥35,000 （消費税抜き ￥33,334）
08A77-6P0-200
¥7,500 1.9H （消費税抜き ￥7,143）
08B77-TF0-M01B

本体
¥69,000 0.3H （消費税抜き ￥65,715） 08A00-5R0-400
取付アタッチメント
¥1,575（消費税抜き ￥1,500） 08B40-TF0-P00A

06 AUX接続コード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）
￥1,365 0.3H （消費税抜き ￥1,300）08A16-0N0-000

06 AUX接続コード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

ビデオ
カメラ

本体
¥69,000 1.4H （消費税抜き ￥65,715）08A00-5R0-400
取付アタッチメント
¥6,300（消費税抜き ￥6,000）08B40-E40-J01
デジタルTV用フィルムアンテナ ¥3,675（消費税抜き ￥3,500）08A22-7L0-A10
（ワンセグ放送用）

合計

充電機能/ｉＰｏｄ®コントロール機能付

ビデオカメラ
ビデオ再生

0.6H （消費税抜き ￥7,620）08A41-0P0-000

USBメモリーデバイスコード
￥1,575（消費税抜き ￥1,500）08A41-0N0-000

ポータブル
オーディオ
プレーヤー

音楽再生

USB接続ジャック ￥8,001

iPhone®

WX-135CP

（オプション）

02

全機種共通

ポータブル
オーディオ
プレーヤー

WX-135CP：
本体USB接続
ジャックに接続

iPhone®連携〈インターナビ専用アプリ〉
USB（オプション）

充電機能/ｉＰｏｄ®コントロール機能付

※Lightningコネクタを装備したiPod®/iPhone®を
接続する場合、Apple製iPod®/iPhone®アクセサリー
｢Lightning‒30ピンアダプタ｣が別途必要となります。

05 VTRコード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

TV（ワンセグ）

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 パナソニック製

iPod /
iPhone®

音楽＆ビデオ再生

ＡＭ/FＭ

MP3/WMA/AAC

iPhone®
iPod®/iPhone®に付属の
・iPod Dockコネクタ
（USB2.0ケーブル用）
・Lightning-USBケーブル

®

01 USB接続ジャック

0.7H （消費税抜き ￥13,500）08A30-0R0-400

※対応iPhone®：iPhone4/4S。
※USBメモリーデバイスコードとの同時使用はできません。
※ビデオ再生はできません。
※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。

®

03 iPod

01 USB接続ジャック

￥14,175

USBメモリー
デバイス

02 USBメモリー

中高音域の広がりを生むツィーターです。

EQ

フロント用、左右セット

＊1 ＊2 ＊5 ＊6 パナソニック製

￥12,600

0.4H （消費税抜き ￥12,000）08A39-0E0-211

メーカーオプションナビ/オーディオ用

Bluetooth®非対応の
携帯電話で通信ができます

メーカーオプションナビで
地デジTVを

バックモニター付オーディオで
ワンセグTVを

インターナビ・ハンズフリーＴＥＬコード

地上デジタルチューナー

ワンセグチューナー
GTS-088S（リモコン付）

（4チューナー/4アンテナタイプ）

携帯電話

（Bluetooth®非対応）

Bluetooth®非対応の携帯電話でハンズフリー通話が可能です。
FOMA用 ￥4,200（消費税抜き ￥4,000）08E02-SZT-C00
WIN用

￥4,200（消費税抜き ￥4,000）08E02-SZT-D00

※標準装備のリンクアップフリー専用通信機器を取り外しての装着となります。
※標準装備のリンクアップフリー専用通信機器以外でデータ通信を行った場
合、通信費はお客様のご負担となります。※お手持ちの携帯電話に合わせてお
選びください。※交通安全上、運転中の通話は避けてください。やむをえず受け
る場合は「かけ直す」
ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

地上デジタルＴＶ放送をク
リアな映像で楽しめます。
12セグ、
ワンセグに対応し、
電波状況に応じて自動的に
切り替 わります 。
４チュー
ナー/４アンテナタイプで広
範囲での受信が可能。
本体
¥68,250
（消費税抜き ￥65,000）08A21-5M0-100
取付アタッチメント
（フィルムアンテナ含む）
¥15,750 1.8H （消費税抜き ￥15,000）08B21-E58-H00

オーディオリモコンスイッチ
WX-135CP
WX-128CU
CX-128C

バック モ ニ タ ー 付 オ ー
ディオにワンセグをプラ
ス。デジタル放送ならでは
の安定したテレビ映像を
お楽しみいただけます。

ステアリングホイールのスイッチでモード切り替え、選
曲/選局、
ボリューム操作などが行えます。

￥3,675 （消費税抜き ￥3,500）

合計 ￥84,000 1.8H （消費税抜き ￥80,000）

合計 ￥37,800 1.2H （消費税抜き ￥36,000）

※ナビゲーションシステムでは安全のため、走行中に映像は表示されません。
音声のみお楽しみいただけます。
※スポーツシートとの同時装着はできません。

取付位置：グローブボックス内
※メーカーオプションのサイドカーテンエアバッグシステム装備車に装着の
場合、別途クリップ
（91561‐TA0‐A11）
が必要です。

FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

＊1 CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。＊2 コピーコントロールCDなどの音楽
CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。＊3 「USBマスストレージクラス」のUSBメモリーデ
バイス以外のUSB機器は接続しないでください。 ＊4 iPod®等のデジタルオーディオの一部機種およびソフトウェ
アのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。 ＊5 著作権保護されたWMAまたはAACは再生でき
ません。＊6 再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。
■iPod®、iPhone®は、著作権のないマテリアル、
または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生す
るために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。■iPod®は、米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。■iPhone®は、Apple Inc.の商標です。■WALKMAN®はソニー株式会社の商標です。

詳しくは17ページをご覧ください。

USBメモリーデバイスコード
WX-135CP
WX-128CU

USB
メモリー
デバイス

USBメモリーデバイスが接続できます。

￥1,575（消費税抜き ￥1,500）08A41-0N0-000
※iPhone用接続キットとの同時使用はできません。

本体
¥30,450
（消費税抜き ￥29,000）08A20-8K0-100
取付アタッチメント
（フィルムアンテナ含む）
¥7,350 1.2H （消費税抜き ￥7,000）08B20-E15-A00

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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共通オプション

AUX接続コード
（両側ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

WX-128CU
CX-128C
ポータブル
オーディオ
プレーヤー

ポータブルオーディオプレーヤー等が接続
できます。

CD-R/CD-RWについて：●データ書き込み状態が不安定なディスク、記録時及び再生時に基盤面に指紋などの汚れ
や傷などがあるディスク、
またディスクの特性などにより、再生できない場合があります。●記録時に高倍速にて記録し
たCD-R、CD-RWは、再生できない又は、音飛びなどが発生する場合があります。●CD-R、CD-RWは通常の音楽CD
に比べ高低温多湿環境に弱く、場合により音飛びが発生しやすくなります。●長時間車室内などに放置（長時間太陽光
を記録面に当てる、等）
したディスクは劣化する恐れがあり、再生できない場合があります。また車内とCDプレーヤー
などの温度が30℃程度に下がるまでCD-R、CD-RWを再生しないでください。●CD-R、CD-RWのレーベル面や記
録面にシールなどは一切貼らないでください。●ファイナルセッション（書き込み終了した物）されていないCD-R、
CD-RWは再生できません。●コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はで
きません。
■オーディオのシステムアップについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※画面はすべてハメコミ合成です。

￥1,050（消費税抜き ￥1,000）08A16-0K0-020

※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。

詳しくは「Gathers総合カタログ」をご覧ください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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カタログPDFの情報は2013年4月現在のものです。

