
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。
ht tp://www.honda.co.jp/C-CARD/

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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2016年8月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

新たなる可能性を追求し、2013年より国内
レース最高峰のひとつSUPER GTに挑戦。

カスタムショーに積極参加。デザインと
ダイナミクスが融合したクルマづくりに挑戦。

新たなライフスタイルを創造する多彩な
商品を、Honda車と同時一体開発。

G E N U I N E  A C C E S S O R I E S

FREED

も っ と 私 た ち ら し い
フ リ ー ド に し よ う 。

16・08～

GB3-160　GB4-160　GP3-120

1414FD-14A3-000
1608 T

　ガラス撥水剤（スプレータイプ）
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。
¥1,296（消費税8%抜き ¥1,200）
80mℓ（08CBC-X010S0）

　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。

アラバスターシルバー・メタリック （08C52-TNH700M）
プレミアムスパークルブラック・パール （08C52-TNH812P）
モダンスティール・メタリック （08C52-TNH797M）
コバルトブルー・パール （08C52-TB553P）
スーパープラチナ・メタリック （08C52-TNH704M）
プレミアムブルーオパール・メタリック （08C52-TB578M）
プレミアムディープロッソ・パール （08C52-TR543P）
各¥756（消費税8%抜き 各¥700）各15mℓ

ホワイトオーキッド・パール
ベース色／トップ色　2本セット 各15mℓ
¥1,404（消費税8%抜き ¥1,300）（08C52-TNH788P）

6　プレミアム グラスコーティング 
ハイドロフォビック専用クリーナー

プレミアム グラスコーティング ハイドロ
フォビック施工車の水洗いで落ちない
頑固な汚れを除去します。
¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500）
100mℓ（08CDD-X470S0）

4

　プレミアム グラスコーティング 
ハイドロフォビック専用
コンディショナー

プレミアム グラスコーティング 
ハイドロフォビック施工車の撥水性復元
などに使用します。
¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000）
100mℓ（08CDD-X460S0）

5

　タイヤクリーナー
スプレー式で、美しい光沢が得られる
拭き取り不要のクリーナーです。
¥1,512（消費税8%抜き ¥1,400）
420mℓ (08CBZ-A010L1)

2

　カーシャンプー
ボディの塗装面、タイヤ等に付着した
汚れの洗浄に効果を発揮します。
¥648（消費税8%抜き ¥600）
600mℓ(08CBA-A060S0)

1

　グラスコーティング専用
トリートメント 

グラスコーティング施工車の水洗いで
落ちない頑固な汚れの除去や、
撥水性復元などに使用します。
¥4,104 (消費税8％抜き ¥3,800）
180mℓ（08CDD-A150S0）

3

　本革クリーナー
本革シート等の洗浄・
保護に効果を発揮。
¥1,080（消費税8%抜き ¥1,000）
180mℓ（08CAZ-C010S0）

7 　タイヤ & 合成レザーワックス
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。
¥1,296（消費税8%抜き ¥1,200）
420mℓ（08CDE-A010L1）

8 　タイヤコート
タイヤのつやを長時間
持続させます。
¥1,728（消費税8%抜き ¥1,600）
300mℓ（08CDE -A030M1）

9

Honda GENUINE CHEMICALS
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



¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）　　　08U88-SYY-010D

柔らかい感触で座り心地のよいシートカバーで、車内を明るくやさしい
雰囲気にコーディネート。運転席/助手席シートバックポケット付です。

※アレルクリーンシートの抗アレルゲン効果はなくなります。
※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。
※3列目用はドキュメントバッグとの同時装着はできません。 
※洗濯はできません。汚れた場合は柔らかい布に薄めた中性洗剤をしみこませてふき取り、
水でぬらした布を固く絞り、よくふき取ってください。

＊プライムスムース＆スウェード調ファブリックコンビシート装備車用

01 
シートカバー 革調タイプ
（タン）

●6人乗り用 08P93-SYY-000G
各¥59,400（消費税8%抜き 各￥55,000）

●7人乗り用 08P93-SYY-000F

¥21,600（消費税8%抜き ￥20,000）　　　 08P93-SYY-000J

3列目用

1列目＋2列目用セット

全タイプ

全タイプ

04 
インテリアパネル ドアスイッチパネル
（フロントドア用/2枚セット）

ドアスイッチ周りに、明るく落ち着いた印象をプラスします。
¥15,120（消費税8%抜き ¥14,000）
●タン調（貼り付けタイプ） 08Z03-SYY-010H¥15,120（消費税8%抜き ¥14,000）

●タン調（交換タイプ） 08Z03-SYY-010G

03 
インテリアパネル アウトレットパネル
（2枚セット）　

明るく落ち着きのある色調で、
ワンランク上のドレスアップをお楽しみください。

全タイプ

全タイプ

05 
センタートレイ
（植毛塗装タイプ）

ソフトな手触りで、
小物を一時的に置くのに便利です。
¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000）　　　 
08Z03-SYY-010K

03 インテリアパネル アウトレットパネル（タン調） ＋ 04 インテリアパネル ドアスイッチパネル（タン調） ＋ 05 センタートレイ

※コンフォータブルパッケージとの同時装着はできません。

06 インテリアパッケージ

助手席用

毎日を明るく、楽しく彩る心地よさ。

お得な
パッケージFREED GENUINE ACCESSORIES

家族との時間はいつもワクワクしたい。

送り迎えだって楽しみたいから

家族好みの色にF R E E Dを仕立てる。

みんなの笑顔が溢れだす

その瞬間、愛着に変わっていく。

F u n  
F a m i l y
F R E E D

パッケージ価格単品価格での合計 
¥35,640（消費税8%抜き ¥33,000） ¥28,512（消費税8%抜き ¥26,400）　　  08Z01-SYY-A10A

02 
ドアアームレストパッド
（コンビシート用 ブラウン/フロント用/左右セット）　

柔らかい肌触りで上質感をさらに高めます。

全タイプ

0.1H

0.7H

0.7H

0.1H

0.1H

0.3H

各0.6H

0.5H

■メーター類は撮影のため点灯。  ■小物類はすべて撮影のために用意したものです。  ■画面はすべてハメコミ合成です。
Photo：Hybrid・ジャストセレクション（6人乗り）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

運転席用

Gエ Hyジ＊

ドアアームレストパッド

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。01 02●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ



※アレルクリーンシートの抗アレルゲン効果はなくなります。　※i-サイドエアバッグシステム、プライムスムース&スウェード調ファブリックコンビシート装備車には装着できません。　※洗濯条件：水温40度以下、アイロン使用時は中温、ドライクリーニング可能。

Photo：G・ジャストセレクション（6人乗り）〈FF〉　アクセサリー装着車　ボディカラーはモダンスティール・メタリック Photo：G・ジャストセレクション（7人乗り）〈FF〉　アクセサリー装着車　ボディカラーはモダンスティール・メタリック

I n t e r i o r
組 み 合 わ せ は 自 由 。 み ん な の リ ビ ン グにしよう。

高い質感と快適な座り心地で、くつろぎの空間を。 清潔感ある、自然でさわやかな空間を演出。

パッケージ価格単品価格での合計 
各¥30,996（消費税8%抜き 各¥28,700）

02 インテリアパネル ドアスイッチパネル（シルバー調） ＋ 
03 ドリンクホルダーリング ＋ 04 ドアアームレストパッド05 コンフォータブルパッケージ

各¥21,600（消費税8%抜き 各¥20,000）

シルバー調

A ブラック

B ブラック

C グレー

D コンビシート用
ブラック

E コンビシート用
ブラウン

各0.1H

04 
ドアアームレストパッド
（フロント用/左右セット）

柔らかい肌触りで快適さをより高めます。
内装色に合わせたコーディネートをお楽しみください。

　 ブラック 08U88-SYY-010A
　 ブラック 08U88-SYY-020A
　 グレー 08U88-SYY-030A
　 コンビシート用 ブラック　08U88-SYY-010C
　 コンビシート用 ブラウン　08U88-SYY-010D　

各¥10,800（消費税8%抜き 各¥10,000）

＊プライムスムース&スウェード調ファブリックコンビシート装備車用
※インテリアパッケージとの同時装着はできません。
※内装色に合わせてお選びください。

※内装色に合わせてお選びください。　※インテリアパッケージとの同時装着はできません。
＊プライムスムース&スウェード調ファブリックコンビシート装備車用

G

G

Gジ
Hy Hyジ

Gエ Hyジ＊
Gエ Hyジ＊

Hy Hyジ

A
B
C
D
E

標準装備のアウトレット部と同系色で、
ドアスイッチ周りに上質感をプラスします。

各0.3H 各0.3H

0.1H¥15,120（消費税8%抜き ¥14,000）
08Z03-SFM-020E

03 
ドリンクホルダーリング
クロームメッキ（貼り付けタイプ/
左右セット）

ドリンクホルダーを輝かせる
メッキリングです。
¥5,076（消費税8%抜き ¥4,700）
08Z03-SYY-000J

0.1H

ヒーター部

※自社調べ
体圧分散測定結果

体圧分散機能付

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 g/cm2

背面

座面

被験者：性別 男性
身長 170cm
体重 70kg

助手席用

運転席用 運転席用

Hi/Lo切替スイッチ
（運転席左側取付）

01 
シートカバー 革調タイプ
（ブラック）

柔らかい感触のすわり心地のよいシートカバー。
運転席/助手席シートバックポケット付。

座面とシートバックを温め、冬のドライブも快適です。
Hi/Lo切替スイッチ、過熱防止機能付。

各¥59,400（消費税8%抜き 各¥55,000）

1列目＋2列目用セット
各0.6H

●6人乗り用 08P93-SYY-A00　●7人乗り用 08P93-SYY-A00A

各¥75,600（消費税8%抜き 各¥70,000）

運転席シートヒーター付　1列目＋2列目用セット

●6人乗り用 08P93-SYY-H00　●7人乗り用 08P93-SYY-H00A

ヒーター付用タグ

※アレルクリーンシートの抗アレルゲン効果はなくなります。
※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。 
※3列目用はドキュメントバッグとの同時装着はできません。 
※運転席シートヒーター付の場合、センターコンソール、マルチフックシステム
　（1列目シートサイド取付用）、ACコンセントとの同時装着はできません。 
※フォグライト装備車の場合、フォグライト点灯時にはヒーターが自動的にオフになります。 
※洗濯はできません。汚れた場合は柔らかい布に薄めた中性洗剤を
しみこませてふき取り、水でぬらした布を固く絞り、よくふき取ってください。¥21,600（消費税8%抜き ￥20,000）0.3H