駐車

をらくらくカンタンに

安全運転をカメラやセンサーでサポート
起きてしまったもしもを、映像として記録

後方を確認しながらスムーズに駐車
リアワイドカメラシステム

Gathersナビ/WX-135CP用

従来のリアカメラと同様の標準的なビューで
表示します。

セレクトノブを□の位置に入れると、
ナビ画面が自動的にカメラ映像に切
R
り替わります。後退時、
ガイド線付きの画面で後方確認を行うことができ、
目視による確認と相まって、安心感が高まります。ナビ画面に表示される
ビュー切り替えボタンを操作することで、
ノーマル／ワイド／トップダウン
の各ビューを表示することができます。ガイド線無しも選択可能。

後方側方の車両が接近するまで見えない

ワイドビュー
約180°
を見渡せるワイドな視野範囲。後方側
方も広範囲に表示できます。

Ｈｏｎｄａスマートキーシステム装備無し車用
13G RS

後方側方の車両が遠方でも見やすい

¥35,000（消費税抜き ￥33,334） 08A77-6P0-200
¥7,500 2.1H（消費税抜き ￥7,143） 08B77-TF0-M00A

本体
取付アタッチメント

合計 ￥42,500 2.1H

トップダウンビュー

Ｈｏｎｄａスマートキーシステム装備車、HYBRID車用
13ス S 15X RS HYBRID全

真 上 から見 下ろしたような 視 野 範 囲 。停止
位置との距離感が掴みやすい表示です。

¥35,000 （消費税抜き ￥33,334） 08A77-6P0-200
¥7,500 1.9H（消費税抜き ￥7,143） 08B77-TF0-M02B

本体
取付アタッチメント

ドライブレコーダー

ノーマルビュー

（カラーCMOSカメラ〈約120万画素〉/3ビュー切り替え、ガイド線表示あり）

合計 ￥42,500 1.9H

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車両により異なります。

リアワイドカメラシステムセットがお得！

1秒前

0.1秒前

0秒 衝撃を感知

●SDメモリーカードに対応したパソコンなら自宅で再生が可能

合計 ￥54,600 1.3H （消費税抜き ￥52,000）

パソコンでの画面表示例： 映像、音声、
日時、速度、加速度と速度を時系列で表示
するグラフなど、映像保存時の情報を表示します。

本体取付位置：助手席アッパーグローブボックス内
（アッパーグローブボックス・エアコン連動温調機能装備車はセンターコンソー
ル横になります。）
※メーカーオプションのサイドカーテンエアバッグシステム装備車に装着する
場合、別途クリップ
（９１５６１-TAO-A1１）
が必要です。
※アッパーグローブボックス・エアコン連動温調機能装備車の場合、
コンソー
ルサイドポケットとの同時装着できません。

※パソコンの動作環境：Windows2000 SP4以降/XP SP2以降/Vista / 7

※掲載写真は衝突実験時のものです。実際の映像は外部環境により映像画質が変化します。

＜セット内容＞
①ドライブレコーダー本体
②広画角CCDカメラ
③SDメモリーカード
（再生ソフト内蔵：1GB）

●SDメモリーカードに約30件まで記録
※保存件数は自動による約20件、
スイッチ操作による約10件。
※上記保存件数を超えた場合、古いものから上書きされます。

ギャザズナビ＆オーディオ対応

¥35,000（税込）のリアワイドカメラシステム(本体のみ)＊が、 ＊装着には別途、リアワイドカメラ取付
アタッチメントが必要となります。

ナビ本体＋¥15,000 (税込)でご購入いただけます。

手元で映像データを､任意で保存したい時に使用する手動スイッチ

Honda純正ナビで本体内のデータがいつでも再生可能

■オプションスイッチ

■映像コード（ドライブレコーダー専用）

￥1,050

（消費税抜き ￥1,000）08E30-E26-000B

＊本体とオプションスイッチを同時装着した場合、0.2Ｈ となります。
※交通安全上、運転中の操作はご遠慮ください。

●本機は衝撃を検知して映像を記録する装置です。すべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。以下の場合などは、
衝撃が検知できず映像が記録できない場合があります。①衝撃が弱く、
本機が検知するように設定されたセ
ンサー感度に満たない場合。②本機の取付状態に問題が発生した場合。③大きな事故や水没などで本機が損傷を受けた場合。●衝撃を感じて映像が記録されなかった場合や、
記録された映像データが破損していた場合による損害、
本機の故障や本機を使
用することによって生じた損害については弊社は一切責任を負いません。●本機は、
証拠としての効力を保証するものではありません。●本機で記録した映像は、
その使用目的や使用方法によっては、
被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合があり
ますのでご注意ください。●夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、
映像に残る場合があります。また外部環境により映像画質が変化します。●LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、
本機で撮影
すると、
点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。 ※詳しくは専用カタログをご覧ください。

まぶしさを自動的に軽減

料金所をスムーズに通過

オートデイナイトミラー

ETC車載器

超音波センサーが障害物への接近を感知して、
ブザーで警告します。
クル
マと障害物との距離によって3種類の警告音でお知らせ。狭い道での右
左折や縦列駐車などに便利です。

ドライバーがまぶしいと感じる強い光をセンサーで感知し、鏡面の明るさを自動制御してまぶし
さを軽減します。

全タイプ

アンテナ分離型（取付アタッチメント含む） 13G S

■音声ガイドタイプ

動 作 状 態や 料金 所の 通 過をブザーで知
らせるシンプルタイプ。

アンテナ部にスピーカーを内蔵し、通行
料金のほかETCカードの有効期限も音
声 でお 知らせし
ま す。L E D ラン
プでETCカード
の挿入状態も確
認できます。

￥10,500

￥14,175

¥16,800（消費税抜き ￥16,000） 08V66-TF0-＊＊＊＊
¥16,800 1.9H（消費税抜き ￥16,000） 08V66-TF0-＊＊＊＊

合計 ￥33,600 1.9H （消費税抜き ￥32,000）
※コーナーポールとの同時装着はできません。
フロントセンサー

リアコーナーセンサー＆バックソナー
作動前

¥16,800（消費税抜き ￥16,000） 08V67-TF0-＊＊＊＊
¥16,800 1.1H（消費税抜き ￥16,000） 08V67-TF0-＊＊＊＊

合計 ￥33,600

本体
取付アタッチメント

品番一覧
＊＊＊＊
C10K
C20K
C30K
CG0K
C70K
C50K
CR0K
CV0K
CU0K
CX0K
C90K
CC0K
CE0K

５ＭＴ車/RS用
13G 13ス RS
ＣＶＴ/５ＡＴ車用
13G 13ス S 15X H Hス HS HX

H01A

センサー感知範囲イメージ図

＊＊＊＊

リアコーナーセンサー＆バックソナー

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

C00A

取付アタッチメント
RS HR

D00A

センサー感知範囲（単位：cm）
フロント

取付位置：センターコンソール

0.8H （消費税抜き ￥13,500）

08E23-E34-B02

取付位置：グローブボックス内

※ブザーガイドタイプはコンソールサイドポケットとの同時装着はできません。
※ETC車載器を使用するには「セットアップ」作業が必要となります。別途セットアップ費用が必要です。
※別途、決済用のETCカードが必要となります。
※メーカーオプションのサイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップ（91561-TA0-A11）が必要です。

約30以下
約30〜45

約75〜100

約45〜60

約50以下

約30以下

ピーという連続音

約50〜100

約30〜45

ピ、
ピ、
ピという早い断続音

約100〜150 約45〜60

乗る前から、室内の温度を快適に

アクアクリーンミラー

リモコンエンジンスターター

13G 13ス S

H
装着前

装着後

ピッ、
ピッ、
ピッという遅い断続音

※センサー直近20cm以下では検知しない場合があります。

コーナーポール（リモコン式）

ハイケルビンバルブ

運転席からは見えにくい左フロント部分の
距離感をガイドします。
●スイッチON時に、
イグニションスイッチに連動して伸縮。

透明感のあるクリアなホワイト光で、
シャープなイメージに
ドレスアップ。白さと明るさのバランスを重視し、夜間走行
時の視認性とファッション性を両立させています。

●アップ時には、
イルミネーションが青色に点灯
（ブルーLED照明）
。

■ハロゲンフォグライト
（クリア）
用 H11
（55W）2個セット 全タイプ

￥19,425

1.5H （消費税抜き ￥18,500）

￥7,350

５ＭＴ車用

13G 13ス
08V60-TF0-000

0.4H （消費税抜き ￥7,000）08V30-E89-000C

■ポジションライト用 W5W（5W）2個セット
＊ ＊
13G 13ス S 15X RS H Hス HS

￥2,205

0.2H （消費税抜き ￥2,100）08V30-E89-000E

＊メーカーオプションのディスチャージヘッドライト装備車には装着できません。

■ライセンスライト用 W5W（5W）2個セット 全タイプ

￥2,205

0.2H （消費税抜き ￥2,100）08V30-E89-000E

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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0.7H （消費税抜き ￥10,000）