3列目用
08P93-SYY-A00B

温もりを感じる木の飾りボタン。

お得な
パッケージ

■写真はカットボディによる撮影。　■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

全タイプ

各1.4H

02 
インテリアパネル ドアスイッチパネル
シルバー調（貼り付けタイプ/フロントドア用/2枚セット）全タイプ

全タイプ

●ブラック 08Z47-SYY-010A
●ブラック 08Z47-SYY-020A
●グレー 08Z47-SYY-030A

G

G

Gジ
Hy Hyジ

●コンビシート用 ブラック　08Z47-SYY-010B
●コンビシート用 ブラウン　08Z47-SYY-010C　

Gエ Hyジ＊
Gエ Hyジ＊

Hy Hyジ

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。03 04

約20mmのウレタンを、運転席と助手席の座面とシートバックに配置。
包み込まれるサポート感により、ロングドライブでも快適な座り心地です。

体圧分散機能付〈運転席/助手席〉　1列目＋2列目用セット

●6人乗り用 08P93-E1S-000A　●7人乗り用 08P93-E1S-000
各¥70,200（消費税8%抜き 各¥65,000）各0.6H

ワンランク上のドレスアップを。

センターコンソールバッグ
中のバッグは取りだして持ち運ぶことができます。

シルバー調千鳥格子柄

タン調

木目調

メタル調

※写真は他車種の装着例です。

シルバー調

タン調

木目調

メタル調

08 インテリアパネル ドアスイッチパネル（フロントドア用/２枚セット）

アウトレットパネルに合わせてコーディネートできます。

※シルバー調は、標準装備のアウトレット部と同系色です。

各0.1H

各0.1H

●メタル調（貼り付けタイプ） 08Z03-SFM-000C
●木目調（貼り付けタイプ） 08Z03-SFM-010D

各¥12,960（消費税8%抜き 各¥12,000）

●シルバー調（貼り付けタイプ） 08Z03-SFM-020E
●タン調（貼り付けタイプ） 08Z03-SYY-010H

各¥15,120（消費税8%抜き 各¥14,000）

全タイプ

●メタル調（貼り付けタイプ） 08Z03-SYY-000D
●木目調（貼り付けタイプ） 08Z03-SYY-010E

●シルバー調千鳥格子柄（交換タイプ） 08Z03-SYY-020F
●タン調（交換タイプ） 08Z03-SYY-010G

07 
インテリアパネル アウトレットパネル
（2枚セット）

4つのタイプをご用意。ワンランク上のドレスアップをお楽しみください。

各¥15,120（消費税8%抜き 各¥14,000）

各¥12,960（消費税8%抜き 各¥12,000）各0.1H

各0.5H

千鳥格子柄

全タイプ 09 
センターコンソール
（ダークウッド/バッグ付）

¥25,920（消費税8%抜き ¥24,000） 　　　08U60-SYY-010B0.3H

木の自然な風合いを実現。たっぷり収納でき、
便利なフロント席のテーブルになります。

※アームレストコンソール、シートカバー 革調タイプ（運転席シートヒーター付）、
マルチフックシステム（1列目シートサイド取付用）との同時装着はできません。

全タイプ

織り生地から開発、生成り色のサラッとした風合いのエプロンタイプシートカバー。
容易に脱着が可能で、ご家庭で洗濯もできます。

※ペットシートマット、ペットシートプラスわん、マルチボックスとの同時装着はできません。

06 
シートカバー エプロンタイプ 
（生成り調）

●6人乗り用 08P32-SYY-000G　●7人乗り用 08P32-SYY-000H

各¥35,100（消費税8%抜き 各¥32,500）

¥15,120（消費税8%抜き ¥14,000）　　　 08P32-SYY-000J

1列目+2列目用セット

3列目用

各0.3H

0.2H

G Gジ Hy Hyジ

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ



インテリアイルミネーション 配置イメージ図

07 08

06

09

N i g h t  S t y l i n g
光 の 演 出 で 、 み ん な の 笑 顔 が も っ と輝く。

Photo：G（6人乗り）＜FF＞　アクセサリー装着車　ボディカラーはモダンスティール・メタリック　■写真はカットボディによる撮影。
■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。 ■画面はハメコミ合成です。

■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。

Photo：Hybrid・ジャストセレクション（6人乗り）　アクセサリー装着車　ボディカラーはスーパープラチナ・メタリック
■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。

10 サイドガーニッシュカバー フロント用（ステンレス製/左右セット）

●FREEDロゴ LED（ブルー）イルミネーション付 08E12-E76-010
●HYBRIDロゴ LED（ブルー）イルミネーション付 08E12-SYY-010

各¥27,000（消費税8%抜き 各¥25,000）

ドアオープン時に連動して、
ブルーLEDで鮮やかにロゴが浮かび上がります。

06 ピラーイルミネーションLEDブルー照明（スモールライト連動/ピラー左右/４個セット）
全タイプ

※サイドカーテンエアバッグシステム装備車には装着できません。
¥27,000

本体 ¥21,600（消費税8%抜き ¥20,000）

取付アタッチメント   ¥5,400（消費税8%抜き  ¥5,000）
08E15-SYY-B10B

08E15-SYY-000B

合計

ルーフライニングを間接照射して、天井の開放感を
演出し、ラグジュアリーな雰囲気を醸しだします。

（消費税8%抜き ¥25,000）

07 フットライト フロント LEDブルー照明
（スモールライト連動/ドア開閉連動/左右セット）全タイプ

全タイプ

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）　　　08E10-SYY-C00

ファッション照明としてだけでなく、乗降時のサポート
として、適度な明るさで足元を優しく照らします。

0.8H

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）　　　08E10-SYY-D00
※フットライト フロントとの同時装着が必要です。

08 フットライト リアLEDブルー照明
（スモールライト連動/ドア開閉連動/左右セット）全タイプ

全タイプ

全タイプ

0.7H

2層デザインのモダンなワイドインパネを、
幻想的にライトアップします。

09 インパネイルミネーション LEDブルー照明
（スモールライト連動/左右セット＋センター部2個）全タイプ

¥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）　　　08E12-SYY-B01

01 LEDフロントグリルＨybrid用 LEDイルミネーション（ブルー）付

LEDイルミネーション内蔵のフロントグリル。
スモールライト連動で発光します。

¥48,600（消費税8%抜き ¥45,000）　　　08F21-SYY-001A

02 LEDクロームガーニッシュLEDイルミネーション（ブルー）付

昼はクロームの輝き、夜はブルーの輝きで
表情をかえる。スモールライト連動で発光します。

¥35,640（消費税8%抜き ¥33,000）　　　08V30-SYY-C02

写真は消灯時です。 写真は消灯時です。LEDフロントグリル LEDクロームガーニッシュ

各0.6H

12 サイドガーニッシュカバー リア用（ステンレス製/左右セット）

●FREEDロゴ 滑り止め付 08F05-SYY-000A
●HYBRIDロゴ 滑り止め付 08F05-SYY-000B

各¥16,200（消費税8%抜き 各¥15,000）

ドアステップを保護しながら、乗降時に存在感を
主張するカバーです。

各0.2H

0.6H 0.6H

悪天候時などの前方視界をサポート。
表情に精悍さもあたえます。

04 フォグライト

LEDフォグライト（12W＜片側＞/左右セット）A
ハロゲンフォグライト（35W＜片側＞/左右セット）B

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）　　  08F30-SYY-000

05 サイドステッカーHYBRIDステッカー （左右セット）

LEDフォグライト
写真は消灯時です。

ハロゲンフォグライト
写真は消灯時です。

A B

詳しくはP10フォグライトをご覧ください。

パッケージ価格単品価格での合計 
¥84,240（消費税8%抜き ¥78,000）

01 LEDフロントグリル ＋ 02 LEDクロームガーニッシュ
03 LEDスタイリッシュパッケージ

¥71,604（消費税8%抜き ¥66,300）　　　08Z01-SYY-001K1.0H
1.2H

0.3H

パッケージ
価格

単品価格での合計 
各¥68,040
（消費税8%抜き 各¥63,000）

07 フットライト フロント ＋ 08 フットライト リア ＋ 09 インパネイルミネーション 
＋ 10 サイドガーニッシュカバー フロント用（FREEDロゴor HYBRIDロゴ）