08E23-E34-A01

雨天時でもミラーの視認性をキープ
電 子ブザ ー 音

フロントコーナー バックソナー リアコーナー

約50以下
約50〜75

夜間走行時の視認性とファッション性を向上

※ロアスカート フロント、
フロントセンサーとの同時装着
はできません。

※標準のルームミラーを取り外し
装着となります。
※写真は他車種の装着例です。
説明のためのイメージです。

F01A

LED点灯で夜間の運転にも便利

CVT/5AT車用 13G 13ス S 15X H Hス HS HX
08V60-TF0-B00

¥16,800（消費税抜き ￥16,000） 08V03-SLE-000
¥3,150 0.5H（消費税抜き ￥3,000） 08V03-TF7-000

合計 ￥19,950 0.5H （消費税抜き ￥19,000）

＊＊＊＊

フロントセンサー

取付アタッチメント

作動後

LEDイルミネーション付（ブルー照明）

1.1H （消費税抜き ￥32,000）

フロントセンサー／リアコーナーセンサー＆バックソナー
（ＮＨ−５７８）
タフタホワイト
（ＮＨ−６２４Ｐ）
プレミアムホワイト・パール
アラバスターシルバー・メタリック （ＮＨ−７００Ｍ）
（ＮＨ−７３１Ｐ）
クリスタルブラック・パール
（Ｒ−８１）
ミラノレッド
（Ｙ−７０Ｐ）
プレミアムイエロー・パールⅡ
本 体
（Ｂ−５６８Ｍ）
アズールブルー・メタリック
（ＹＲ−５８６Ｐ）
プレミアムディープモカ・パール
（ＹＲ−５８５）
サンセットオレンジⅡ
（ＮＨ−７３７Ｍ）
ポリッシュドメタル・メタリック
（Ｂ−５８１Ｍ）
ピュアブルー・メタリック
＊
スーパープラチナアクア・メタリック（ＢＧ−６１Ｍ）
（Ｒ−５５５Ｍ）
ピンクゴールド・メタリックⅡ
＊リアコーナーセンサー＆バックソナーのみとなります。

H HS

■ブザーガイドタイプ

■フロントセンサー 13G 13ス S 15X RS H Hス HS HX

本体
取付アタッチメント

ギャザズナビコンポ
映像コードおよび
VTRコードが必要です。

※ナビゲーションシステムでの再生は映像のみです。※VTRコードはいずれかの選択となります。

センサー

■リアコーナーセンサー＆バックソナー 全タイプ

Honda インターナビ
映像コードが必要です。

■VTRコード
￥2,100 0.3H （消費税抜き ￥2,000）08A16-0K0-000
■VTRコード（ステレオミニプラグ（φ3.5mm)タイプ） ￥2,100 0.3H （消費税抜き ￥2,000）08A16-0K0-010

0.3H＊（消費税抜き ￥2,000）08E30-E26-000A

障害物を感知して、ブザーでお知らせ

本体
取付アタッチメント

8秒後

本体
¥49,350（消費税抜き ￥47,000）08E30-E26-001
取付アタッチメント ¥5,250 1.3H（消費税抜き ￥5,000）08E31-E26-A01

￥2,100

ナビコンポ/オーディオ（WX-135CP）
＋リアワイドカメラシステムセット ▶詳しくは15-16、18ページをご覧ください。
単品通常価格

カメラ取付位置

オプション

ガイド線表示
車両後端より：約0.5m 約2m 約3m
テールゲート開閉可能位置目安

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※広角レンズを使用しているため、ナビ画面上に表示される映像は、実際の距離感覚とは
異なります。
※リアワイドカメラシステムは障害物等の確認のための補助手段として使用してくださ
い。安全のためカメラ使用時も直接周辺の安全確認を行いながら運転してください。
※雨滴などがカメラ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する
場合があります。

全タイプ

急ブレーキや急ハンドル、
クルマに衝撃が加わると､ブザーで警
告すると同時にその前後20秒間の映像（前約12秒/後約8秒）､
音声､速度､加速度､日時を自動的に保存｡いざという時に、
その
時の実際の映像を確認できます。装着することにより､見られて
いるという意識も高まり、
安全意識の向上を促します。

FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

￥10,290

0.2H （消費税抜き ￥9,800） 08V11-TF0-000

セキュリティアラーム装備無し車用
13G 13ス S 08E92-TF0-B01／

※標準装備のミラーサブＡｓｓｙ.を取り外し装着となります。
※4WD車、
コンフォートビューパッケージ装備車には装着できません。

全タイプ

※MT車には装着
できません。

離れた場所からリモコン操作でエンジンをスタ
ート。マニュアル・エアコンディショナー装備車の
場合、あらかじめ車内のエアコンスイッチをON
にしておけば、乗車時には車内の温度も快適
に。フルオート・エアコンディショナー装備車な
ら、
自動的に適度な温度に調節します。始動後、
約10分でエンジンは自動停止。アンサーバック
機能、
およびキーレスエントリー機能付きです。

セキュリティアラーム装備車用

各￥58,800 1.5H （消費税抜き ￥56,000）
H Hス HS 08E92-TF2-A00

各￥58,800 1.2H （消費税抜き ￥56,000）

15X RS 08E92-TF0-000／ HX HR 08E92-TF2-000
ポジション/
ハロゲンフォグライト用 ライセンスライト用
※ハロゲンフォグライト用は、
フォグライト
装備車とハロゲンフォグライト
（クリア）
装着車に装着できます。
取り付けた日から1年間バルブの寿命
を保証します。
※ポジション/ライセンスライト用は、消耗
品のため保証の対象にはなりません。
色温度イメージグラフ
3,000K
ノーマル ハイケルビン
バルブ
バルブ

4,000K

5,000K

施錠時に自動でミラーを折りたたみ
オートリトラミラー

全タイプ

ドアロックで格納、アンロックで展開。離れた場所
からでも、
ドアロックの状態が確認できます。

￥10,500

0.5H （消費税抜き ￥10,000）

08V02-TF0-000
※13GはFパッケージ装備車にのみ装着できます。
※リモコンエンジンスターターと同時装着する場合、
サブハーネスアタッチメント 08V02-TF0-000A ¥3,150
（消費税抜き ￥3,000）0.1H が別途必要になります。

※イモビライザー装備車はHonda販売会社の専用機器
（HDS）
によるセッティング作業が必要です。
※13G、13G・スマートセレクションに装着する場合は、運転席用アンダーカバー 08E10-TF0-A10A ¥1,785
（消費税抜き ￥1,700）
が必要です。ただし、
フットライトまたはインテリアイルミネーションセットと同時装着する
場合は必要ありません。
※オートリトラミラーと同時装着する場合、別途サブハーネスアタッチメントが必要です。
詳しくはオートリトラミラーをご覧ください。
●電波到達距離：見通しの良い場所では約250m以内
（ただし周囲の状況により異なります。）
●アンサーバック機能によって、車両の状態をディスプレイで確認可能。
エンジン始動/停止・セキュリティ警報履歴・暖気運転残時間・室内温度・ドアロック/アンロック・
その他（リモコン電池残量）
●キーレスエントリー機能の電波到達距離は、車両標準キーレスエントリーと同等となります。
●マニュアル・エアコンディショナー装備車に装着した場合、温度表示等のアンサーバック機能はありません。
※一般公道での使用、閉めきった車庫での使用はおやめください。
※エンジンの暖機運転以外には使用しないでください。
※地域により、
車両停止中にみだりにエンジンを稼動させた場合、
条例により罰則を受ける場合がありますので、
ご注
意ください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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クルマを便利に快適に