11 LEDイルミパッケージ

各¥54,432（消費税8%抜き 各¥50,400）　　　各1.8H

各3.4H

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

■写真はカットボディによる撮影。　■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。　■画面はすべてハメコミ合成です。

全タイプHy Hyジ

Hy Hyジ

2.0H

2.0H

1.3H

●FREEDロゴ 08E18-SYY-A11　　　　　
●HYBRIDロゴ 08E18-SYY-D11

※乗降アシスターとの同時装着はできません。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。05 06

全タイプ

Hy Hyジ

Hy Hyジ

Hy Hyジ

Hy Hyジ

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ



E x t e r i o r
ド レ ス ア ッ プ で で か け る 、 こ だ わ り ラインナップ。

21 アルミホイール用ホイールロックナット
キャップタイプ（4個セット）

¥5,184（消費税8%抜き ¥4,800） 08W42-SR3-E00

23 収納ケース
¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） 08W42-TF0-000

※取り外したナットを収納するケースです。

※スチールホイールには装着できません。

※スチールホイールには装着できません。

※スチールホイールには装着できません。

20 アルミホイール用ホイールロックナットマックガード社製 キャップタイプ（4個セット）

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000） 08W42-SJK-002A

全タイプ

全タイプ

全タイプ

22 アルミホイール用ホイールナット
キャップタイプ（16個セット）

¥3,024（消費税8%抜き ¥2,800） 08W42-SR3-B00

全タイプ

Moduloアルミホイール、標準またはメーカーオプションのアルミホイールに装着できます。

※アルミホイールの価格にタイヤは含まれません。 ※標準装備のホイールを取り外し装着となります。 ※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。 ※標準装備のホイールサイズよりインチダウンはできません。

15インチ16インチ 14インチ

02 MS-010（カイザーシルバー・メタリック）
16×6J インセット53

¥27,000/1本 （消費税8%抜き ¥25,000/1本） 
 08W16-TF0-002

185/55R16タイヤも別途お買い求めください。 
6人乗り専用となります。

07 MS-012（ブレードシルバー・メタリック/切削）
15×5 1／2J インセット50

¥24,840/1本 （消費税8%抜き ¥23,000/1本）
 08W15-SYY-001

05 MS-022（ブレードシルバー・メタリック/切削）
15×5 1／2J インセット50

¥24,840/1本 （消費税8%抜き ¥23,000/1本）
 08W15-TF7-001A

04 MS-020（ポリッシュ）
15×5 1／2J インセット50

¥43,200/1本 （消費税8%抜き ¥40,000/1本）
 08W15-TF7-000

08 MG-005（ブレードシルバー・メタリック/切削）
14×5 1／2J インセット50

¥17,280/1本 （消費税8%抜き ¥16,000/1本）
 08W14-SYY-002A

09 ME-003（ブレードシルバー・メタリック）
14×5 1／2J インセット50

¥13,500/1本 （消費税8%抜き ¥12,500/1本）
 08W14-SYY-001 

06 ME-006（シルバー・メタリック）
15×5 1／2J インセット50

¥14,580/1本 （消費税8%抜き ¥13,500/1本）
 08W15-TF7-000B 

全タイプ

03 MS-015（ブレードシルバー・メタリック/切削）
16×6J インセット53

¥27,000/1本 （消費税8%抜き ¥25,000/1本）
 08W16-TM8-000 

Gエ

14インチホイール装備車の場合、185/65R15タイヤも別途お買い求めください。 6人乗りFF車専用となります。

フロント用 リア用

車名エンブレム

後ろ姿を、スポーティにシャープにキメます。
01テールゲートスポイラー

G Gジ

各¥34,560（消費税8%抜き 各¥32,000）
08F02-SYY-＊＊＊

各0.5H

アルミホイール

0.7H/1本 0.7H/1本 0.7H/1本 0.7H/1本

0.7H/1本 0.7H/1本 0.7H/1本 0.7H/1本

10 ステアリングホイールカバー本革製 （ブラック）

＊本革巻ステアリングホイール装備車には装着できません。

¥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）　　　
08U98-SYY-000A

手にしっくりと馴染む本革の感触が、しっとりとした
操作感をもたらします。本革巻きのシフトノブと
合わせて装着すると、さらに上質感が高まります。

1.0H

11 シフトノブ本革巻き （ブラック）

＊本革巻セレクトレバー装備車には装着できません。

Photo：G・ジャストセレクション（6人乗り）＜FF＞　アクセサリー装着車　ボディカラーはコバルトブルー・パール

※LEDフロントグリルへの装着もできます。

¥8,640（消費税8%抜き ¥8,000）　　　
08U92-SYY-011

手によく馴染む、快適なタッチ。
握ったときの感触が、満足感を高めます。

0.1H

14 スポーツペダルアルミ製

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000） 
　　　08U74-TF0-000A

足もとを上質に演出します。

0.2H

全タイプ

15 ドアハンドルプロテクションカバー（クロームメッキ/フロント・リア用/左右4枚セット）

¥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）　　　
08P70-SYY-000

傷つきやすいドアハンドル部をしっかりガード。
クロームメッキが、ボディにワンポイントの
アクセントを与えます。

0.2H

全タイプ

13 スポーツサスペンション FF車専用 （ローダウン量：約20mm/
スプリング＋ダンパー4本セット）

※標準装備のサスペンションを取り外し装着となります。
※地上高が標準設定より約20mm低くなります。
（車両装備、仕様により異なります）
※14インチホイール装備車に装着する場合、