日差しをやわらげ、車内を快適に

ドライブ中の腰の負担を軽減

スクリーンシェード

ランバーフィットサポート

全タイプ

まぶしい日差しを軽減したい時や、休憩時にプライベートを守りたい時などに役立ちます。簡単に脱着でき、使用しな
い時は付属のバッグに収納できます。
リアドアウインドウ用／左右セット 収納バッグ付

室内で過ごす時間を心地よく

￥12,600

0.2H
（消費税抜き ￥12,000）08R67-TF7-000

目的に合わせて変えられる多彩な収納アイテム
マルチフックシステム

リアシェルフ

テーブルや収納ポケット、
トラッシュボックスなど、目的に合わせて使える多彩なアイテムを装着
するためのフックです。

13G（FF）13ス（FF）S（FF）RS
0.6H 08U35-TF0-010A

ナンバープレートをドレスアップ

13G（4WD）13ス（4WD）S（4WD）

￥12,600（消費税抜き ￥12,000）

フック

ライセンスフレーム

0.6H 08U35-TF0-010B
HYBRID全

0.3H （消費税抜き ￥2,500）

各￥3,675 0.1H （消費税抜き ￥3,500）

0.5H 08U35-TF0-010C
※リアシェルフの上に物を載せないでくだ
さい。
※写真はフックを外した状態で撮影した
ものです。

ポケット、
テーブルの装着には
角度調整キットが必要です。

角度調整キット
￥1,575 0.1H
（消費税抜き ￥1,500）
08U08-SLJ-010C

アロマモーメント

各￥3,675 0.1H （消費税抜き ￥3,500）

■ディフューザーキット（オレンジＬＥＤ照明）
08R72-E3G-＊＊＊
キット内容：
ディフューザー（オレンジLED照明付/1個）/
エッセンシャルオイル
（5mℓ）/
オイルパッド
（装着済1枚/交換用3枚）

13G 13ス S 15X RS

￥9,450（消費税抜き ￥9,000）
HYBRID全

￥9,450（消費税抜き ￥9,000）

許容荷重：1.0kg

08U08-SLJ-010D

追加用
オレンジＬＥＤ照明点灯イメージ
※写真は他車種の装着例です。

■交換用オイルパッドセット（5枚セット）￥315（消費税抜き ￥300）

許容荷重：3.0kg

￥10,500（消費税抜き ￥10,000）

フットセット

08U45-TF0-000A

バーセット
合計

〈アタッチメント〉

ユーティリティボックス

さまざまな荷物を荷崩れしないよう
にまとめて収納。荷物の出し入れが
楽に行え、脱着も簡単です。

ユーティリティベルト

225×140mm

背の高い荷物を簡単に固定できる
ベルト。
（周長約1m）

助手席専用

各￥6,300（消費税抜き ￥6,000）
グレー
08U13-S3A-000
ベージュ 08U13-SZH-000
※スポーツシート、
防水シートカバーとの
同時装着はできません。
※助手席に乗車時はユーティリティボックスを
取り外してください。

￥2,100（消費税抜き ￥2,000）
255×260×200mm

※スポーツシート、
チャイルドシート
（Honda
Kids ISOFIX）
との同時装着はできません。

車検証や取扱説明書の収納に

全タイプ

お子様の足蹴りからシートバックを保護。汚れても簡単に脱
着でき、洗ってご使用になれます。小物の入るポケット付き。

￥3,150（消費税抜き ￥3,000）
08P33-SYA-000A
※スポーツシート、
マルチフックシステム
（シートバック取付用）
との同時装着はできません。
※ペットシートマットとの同時使用はできません。
※助手席装着時はシートバックポケットは
使用できません。

ドキュメントバッグ

全タイプ

リア席シートバックに簡単に装着
可能。車検証や取扱説明書が収納
できます。
（縦：約34cm/横：約47cm）

全タイプ

￥12,075（消費税抜き ￥11,500）
08T01-281-B01

￥12,075（消費税抜き ￥11,500）

スキー/スノーボードアタッチメント（ロック付）
フラットタイプ
￥18,900

スキー/スノーボードアタッチメント（ロック付）
ガルウイングタイプ
￥26,250

サイズ：W 80×H 12cm
積載部幅：62.5cm
積載の目安：スノーボード4枚
またはスキー板6セット
※スキー、
スノーボードの形状により
積載数は異なります。

（消費税抜き ￥25,000）
08L03-E09-000A

許容荷重 35kg

■１７５/６５Ｒ１5タイヤ用
08T01-517-A00

■１8５/5５Ｒ１6タイヤ用

サイズ：W 83.5×H 12cm
積載部幅：片側 28cm×2
積載の目安：スノーボード4枚
またはスキー板6セット
※スキー、
スノーボードの形状により
積載数は異なります。

￥13,650（消費税抜き ￥13,000）
08T01-618-001

※スタッドレスタイヤには装着できない場合が
あります。
※タイヤサイズを確認してお買い求めください。

ワイパーブレード（スノータイプ） 全タイプ
降雪時もスムーズに作動し、視界を見やすく確保します。
■運転席側用

￥5,250（消費税抜き ￥5,000）08T22-SMA-000
許容荷重 35kg

運転席側用

■助手席側用

￥5,250（消費税抜き ￥5,000）08T22-SEA-000B

助手席側用

■リア用

ルーフアルミラック
（シルバー）
￥40,950 0.5H
（消費税抜き ￥39,000）

ラゲッジネット
（ルーフアルミラック用）

￥3,675（消費税抜き ￥3,500）

08L08-TA1-A02

08L96-TA1-000

08U13-S8R-000

サイズ：Ｌ110×W 82×H 9cm
※荷物は別売の
タイダウンベルトとラゲッジネットで
確実に固定してください。

サイズ：L 90×W 90cm

￥3,465（消費税抜き ￥3,300）08T22-SFA-000

許容荷重 31kg

タイダウンベルト（ベルト2本入り）
￥2,940（消費税抜き ￥2,800）

リア用

お得なセット
ワイパーブレード（スノータイプ）フロント用・リア用セット
運転席側用、助手席側用、
リア用 単品合計

08L35-TA1-000

FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

〈タイヤチェーン〉

サイズ：W 5.5×H 5cm
※スキー板1セットまたは
ウインドサーフィンマスト1本積載可能です。

サイズ：L 500×W 2.5cm

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、

雪道のドライブに

サイズ：W 50×H 2.5cm
※ボード１枚分
※サーフボードは別売のタイダウンベルトで
確実に固定してください。

￥4,200（消費税抜き ￥4,000）
※リアシート左側シートバックへの装着と
なります。
※カーゴマットとの同時装着はできません。

￥1,050 0.3H
（消費税抜き ￥1,000）
08L46-TF0-010

08L03-TA1-002

（消費税抜き ￥18,000）
08L03-E09-000B

※詳しくは
26ページへ

■１７５/６５Ｒ１４タイヤ用

（消費税抜き ￥980）

（消費税抜き ￥4,300）
08L05-TA1-000

0.2H （消費税抜き ￥9,000）

つかみやすいストラップで、
テー
ルゲートがラクに閉められます。

スチールチェーン

スキー/マストホルダー
￥1,029 0.1H

サーフボードクッション
￥4,515 0.1H

￥9,450

各

各￥27,300 0.6H （消費税抜き ￥26,000）

※ルーフより約12cm高くなります。
※装着する物の長さによってはテールゲートと接触する場合がありますので
ご注意ください。

08L46-SYA-000

たたむと
コンパクトに

お子様の足蹴りからシートを保護
キックガード

全タイプ

（長さ調整機能付）

ティッシュ
ボックス
1箱

許容荷重 40kg

ノーマルルーフ用 08L15-TF0-000
スカイルーフ用 08L15-TF0-000A
￥13,650（消費税抜き ￥13,000）
08L02-TA1-A01
￥5,250（消費税抜き ￥5,000）
08L02-TA1-B00