15または16インチホイールとの同時装着が必要です。

¥63,720（消費税8%抜き ¥59,000）　　　
08W60-SFM-000

快適な乗り心地と爽快なコーナリングを両立。
走りの楽しさを深めます。

2.7H

G Gジ Gエ

16 ゴールドエンブレム（Hマーク2個＋車名エンブレム）

ゴールドの輝きがこだわりを
格調高く主張します。

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）
08F20-SYY-001A

0.8H

18 ナンバープレートロックボルト
マックガード社製
（3本入セット/ボルト長:20mm）

ワンポイントのお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。
¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）
08P25-EJ5-C00A

12 キーカバー本革製（ブラック×ブラウンステッチ）

手触りのよい本革の感触で、
スマートキーに上質感をもたらします。

各¥3,240（消費税8%抜き 各¥3,000）

●フロント用
メッキタイプ 08P25-EJ5-000A
カラードタイプ 08P25-EJ5-010C
●リア用
メッキタイプ 08P26-EJ5-001A
カラードタイプ 08P26-EJ5-011C

カラードタイプ

17 ライセンスフレーム （フロント用/リア用）
●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）

※リア用メッキタイプはナビ装着用スペシャルパッケージ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¥3,780（消費税8%抜き 各¥3,500）

メッキタイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

※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。

各0.1H

■カラーコード表 ＊＊＊
★ホワイトオーキッド・パール NH-788P 0G0
アラバスターシルバー・メタリック NH-700M 020

★プレミアムスパークルブラック・パール NH-812P 0H0
モダンスティール・メタリック NH-797M 0J0
コバルトブルー・パール B-553P 0D0
★プレミアムディープロッソ・パール R-543P 0K0

※メッキタイプはナビ装着用スペシャルパッケージ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。

セット価格単品価格での合計 
各¥10,800（消費税8%抜き 各¥10,000）

各¥9,720
（消費税8%抜き 各¥9,000）各0.2H 各0.2H

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

こだわりのスタイルで操る歓びをさらに高める。

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

Gジ

Gジ Gエ

Gエ Hyジ

●メッキタイプ 08Z01-EJ5-011A
●カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック） 08Z01-EJ5-011B 全タイプ

G Hy

G Hy

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

お得な
セット

07 08

表面 裏面

リア両側パワースライドドア装備車用 
08U08-SYY-010G

リア左側パワースライドドア装備車用 
08U08-SYY-010H

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。

G GジG Gジ

G Hy Hyジ＊Gジ

Hy Hyジ＊

G Gジ

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

※カラーコード表★付カラーは¥3,240（消費税8%抜き 
¥3,000）高となり、表示価格には含まれません。



¥14,040（消費税8%抜き ¥13,000）　　　08V08-SYY-000

■センサーインジケーターは撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。 ■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

D r i v i n g  S u p p o r t
家 族 の 安 心 を お て つ だ い 。

09 10

視認性向上とスタイリッシュさを両立したフォグライト。

見えにくい後方や左前方などの視界をサポート。

障害物を感知して音と光でお知らせ。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

パッケージ価格単品価格での合計 ¥24,840（消費税8%抜き ¥23,000）

09 リバース連動ドアミラー 
＋ 10 オートリトラミラーシステム11 パーキングサポートパッケージ

¥21,384（消費税8%抜き ¥19,800）　　　08Z01-SYY-000J1.1H1.2H

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で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。

頼もしい明るさの35Wハロゲンバルブが、
山間部走行時や悪天候時などの視界を効果的にサポートします。

08 ハイケルビンバルブ

セレクトレバーを R に入れると、左側のミラーが
自動的に下向きになり、車庫入れなどのバック時に、
見えにくい左後輪付近の視界をサポートします。

0.6H

09 リバース連動ドアミラー 全タイプ

全タイプ

ドアのロック/アンロックに連動します。
ロックで格納、アンロックで展開。
運転席の格納スイッチでドアミラーを
格納した場合ドアミラーが展開しない
格納スイッチ優先機能付。

0.6H¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）
08V02-SYY-000

10 オートリトラミラーシステム（ドアロック連動タイプ）

12 コーナーポール（リモコン式） 13 アクアクリーンミラー親水式ドアミラー （ブルー/左右セット） 14 オートデイナイトミラーLED（ブルー）イルミネーション付

全タイプ

05 センサーインジケーターパッケージ

リバース連動機能作動時：

装着前 装着後

通常使用時：

作動前

作動時
写真は説明のためのイメージ

※写真は他車種の装着例です。
¥20,520（消費税8%抜き ¥19,000）合計

本体
取付アタッチメント

¥17,280
¥3,240

（消費税8%抜き ¥16,000） 08V03-SLE-000
（消費税8%抜き ¥3,000） 08V03-SFM-000

ドライバーがまぶしいと感じる強い光を2ヵ所のセンサーで
感知し、鏡面の反射を自動制御してまぶしさによる影響を
軽減します。

本体

取付アタッチメント

ガーニッシュ

¥30,240

各¥12,960

各¥6,480

合計 各¥49,680（消費税8%抜き 各¥46,000）

（消費税8%抜き ¥28,000）

（消費税8%抜き 各¥12,000）

（消費税8%抜き 各¥6,000）

08V31-E3J-A00

08V38-SYY-＊＊＊＊

08V38-SYY-＊＊＊＊

合計

本体

取付アタッチメント

ガーニッシュ

（消費税8%抜き ¥16,000）

（消費税8%抜き 各¥12,000）

（消費税8%抜き 各¥6,000）

¥17,280

各¥12,960

各¥6,480

各¥36,720（消費税8%抜き 各¥34,000）

08V31-SZT-000B

08V38-SYY-＊＊＊＊

08V38-SYY-＊＊＊＊

※標準装備のミラーサブAssy.を取り外し装着となります。
※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。

水滴を防止し、雨天時の運転をサポート。
助手席側はアンダーミラー機能付きです。
¥14,040（消費税8%抜き ¥13,000）　　　08V11-SLJ-000A