※各アタッチメントの装着にはいずれも別売のベースキャリアが必要です。※各アタッチメントの許容荷重をこえない範囲でご使用ください。
積載数は参考値です。※立体駐車場の構造によっては駐車できない場合があります。

荷物をきっちりと固定
全タイプ

ライセンスフレーム
（フロント/リア用）
＋
ナンバープレートロックボルトのセット

お得なセット

全タイプ

ホルダーセット 各￥8,400（消費税抜き ￥8,000）

HYBRID全

助手席を荷物置き場に

※字光式ナンバープレートには装着できません。
※封印部には装着できません。

テールゲートストラップ

ベースキャリア

08U08-SLJ-010F
※安全のため走行中はテーブルを使用しないで
ください。熱いものやこぼれやすいものは、
十分注意してご使用ください。

08U08-SYY-010A

￥3,150（消費税抜き ￥3,000） 08P25-EJ5-C00A

テールゲート閉めをもっと容易に

ルーフに遊びを載せてアクティブに

08U45-TF0-000

コンビニフック
￥840（消費税抜き ￥800）

全タイプ

ワンポイントのオシャレアイテムとしてお使いいただけ、ナン
バープレートの盗難を抑止します。

セット価格

キャリアシステム（TYPUS） 全タイプ

￥10,500（消費税抜き ￥10,000）

テーブル
￥2,100（消費税抜き ￥2,000）

ナンバープレートロックボルト

※消耗品のため保証の対象になりません。

トランクトレイ（縁高タイプ）

許容荷重：1.0kg

※メッキタイプ（リア用）
は、
メーカーオプションのHonda インターナビ、バックモニター付オー
ディオ装備車との同時装着はできません。※リア用はナンバープレート取得後、封印前の取り付
けとなります。字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

マックガード社製 3本入セット/ボルト長：
２０ｍｍ

08CUC-＊＊＊-0S0 ※消耗品のため保証の対象になりません。
08R72-E3G-G00

濡れた荷物なども気にせず積載

13G 13ス S RS
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＊＊＊
X03
X04
X05
X06
X07
X08

（12V）でご使用いただけます。
※フロント部のアクセサリーソケット
（12V）、
シガーライターソケット
※シガーライターとの同時使用はできません。※詳しくは専用カタログをご覧ください。

汚れた場合も取り外して水洗いで
きるプラスチックタイプのトレイ。

ベージュ

＊＊＊
A00
B00
C00
D00
E00
F00

08P25-EJ5-010C
08P26-EJ5-011C

■エッセンシャルオイル（5mℓ）各￥1,470（消費税抜き ￥1,400）

0.1H 08P11-TF0-000A

ポケット
￥2,100（消費税抜き ￥2,000）

オレンジ パラダイス
フレッシュ シトロン
コーラル ミント
ラベンダー ドロップ
ピンキー ロゼ
ピュア ハーブ

フロント用
リア用

※照明は、
常時点灯モードと点滅モードに切換えができます。
※ディフューザーの保証期間は、
お買い上げ日より１年間です。
※エッセンシャルオイル、
オイルパッドは、消耗品のため保証の対象になりません。

0.1H 08P11-TF0-000

08U08-SLJ-010E

●エッセンシャルオイル

各￥2,940（消費税抜き ￥2,800）

ラゲッジルームのフロアを保護す
る防水仕様マット。シートアレンジ
にも対応しています。

※シートカバー（フルタイプ/ハーフタイプ）
、
ドキュメントバッグとの同時装着は
できません。

08P25-EJ5-000A
08P26-EJ5-001A

■カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）

全タイプ

カーゴマット（防水タイプ）

（小）許容荷重：1.0kg

フロント用
リア用

気分に合わせて、車内をアロマの香りで彩ります
Hondaとair aroma社が共同で香りをデザインした、天然100%ピュアなエッセンシャルオイル。ディフューザーの
オイルパッドにオイルを染み込ませ、
アクセサリーソケットに差し込めば、車内に心地よい香りが広がります。

汚れやキズからラゲッジルームを保護

※リクライニングの角度によって水平になら
ない場合があります。

08U08-SZH-021A

■メッキタイプ

メッキタイプ

￥12,600（消費税抜き ￥12,000）

08U08-TF0-010

トラッシュボックス
（小）
￥3,150（消費税抜き ￥3,000）

全タイプ

バッグ収納時

シートバック取付用/2個入り

（大）許容荷重：1.0kg

08R31-ES1-001
※ サイドエアバッグ装 備 車 の 助 手 席
ではご使用できません。
※成形後は元にもどらなくなります。
※ご購入の際は販売会社にて商品の
ご確 認 、または 説 明を受 けた 上 で
ご購入ください。

￥12,600（消費税抜き ￥12,000）

※運転席、
助手席シートバックに取り付けできます。
※シートカバー
（ハーフタイプ）
、
スポーツシート、
キックガードとの同時装着はできません。
※ペットシートマットとの同時使用はできません。

トラッシュボックス
（大）
￥3,150（消費税抜き ￥3,000）

￥10,290（消費税抜き ￥9,800）

※スクリーンシェード装着時はリアドアの窓を開け
て走行しないでください。
※夜間や暗い場所などを走行する場合は、視界を妨
げないようにするためスクリーンシェードを取り外
してください。
※車両から離れる場合は、窓を閉めてください。
※構造上、外周にスキマが発生します。

カーゴスペースの目隠しに

全タイプ

￥2,625

全タイプ

腰痛にお悩みのドライバーのために開発された、いままでにない画期
的な体圧分散シートです。お車のシートと身体のスキマを埋める、オー
ダーメイドのようなジャストフィット感であなたの腰をサポートします。

セット価格

￥13,965（消費税抜き ￥13,300）

￥11,130（消費税抜き ￥10,600）

※詳しくは26ページへ

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。●小物類はすべて撮影のために用意したものです。
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大切なお子様のために

その他のおすすめアイテム

お子様との楽しいドライブは、安全運転とHondaのチャイルドシートからはじまります。
ISOFIXチャイルドシート

チャイルドシートの新安全基準について

全タイプ

2006年10月、 車両およびチャイルドシートの保安基準が改正・適用され
（完全適用は2012年7月1日） 、車両への
汎用型ISOFIX取付装置が義務付けとなりました。これにより従来のISOFIX（車両限定型） チャイルドシートでは取
り付けられる車両が指定された車両に限られていたのに対し、汎用型ISOFIX対応の車両とチャイルドシートであれ
ば、
メーカーを問わず取り付け可能になりました。また、
この新保安基準では、欧州の安全基準「ECE R44」 を国内
基準として採用しています。
※汎用型ISOFIXチャイルドシートはHonda Kids ISOFIXのみの規定になります。Honda ISOFIX Neoおよび
Honda Baby ISOFIXは準汎用型ISOFIXチャイルドシートの規定となり、装着できる車両が指定されます。
詳しく
は車両取扱説明書をご参照ください。

クルマにあらかじめ装備されているロアアンカレッジに連結。国際規格「ISOFIX」の固定方
式を採用した新安全基準対応のチャイルドシートです。

Honda ISOFIX Neo

（サポートレッグタイプ/
乳児用・幼児用兼用）

お子様の体格によるご使用の目安

〈準汎用型ISOFIXチャイルドシート〉
欧州安全基準型式指定番号
E43 44R-040004

￥73,500

（消費税抜き ￥70,000）

08P90-E2P-000

乳児用
シートとして
使用時

▶洗えるシートカバー
▶難燃性素材使用
▶５点式ハーネス採用
▶乳児用ネストクッション付

幼児用
シートとして
使用時

※シートベルト固定では使用できません。
※ペットシートマットとの同時装着はできません。
※スポーツシートへの装着はできません。

Honda Kids ISOFIX

▶難燃性素材使用

〜36kｇ

参考身長

〜70cm位

〜85cm位

〜100cm位

〜150cm位

参考年齢

生後9ヶ月頃

生後18ヶ月頃

3〜4歳頃

12歳頃

▶5点式ハーネス採用

￥18,900

チャイルドシート適用表
（サポートレッグタイプ/乳児用）

取付位置
品

（消費税抜き ￥73,500） 08P90-E13-000C

ISOFIX
チャイルドシート

※シートベルト固定でも使用できます。
※シートベルト固定でお使いの場合、
下側のISOFIXベースを取り外しての装着となります。
※ISOFIX固定時はペッ トシートマットとの同時装着はできません。
※スポーツシートへの装着はできません。