エンジン（パワー）スイッチに連動して伸縮し、
アップ時には高輝度LEDが点灯。
フロント左側の目安になります。

¥22,140（消費税8%抜き ¥20,500）　　　
08V60-SYY-E10

※コーナーカメラシステム（2ビュー）、フロントセンサー、
センサーインジケーターパッケージ（フロント用）との
同時装着はできません。

全タイプ全タイプ

ホワイト系の光が、クルマをシャープなイメージにドレスアップします。

※ハロゲンフォグライト装着車に装着できます。
※取り付けた日から1年間（2万kmまで）バルブの
寿命を保証します。

ハロゲンフォグライト（クリア）用

＊ライセンスライトは1個使用  0.1H  となります。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

ポジションライト用・ライセンスライト用
（H8〈35W〉/2個セット） （W5W〈5W〉/2個セット）
¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）
08V30-E89-000B

¥2,268（消費税8%抜き ¥2,100）
08V30-E89-000E

全タイプ 全タイプ
色温度イメージグラフ

ノーマル
バルブ

ハイケルビン
バルブ

3,000K 5,000K4,000K

LEDフォグライト本体

障害物を感知して、ブザーでお知らせ。クルマと障害物との距離によって3種類のブザーで警告します。狭い道での右左折や縦列駐車などに便利です。
センサー

01 フロントセンサー（超音波感知システム・4センサー） 02 リアセンサー（超音波感知システム・２センサー）

全タイプ

全タイプ

※リモコンエンジンスターターを同時装着する場合
サブハーネス〈¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000） 0.1H
08V02-SYY-000A〉が必要です。

※目線の位置、また鏡面の角度により視野範囲は異なります。
※セレクトレバーをリバース・ポジションにする場合は、
必ずブレーキペダルを踏んでください。

※リバース連動ドアミラーのシステムONの状態で後退する際は、
ドアミラーに映し出される視界が下方に変わっていますので、
後方および車両周辺には十分注意して運転してください。

Photo:Hybrid・ジャストセレクション（6人乗り） アクセサリー装着車　ボディカラーはコバルトブルー・パール

★ホワイトオーキッド・パール NH-788P EG0G
アラバスターシルバー・メタリック NH-700M E20G
★プレミアムスパークルブラック・パール NH-812P EH0G
モダンスティール・メタリック NH-797M EJ0G

＊＊＊＊■ガーニッシュカラーコード表
コバルトブルー・パール B-553P ED0G
★スーパープラチナ・メタリック NH-704M EE0G
★プレミアムブルーオパール・メタリック B-578M EF0G
★プレミアムディープロッソ・パール R-543P EK0G

＊＊＊＊

G（FF）用
G（4WD）用
Gを除く全タイプ用

＊＊＊＊
E00B
E00C
E00A

スイッチタイプ
プッシュスイッチ
ライティングスイッチ
ライティングスイッチ

■取付アタッチメントコード表

0.2H 0.2H＊

1.1H

0.1H

0.7H

0.7H

約100～45

約45～35

約35以下

約60～45

約45～35

約35以下

約60～45

約45～35

約35以下

フロント（4センサー） リア（2センサー）
センサー感知範囲（単位：cm）

ピッ、ピッ、ピッという遅い断続音

ピ、ピ、ピという早い断続音

ピーという連続音

電子ブザー音

フロントセンター フロントコーナー
1 2 3

リアコーナー

3種類の警告音でお知らせ

※センサー直近約20cm以下また、障害物の種類や状況により感知しない場合があります。
※安全のためセンサー使用時も直接目視で周辺の安全確認を行いながら運転してください。

■カラーコード表
★ホワイトオーキッド・パール NH-788P
アラバスターシルバー・メタリック NH-700M
★プレミアムスパークルブラック・パール NH-812P
モダンスティール・メタリック NH-797M
コバルトブルー・パール B-553P
★スーパープラチナ・メタリック NH-704M
★プレミアムブルーオパール・メタリック B-578M
★プレミアムディープロッソ・パール R-543P

 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
 CG0K AG0K
 C20K A20K 
 CH0K AH0K
 CJ0K AJ0K
 CD0K AD0K
 CE0K AE0K
 CF0K AF0K
 CK0K AK0K

■カラーコード表
★ホワイトオーキッド・パール NH-788P
アラバスターシルバー・メタリック NH-700M
★プレミアムスパークルブラック・パール NH-812P
モダンスティール・メタリック NH-797M
コバルトブルー・パール B-553P
★スーパープラチナ・メタリック NH-704M
★プレミアムブルーオパール・メタリック B-578M
★プレミアムディープロッソ・パール R-543P

 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
 AG1B AG0C
 A21B A20C 
 AH1B AH0C
 AJ1B AJ0C
 AD1B AD0C
 AE1B AE0C
 AF1B AF0C
 AK1B AK0C

本体
取付アタッチメント

各¥17,280
¥17,280

合計 各¥34,560（消費税8%抜き 各¥32,000）

（消費税8%抜き 各¥16,000）
（消費税8%抜き ¥16,000）

08V66-SYY-＊＊＊＊
08V66-SYY-D01A

※カラーコード表★付カラーは¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）高となり、表示価格には含まれません。
※コーナーカメラシステム（2ビュー）、コーナーポールとの同時装着はできません。

本体
取付アタッチメント

各¥9,720
¥17,280

合計 各¥27,000（消費税8%抜き 各¥25,000）

（消費税8%抜き 各¥9,000）
（消費税8%抜き ¥16,000）

08V67-SYY-＊＊＊＊
08V67-SYY-A00A

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）　　  　
08V66-E3V-000A

0.6H＊

＊リアセンサーと同時装着する場合、
　標準取付時間は 0.5H となります。
※リアセンサー装着時に装着できます。
※ルーフネットとの同時使用はできません。

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）　　  　
08V67-E3V-000A

0.6H＊

障害物との距離を、光でお知らせ。センサーからの信号と連動して、同方向のインジケーターが点灯。障害物との距離により3～4段階の光でお知らせします。
センサーインジケーター 全タイプ