シートベルト固定タイプチャイルドシート

シートベルト
固定タイプ
チャイルドシート

名
（乳児用）
（幼児用）
（乳児用）
（幼児用）

Honda ISOFIX Neo
Honda Baby ISOFIX

Honda Kids ISOFIX
Honda Baby ISOFIX

Honda ジュニアシート

前部座席

0.4H （消費税抜き ￥18,000）

for Body

スタンダード（乳児用・幼児用兼用）
欧州安全基準型式指定番号 E4 04443812

ご使用可能な
お子様の目安

（消費税抜き ￥31,500） 08P90-E1B-000

▶側面衝突を考慮したサイドガード ▶洗えるシートカバー
▶難燃性素材使用 ▶５点式ハーネス採用

Honda ジュニアシート（学童用）

オプション

Honda Kids ISOFIX
スタンダード

×
×
×
×

×
×
×
×

×
○
×
○

×
×
×
×
×

×
○
×
○
○

○
×
○
×

○
×
○
×
×

×
×
×
×

￥38,850

￥4,725

（消費税抜き ￥37,000） 08P90-E13-001A

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

シートカバークッション

（シートベルト固定タイプに適用）

（消費税抜き ￥4,500）
08P90-E1B-000A

￥7,350

▶体をよりフィットさせるためのクッションです。
お子様の体重が7kg未満（参考年齢６ヶ月未満）の
場合にのみご使用になれます。
▶洗える難燃性素材使用
▶ソフトな感触
▶内蔵された背面パッドが、
お子様の体への負担を軽減します。

※スポーツシートへの装着はできません。

をご覧ください。

（消費税抜き ￥7,000）
08P90-SR4-C00

▶シートの座面を
保護するクッション

洗車時等
多量の水をかけた場合

ペットシートマット

Mサイズ ￥21,000

08P93-EZ9-000A

5年間保証

新車登録時の施工で

新車登録時の施工で

雨天時の視界確保

アルミホイールコート

ガラス専用の撥水処理剤です。雨水やクルマ
の跳ね上げた水が水滴となって流れ、水膜に
ならないので雨の日のドライブが快適です。
撥水ブレードラバーとの併用で、撥水効果が
約1年間持続します。

施 工後

コーティング層

水
界面活性剤
ガラス 系 素 材

水 洗いで汚れが 簡単に落ちる。

13ス

Hス

S

15X

HS

RS

水量 が 多い 場合

0.1H （消費税抜き ￥1,900）

08T24-SMA-000A

助手席側用 ￥1,680

0.1H （消費税抜き ￥1,600）
08T24-SMA-000B

運転席側用
助手席側用

※撥水ガラスコートの施工について詳しくは、
販売会社にご相談ください。

全タイプ

（消費税抜き ￥20,000）

愛煙家の必需品
灰皿（LED照明付）

全タイプ

フタを開けるとソーラー電池充電式
のLED照明が点灯、フタを閉めた後も
約10〜15秒間光り続けます。
照明色：ブルー

灰皿

全タイプ

￥1,575

（消費税抜き ￥1,500）
08U25-SLJ-010

※取付位置：
前席コンソールボックス・ドリンクホルダー部

シガーライター

全タイプ

￥1,575

0.1H （消費税抜き ￥1,500）
08U96-TF0-000
※標準装備のアクセサリーソケットを取り外し
装着となります。
※アロマモーメントとの同時使用はできません。
※写真は他車種の装着例です。

※取付位置：前席コンソールボックス・ドリンクホルダー部

ファスナーを開けた場合

スマートセレクション

水量 が 少ない 場合

撥水ガラスコート施工処理車専用ワイパーブレードラバーです。

運転席側用 ￥1,995

（消費税抜き ￥4,800）
08U25-E3F-000

、HYBRID
・
H

施 工後

ワイパーブレード
（撥水ブレードラバー） 全タイプ

￥5,040

= 全タイプ 、13G= 13G、13G ・スマートセレクション

5年間保証

施 工前

撥水ガラスコート

耐熱性・耐久性に優れたガラス系素材と界面活性剤からなる被膜
が、
アルミホイール塗装面を保護。
しつこいブレーキダストの固着
を防ぎ、汚れも落としやすくします。水洗いだけで汚れを落とせま
す。
カーシャンプーの使用を控えられるため、排水による環境への
負担を軽減でき、洗車時の使用水量も削減できます。約1年間（使
用状況により異なります）
効果が持続します。
汚れ（ブレーキダスト、油 等）

新車登録〜3カ月以内の施工で

※付属のメンテナンスクリーナーキットを用いて6カ月に1回必ずお客様が
メンテナンスを行うことと、
１２カ月毎の定期点検（無料）
をお受けいただく
ことで、
向こう1年間ずつ保証が継続されます。

for Windows

クルマの足元 イージーケア

施 工前

Photo：撥水性イメージ

光沢感が強く、降雨時には水をはじきます。耐久性に優れた
フッ素樹脂をベースとした塗膜保護剤です。密着性に優れた
透明被膜を塗装表面に形成し、
塗装面を保護します。

5年間保証

for Aluminum Wheels

●施工イメージ図

Photo：低撥水性イメージ

※12カ月毎の定期点検（無料）をお受けいただくことで、向こう1年間ずつ
保証が継続されます。

※12カ月毎の定期点検（無料）をお受けいただくことで、向こう1年間ずつ
保証が継続されます。

アルミホイール表面

※スポーツシート、ISOFIXチャイルドシート
（ISOFIX固定時）
との同時装着はできません。
※キックガード、マルチフックシステム（シートバック取付用）
との同時使用はできません。

HYBRID全、HYBRID=

優れた光沢と撥水性

ブライトポリマー

ガラス系被膜が、ボディの塗装を長期間保護します。熱や摩
擦に強く、酸化による劣化が起きにくく汚れが付きにくい無
機被膜なので、水洗いで汚れを落とせます。

ウルトラグラスコーティングの「汚れのつきにくさ」
「落としや
すさ」はそのままに撥水性と耐久性をさらに高めたガラス系
被膜で、
塗装を長期間保護する次世代のボディコートです。

水

小型犬から大型犬まで使える、
ゆったりサイズの
ペットシートマット。取り付け、取り外しが簡単で、
表面は撥水加工。

ペットとの
楽しいドライブを
サポート

施工時間、施工価格は車種および販売会社により異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少量の降雨時

Photo：撥水性イメージ

頑固な汚れが 簡単に除 去できない。

FIT HYBRID 全タイプ=

１列目シート用/左右共用１枚売り/ブラック

￥9,450/1枚

洗車時等
多量の水をかけた場合

×
×
×
×

［幼児用］体重9kg〜18kgのお子様（生後9ヶ月〜4歳頃） で一人座りができ、首が安定したお子様、
座ったとき、チャイルドシートによってお子様が支えられること。
［学童用］体重15kg〜36kgのお子様（3歳〜12歳頃）で一人座りができるお子様、 座ったときチャイ
ルドシートによってお子様が支えられること。

ネストクッション（スタンダード用）

▶洗えるシートカバー ▶難燃性素材使用
▶ワンタッチ ヘッド＆サイドサポートアジャスター付

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ

（防水シートカバー） 全タイプ

（消費税抜き ￥9,000/1枚）
08P33-SZW-000B
※スポーツシート、
ユーティリティボックスとの同時装着は
できません。

ウルトラグラスコーティング

後部座席

※助手席回転シートには取り付けできません。※ご購入の際には、販売会社にご相談のうえお子様に合ったものをお選びく
ださい。※取り付けるチャイルドシートの位置及びお子様の体格により、取付方法が異なりますので、詳しくは販売会社にご
相談ください。※チャイルドシートの取り付け、使用方法等については、必ず車両の取扱説明書および、商品に添付の取扱説
明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

欧州安全基準型式指定番号 E4 04443515

23

シートカバー

全タイプ

（消費税抜き ￥15,000）

低撥水のガラス系被膜

撥水タイプのガラス系被膜

ウルトラグラスコーティングNEO

注1：
〈助手席SRSエアバッグ装着車の助手席に、 やむを得ずチャイルドシート
（幼児用、学童用）を取り付ける場合〉必ず前
向き取り付けとし、助手席シートを一番後ろに下げ、SRSエアバッグからできるだけ遠ざけて取り付けてください。
注2：スポーツシートには装着できません。

ファスナーを閉じた場合

防水性素材
を使用

08P34-TF0-000

08P05-TF0-＊＊＊

助手席
左右席
中央席
前向き 後向き 前向き 後向き 前向き 後向き

（乳児用） ×
（幼児用） × 注1
（乳児用） ×
（幼児用） × 注1
（学童用） ×注1、2

Honda ジュニアシート

全タイプ

詳しくは、専用カタログもしくは http://www.honda.co.jp/childseat/

ボディカバー
￥15,750

全タイプ

コーティングでボディをガード〈Hondaカーケアメニュー〉

スタンダード
乳児用シートとして使用
幼児用シートとして使用

※お子様の体格により上記の表
（ご使用の目安）
と合わない場合があります。
お選びの際には、
お子様を実際に座らせるなどして体格に合ったものをお選びください。

▶洗えるシートカバー ▶難燃性素材使用
▶移動の際に便利なキャリーハンドル付

￥33,075

（カラードタイプ）

FIT専用のロゴ入り
ボディカバー

＊＊＊
010
020
030
0G0
070
0X0
0R0
0V0
0U0
0D0
0E0
0Q0
0S0

Honda Baby ISOFIX

〈準汎用型ISOFIXチャイルドシート〉
欧州安全基準型式指定番号 E1 04301146

￥77,175

ボディサイドモールディング

Honda ISOFIX Neo
乳児用シートとして使用
幼児用シートとして使用

シートベルト
固定タイプ
チャイルド
シート

※シートベルト固定でも使用できます。
※ISOFIX固定時はペッ トシートマットとの同時装着はできません。

Honda Baby ISOFIX

（ＮＨ−５７８）
タフタホワイト
（ＮＨ−６２４Ｐ）
プレミアムホワイト・パール
アラバスターシルバー・メタリック （ＮＨ−７００Ｍ）
（ＮＨ−７３１Ｐ）
クリスタルブラック・パール
（Ｒ−８１）
ミラノレッド
（Ｙ−７０Ｐ）
プレミアムイエロー・パールⅡ
（Ｂ−５６８Ｍ）
アズールブルー・メタリック
（ＹＲ−５８６Ｐ）
プレミアムディープモカ・パール
（ＹＲ−５８５）
サンセットオレンジⅡ
（ＮＨ−７３７Ｍ）
ポリッシュドメタル・メタリック
（Ｂ−５８１Ｍ）
ピュアブルー・メタリック
スーパープラチナアクア・メタリック（ＢＧ−６１Ｍ）
（Ｒ−５５５Ｍ）
ピンクゴールド・メタリックⅡ

Honda Kids ISOFIX

（消費税抜き ￥66,500） 08P90-E13-001B

▶洗えるシートカバー

15〜18kｇ

（トップテザータイプ/幼児用）

〈汎用型ISOFIXチャイルドシート〉
欧州安全基準型式指定番号 E1 04301133

￥69,825

〜13kｇ

ISOFIX
チャイルド
シート

ボディサイドをガード

※身長と年齢は参考です。

〜9kｇ

体重

キズや汚れをガード

※灰皿はエアコン吹き出し口付近のカップホルダーでは火種や灰が飛ぶ恐れがありますので使用しないでください。

HX

HR

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。
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カタログPDFの情報は2013年4月現在のものです。

おさえておきたい

INDEX

お得なセット

定番アイテム

おすすめ！

人気の定番アイテム
足元を上質に彩る、FIT専用のロゴ入りフロアカーペットマット

夜のドライブに、光の演出を
フロアカーペットマット（デラックスタイプ/ヒールパッド付）
毛足が長く、上質な風合いを持つデラックスタイプ。
専用ロゴプレートとも相まって、
足元に高級感をもたらします。
ブラック

￥21,000

※イルミネーション類は撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。
写真の色および照度は実際とは異なります。

インテリアイルミネーションセット

■ステップガーニッシュ（ FITロゴ付）
＋フットライト

0.2H 13G 13ス 15X RS H Hス HX HR

08E18-TF0-C00 13G 13ス S 15X RS

（消費税抜き ￥20,000） 08P15-TF0-043

※13G、13G・スマートセレクション、
She sに装着する
場合は、運転席用アンダーカバー 08E10-TF0-A10A
¥1,785（消費税抜き ¥1,700）
が必要となります。

※ラバーマットを装着する場合、
フロアカーペットマット
（運転席/助手席）
を
取り外して装着します。

フロアカーペットマット（スタンダードタイプ/ヒールパッド付）
ダークグレー ￥14,700 0.2H 13G 13ス 15X RS H Hス HX HR

FITロゴ付 フロント

リア

（消費税抜き ￥14,000） 08P14-TF0-064
ダークグレー

ベージュ

￥14,700

■ ステップガーニッシュ（HYBRIDロゴ付）
＋フットライト
08E18-TF0-D00 HYBRID全

0.2H 13G 13ス H Hス HX

（消費税抜き ￥14,000） 08P14-TF0-054
※ラバーマットを装着する場合、
フロアカーペットマット
（運転席/助手席）
を
取り外して装着します。

単品価格での
合 計

ベージュ

デラックスタイプ

HYBRIDロゴ付 フロント

カラードタイプ フロント

リア

マッドガード（カラードタイプ）
13G 13ス S 15X H Hス HS HX

タフタホワイト
（ＮＨ−５７８）
プレミアムホワイト・パール
（ＮＨ−６２４Ｐ）
アラバスターシルバー・メタリック（ＮＨ−７００Ｍ）
クリスタルブラック・パール
（ＮＨ−７３１Ｐ）
ミラノレッド
（Ｒ−８１）
プレミアムイエロー・パールⅡ
（Ｙ−７０Ｐ）
アズールブルー・メタリック
（Ｂ−５６８Ｍ）
プレミアムディープモカ・パール （ＹＲ−５８６Ｐ）
ポリッシュドメタル・メタリック
（ＮＨ−７３７Ｍ）
ピュアブルー・メタリック
（Ｂ−５８１Ｍ）
ピンクゴールド・メタリックⅡ
（Ｒ−５５５Ｍ）