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

各1.5H

各1.5H

各1.5H

各1.5H

G Gジ
Hy Hyジ

1.6H 0.6H

各0.6H各1.6H

センサー
（カラードタイプ）

センサー感知範囲
フロントイメージ図

センサー感知範囲
リアイメージ図

2
1 3

※センサーインジケーターは撮影のために点灯したものです。

※センサーインジケーターは
撮影のために点灯したものです。

A
B C

D

フロントセンサー
インジケーターの
反応範囲イメージ図

1 2
リアセンサー
インジケーターの
反応範囲イメージ図

A B

3 4

※センサー直近約20cm以下また、障害物の種類や
状況により反応しない場合があります。

※センサー直近約20cm以下また、障害物の種類や状況により
反応しない場合があります。

＊フロントセンサーと同時装着する場合、
　標準取付時間は 0.5H となります。
※フロントセンサー装着時に装着できます。
※サイドカーテンエアバッグ装備車の場合、
別途クリップ（91561-TA0-A11）が
1個必要です。

※カラーコード表★付カラーは¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）高
となり、表示価格には含まれません。
※サイドカーテンエアバッグ装備車の場合、
別途クリップ（91561-TA0-A11）が1個必要です。

※カラーコード表★付カラーは¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）高となり、表示価格には含まれません。

パッケージ価格単品価格での合計 
各¥41,040（消費税8%抜き 各¥38,000）

01 フロントセンサー（取付アタッチメント含む） ＋ 03 フロントセンサーインジケーター
各¥34,560

各2.2H

パッケージ価格

フロント用

リア用 単品価格での合計 
各¥33,480（消費税8%抜き 各¥31,000）

02 リアセンサー（取付アタッチメント含む） ＋ 04 リアセンサーインジケーター

各¥27,000

（消費税8%抜き 各¥32,000）　　　　08Z01-SYY-＊＊＊＊

（消費税8%抜き 各¥25,000）　　　　08Z01-SYY-＊＊＊＊各1.1H各1.2H

各2.1H

通常視野範囲 下降時視野範囲

視野範囲イメージ図

フォグライト消灯時

ピッ
 ピッ
 ピッ

ピカッ

反応イメージ

写真は説明のためのイメージ

※安全のためセンサー使用時も直接目視で周辺の安全確認を行いながら運転してください。

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

※カラーコード表★付カラーは¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）高となり、表示価格には含まれません。

06 LEDフォグライト（12W＜片側＞／左右セット／色温度5000K）全タイプ

07 ハロゲンフォグライト（35W＜片側＞／左右セット）全タイプ

ハロゲンフォグライト本体

03 フロントセンサーインジケーター（感知距離別LED発光／左右セット） 04 リアセンサーインジケーター（感知距離別LED発光／左右セット）

センサーインジケーターパッケージがお得！
センサー単品価格で
パッケージ（センサー+インジケーター）をご購入いただけます。★
★装着に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。

反応範囲
（単位：cm）

3 4
3段階の光でお知らせ

約60～45

約45～35

約35以下

Aに反応 Bに反応
反応範囲
（単位：cm）

3～４段階の光でお知らせ
1 2

約100～60

約60～45

約45～35

約35以下

Aに反応 Bまたは に反応 DC に反応

※ガーニッシュカラーコード表★付カラーは¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）高となり、
表示価格には含まれません。

※ガーニッシュカラーコード表★付カラーは¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）高となり、
表示価格には含まれません。



12 乗降アシスター FF車専用
（2列目キャプテンシート用/
 助手席側取付）

「お出かけしたい」の気持ちをお手伝いします。
クルマへの乗り降りを補助し、シンプルな機構
で操作も容易にできます。

1.4H¥205,200（消費税8%抜き ¥190,000）　　
08L98-E2T-RY0

真上からも握れるつかみやすいグリップ形状で
乗り降りをサポート。

10 
アシストグリップ

●運転席側スライドドア乗降用グリップ 　08U95-E1S-000D
●助手席側スライドドア乗降用グリップ 　08U95-E1S-000E

各¥10,584（消費税8%抜き 各¥9,800）

全タイプ

全タイプ

11 テールゲートストラップ
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。

¥1,080（消費税8%抜き ¥1,000）　　　
08L46-SYY-010

全タイプ

0.2H

●乗降アシスターは持ち上げる力の約40kgを補助する装置で、操作にはある程度の力が必要となります。
例：（乗る方の体重：約55kg）－（補助力：約40kg）＝上昇時に必要となる力：約15kg＊

＊ご購入にあたっては、操作される方がこの重量を持ち上げられるかどうかをご確認ください。
●乗る方の体重：70kgまで。　●操作される方の目安体重：55kg～70kg（シートを下げるために、一定の体重が必要です）
※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。
※サイドガーニッシュカバー（リア用）、ラゲッジトレイとの同時装着はできません。
※必ずHonda販売会社にて取り付け作業を行ってください。また24ヵ月ごとにHonda販売会社にて点検を受けて頂く必要があります。
※乗降アシスターの使用方法等については、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

乗降アシスターについて詳しくは 右記QRコードからアクセスできます。
下記 URL からもアクセスできます。 
http://www.honda.co.jp/ACCESS/jyoukouassister/

下降時（座面地上高:約51cm） 上昇時（座面地上高:約74cm） 収納時
（シート寸法：
長さ約35cm×幅約30cm）

各0.3H

乗る人みんなにうれしいおもいやり。

全タイプ

面発光ライト点灯時（ホワイトLED）

スポットライト点灯時（ホワイトLED）イルミネーション点灯時（ブルーLED）

02 LEDルーフ照明 交換タイプ 1個入り 
（スポットライト/ブルーイルミネーション/室内灯）

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。

取付位置：室内灯部、カーゴスペース照明灯部
※室内灯部はプラズマクラスター搭載LEDルーフ照明、
「ナノイー」うるケア・ヴェールライト、リア席モニター
（ルーフ取付タイプ）、LEDルームランプとの同時装着はできません。
※標準装備品を取り外し装着となります。
※写真は他車種の装着例です。