リア

＊＊＊＊
010C
020C
030C
0G0C
070C
0X0C
0R0C
0V0C
0D0C
0E0C
0S0C

回転式ホルダー

フロント用

（消費税抜き ￥30,000）

※ロアスカート
（サイド/リア用）
との同時装着はできません。

マッドガード（ブラック）

フロント用/左右セット FF車用

￥6,825

0.1H

全タイプ

（消費税抜き ￥6,500）08P18-TF0-010C

13G 13ス S 15X H Hス HS HX

4WD車用

フロント用・リア用/左右セット
リア用

08P00-TF0-000B

￥6,825

0.1H

13G 13ス S HS

Hondaスマートキーシステム装備無し車用 08Z01-TF0-000D
Hondaスマートキーシステム装備車用 08Z01-TF0-000C

￥6,300

フロントグリル
（メッキタイプ）

フロントロアガーニッシュ

ドアハンドル
プロテクションカバー

リアガーニッシュ

13G 13ス S 15X

（消費税抜き ￥6,500）08P18-TF0-010B

0.4H （消費税抜き ￥6,500）

クロームメッキパッケージ

リア用

ラバーマット（縁高タイプ）

▶回転式ホルダーで
▶防水・防塵性に
▶縁高形状で、
水や汚れ
しっかり固定（運転席側） 優れたラバー素材
がこぼれにくい仕様

￥6,825

各￥31,500 1.0H

0.4H （消費税抜き ￥12,000）

08P00-TF0-＊＊＊＊

ブラック フロント

セット価格

ドア開閉/スモールライト各連動タイプ
（ブルー照明 フロント左右セット）

クロームメッキの輝きで、上質にドレスアップ

フロント用・リア用/左右セット

￥12,600

フットライト

フロント用ＬＥＤイルミ
（ブルー照明）付
（フロント/リア 左右4枚セット）

純正ならではのフィット感！
水洗いができてお手入れ簡単

1.0H
（消費税抜き ￥38,000）

リア

ステップガーニッシュ

水や泥、
タール等の付着からボディ下部を保護します

各￥39,900

単品価格での合計

￥52,500

1.2H （消費税抜き ￥50,000）

￥42,000

セット価格

1.2H （消費税抜き ￥40,000）

全タイプ

（消費税抜き ￥6,000）08P19-TF0-000

※ロアスカート
（サイド/リア用）
との同時装着はできません。

※フロアカーペットマット装着車の場合、
フロアカーペットマットを取り外して装着します。

肘掛けや収納に便利、楽な姿勢でロングドライブを
アームレストコンソール

13G 13ス RS H

車両フォルムとの一体感を
実現しつつ、ボディサイドに
シャープなラインを作り出
すエアロデザイン。
フロント・リア/4枚セット

0.4H （消費税抜き ￥21,000）

￥15,750

08U89-TF0-011

ちょっとした小物などの収納に便利
￥3,150

0.5H

■ライセンスフレーム
（カラードタイプ）
のセット 08Z01-EJ5-011B

単品価格での合計

各￥10,500 0.2H （消費税抜き ￥10,000）

セット価格

各￥9,450 0.2H （消費税抜き ￥9,000）

ライセンスフレーム
（フロント/リア用） ナンバープレート
ロックボルト
メッキタイプ／
カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）

（消費税抜き ￥15,000）

※運転席アームレスト装備車の場合、
取り外し装着となります。

08R04-TF0-000A

高級感のある本革製のキーカバー

コンソールサイドポケット

08Z01-EJ5-011A

※メーカーオプションのHonda インターナビ、
バックモニター付オーディオ装備車
には装着できません。

（エアロデザインタイプ） 全タイプ

シルバーステッチ

全タイプ

■ライセンスフレーム
（メッキタイプ）
のセット

ドアバイザー

パッドには、触り心地の良い低反発ウレタンを採
用。シートポジションに合わせて前後のスライド調
節ができ、
快適な着座姿勢をサポートします。また、
使わない時にはコンソールを90°
跳ね上げておく
ことも可能。コンソール内部と下部に配置した小物
入れは、
財布や携帯電話などの収納に便利です。

￥22,050

ライセンスフレーム＋ナンバーロックボルトのセット

優れたエアロデザインで、
換気などに効果を発揮

全タイプ

0.1H （消費税抜き ￥3,000）

スマートキーカバー

※ナンバープレート取得後、
封印前の取り付けとなります。字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。ナンバープレートロックボルトは、封印部には装着できません。

ワイパーブレード
（スノータイプ）のセット

＊
＊
13ス S 15X RS Hス HS HX HR

08T22-TF0-000C

全タイプ

単品価格での合計

￥13,965（消費税抜き ￥13,300）

セット価格

￥11,130（消費税抜き ￥10,600）

08U12-TF0 -010
※ＥＴＣ車載器
（ブザーガイドタイプ）
との同時装着は
できません。
※アッパーグローブボックス・エアコン連動温調機能装備車
の場合、
ドライブレコーダーとの同時装着できません。

使用時

収納時

ブラック/ブラウンステッチ

￥3,150
（消費税抜き ￥3,000）

08U08-TF0-010A
＊Ｈｏｎｄａ スマートキー装備車
に適用となります。

運転席側用

助手席側用

リア用

A-Z
■■■
ＥＴＣ車載器
16
ナビ連動タイプ
ブザーガイドタイプ／音声ガイドタイプ 20
12
ＬＥＤルーフ照明
12
ＬＥＤルームランプ
ア
■■■
20
アクアクリーンミラー
8
アルミホイール
22
アロマモーメント
アームレストコンソール
25
シルバーステッチ
4
ピンクステッチ
インテリアパネル
3
革調/ピンクステッチ
10
綾織カーボン調/シルバーステッチ
インテリアパネル
11
メーターバイザー/アウトレットリング
9
エンブレム
20
オートデイナイトミラー
20
オートリトラミラー
カ
■■■
21
カーゴマット
21
キックガード
22
キャリアシステム
（TYPUS）
19
コーナーポール
4,25
コンソールサイドポケット
サ
■■■
5
サイドステッカー
4,12
サイドブレーキカバー
シートカバー
11,12
フルタイプ
12
ハーフタイプ
24
防水シートカバー
24
シガーライター
シフトノブ
4
ブラック/ピンクステッチ
10
ブラック/シルバーステッチ
22
スクリーンシェード
10
ステアリングホイール
11
ステアリングホイールカバー
11,12
ステップガーニッシュ
6
スポーツサスペンション
6
スポーツシート
6
スポーツフィニッシャー
6
スポーツペダル
4,25
スマートキーカバー
19
センサー
タ
■■■
22
タイヤチェーン
（スチール）
23
チャイルドシート
22
テールゲートストラップ
8
テールゲートスポイラー
25
ドアバイザー
9
ドアハンドルプロテクションカバー
21
ドキュメントバッグ
20
ドライブレコーダー
21
トランクトレイ
（縁高タイプ）
ナ
■■■
ナビ ＆ オーディオ
14
おすすめナビ
15,16
ナビラインアップ
17
ナビオプション
18
オーディオ
22
ナンバープレートロックボルト
ハ
■■■
19
ハイケルビンバルブ
24
灰皿（LED照明付／汎用タイプ）
9
フォグライト
（LED／ハロゲン）
11
フットライト
プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明 12
フロアカーペットマット
デラックス/スタンダード
25
She s専用
3
フロントグリル
カラードタイプ
7
クロームメッキタイプ
7,9
LEDアクセサリーランプ内蔵タイプ
7
フロントロアガーニッシュ
9
ペットシートマット
23
ボディカバー
24
ボディサイドモールディング
24
マ
■■■
マッドガード
25
マルチフックシステム
21
ヤ
■■■
ユーティリティベルト
21
ユーティリティボックス
21
ユーロホーン
6
ラ
■■■
ライセンスフレーム
ピンクゴールド・メタリック
4
メッキタイプ/アラバスターシルバー・メタリック 22
ラバーマット
25
ランバーフィットサポート
22
リアガーニッシュ
9
リアシェルフ
21
リアワイドカメラシステム
19
リモコンエンジンスターター
20
ロアスカート
7
ワ
■■■
ワイパーブレード
（スノータイプ）
22
ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）
24

取付位置：助手席側コンソール横

●適用マーク：FIT/ FIT HYBRID 全タイプ= 全タイプ 、13G= 13G 、13G・スマートセレクション= 13ス 、She s= S 、15XH= 15X 、RS= RS 、
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FIT HYBRID 全タイプ= HYBRID全 、HYBRID= H 、HYBRID・スマートセレクション= Hス 、HYBRID She s= HS 、HYBRID・XHセレクション= HX 、HYBRID RS= HR

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●
内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。●小物類はすべて撮影のために用意したものです。
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