03 LEDルームランプLEDバルブ（ホワイト） 1個入り （12Ｖ/0.7Ｗ）

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。

各¥3,780（消費税8%抜き 各¥3,500）

A.マップランプ用　08E13-E4A-B00
取付位置：マップランプ部2個

B.室内灯/カーゴスペース照明灯用　08E13-E4A-A00
取付位置：室内灯部1個、カーゴスペース照明灯部1個
※室内灯部はプラズマクラスター搭載LEDルーフ照明、
「ナノイー」うるケア・ヴェールライト、
リア席モニター（ルーフ取付タイプ）、LEDルーフ照明との
同時装着はできません。

※標準装備品を取り外し装着となります。
※写真は他車種の装着例です。
※点灯イメージは撮影のため点灯した状態を強調し再現したものです。
実際の点灯色とは異なります。

¥13,500

本体 ¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000）

取付アタッチメント   ¥540（消費税8%抜き ¥500）
08E13-E81-010

08E14-T4G-000

（消費税8%抜き ¥12,500）合計 0.3H

0.3H

Gジ GエG Hy Hyジ

06

07 08

09

05

全タイプ04 スクリーンシェード（リアドアウインドウ用/左右セット）

さまざまなシーンで車内を快適に保つメッシュタイプ。
まぶしい光を軽減し、車内のプライバシーを守ります。収納バッグ付き。
¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000）　　  08R67-SFM-001

バッグ収納時

※ドアウインドウメッシュ リアドアウインドウ用との同時使用はできません。
※ペットドアライニングカバーとの同時装着はできません。
※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。
※写真は他車種の装着例です。

0.2H

●セキュリティアラーム装備車用
●セキュリティアラーム装備無し車用

08E92-SYY-C00 08E92-SWP-A00
08E92-SYY-E00 G

Gジ Gエ Hy Hyジ各1.5H
2.0H

Hyジ＊Gエ

使用イメージ

BA

※i-サイドエアバッグシステム装着車には装着できません。
※標準装備の大型アシストグリップを取り外し装着となります。

■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。 ■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

※i-サイドエアバッグシステム装備車の助手席ではご使用できません。

※ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着はできません。



万一の際の状況確認や、ドライブの思い出づくりに、“あると役立つ”。 
運転中の前の様子を映像と音声で残せる、いま話題の「ドライブレコーダー」。
万一の際、どういう状況で起こったのか、「記憶」よりも確かな「記録」があれば一目瞭然。また、ドライブ中の素敵な景色を残したい、
そんな思いにも応えるドライブレコーダー。ナビ画面に映せるタイプと、本体のモニターに映せる２タイプをご用意しています。

プロテクションフィルム装着箇所イメージ図

●1列目用/左右セット
　（運転席回転式ホルダー固定仕様）

1列目用 2列目用

全タイプ
全タイプ

全タイプ

ガソリン車用 ハイブリッド車用 ガソリン車用 ハイブリッド車用

ギャザズ ナビゲーションで再生できるナビ連動タイプ

¥27,000（消費税8%抜き ¥25,000）　　    08E30-E5X-000

ガソリン車用  08P11-SYY-000A
※３列目シートを格納してご使用ください。

G Gジ Gエ

 カーゴフロアを汚れや傷つきから保護します。06 
カーゴマット 

各¥10,800（消費税8%抜き 各¥10,000）
ガソリン車用  08U45-SYY-002
※３列目シートを格納してご使用ください。ただしトレイに穴あけ加工をすれば３列目シートもご使用できます。
※乗降アシスターとの同時装着はできません。

ハイブリッド車用  08P11-SYY-000B Hy Hyジ ハイブリッド車用 08U45-SYY-000C

07 
ラゲッジトレイ

各¥19,440（消費税8%抜き 各¥18,000）

08 ラバーマット縁高タイプ

運転席側は専用ホルダーで固定、運転中のラバーマットのずれを防ぎます。

¥7,020（消費税8%抜き ¥6,500）　　  
08P18-SYY-011
※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（運転席/助手席用）を
　取り外して装着してください。

 0.1H 

●2列目用
¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）
08P19-SYY-000

09 リアバンパープロテクションフィルムクリアフィルムタイプ

荷物類の出し入れの際に、リアバンパーが傷つきにくいように保護します。
¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）　　  08P48-SYY-000 0.2H 

10 防水シートカバー（ブラック/1列目シート用/左右共用1枚売り）

防水性素材を使用しています。
¥9,720/1枚（消費税8%抜き ¥9,000/1枚）08P33-SZW-000B

※マルチボックス、ペットシートプラスわんとの助手席での同時装着はできません。
※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。
※写真は他車種の装着例です。

U s e f u l
安 心 や 使 い 勝 手 を 高 め る お 役 立 ち ア イ テ ム。

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。 ●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。13 14

¥3,564（消費税8%抜き ¥3,300）　08R63-E7C-010

フットクッション、ひじ掛け、枕など、豊富な用途にお好みで使用可能です。
気軽に持ち運べるので、使用場所は車内に限らずご自宅や仕事場などでも
使えます。汚れを拭きとりやすい合皮製です。

ドライブレコーダー（2機種共通）について ●本機は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。●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、また映像内容の詳細が判別できないことによる損害、
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。●夜間のナビ画面や昼間の太陽光を反射した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。

01 ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）　　　　　取付アタッチメント含む　VXM-175VFNi/175VFi用

全タイプ

写真は他車種の装着例です。

micro SDカード（8GB）

SDカード
変換アダプタ

本体

●ナビ画面再生イメージ図
※画面はハメコミ合成で映像、表示内容は実際のものとは異なります。

0.9H

カラダを休める、カラダの負担を軽くする。

03 どこリラ　　　　  （クッション）

本体に付いたモニターで確認できる一体型タイプ

¥21,384（消費税8%抜き ¥19,800）　　    08E30-E7X-0011.1H

使用例

※イラストは説明のためのイメージです。

折りたたみ時

展開時

¥10,584（消費税8%抜き ¥9,800）　08R31-ES1-001

腰の一部にかかっていた圧力を周囲に分散。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。

※i-サイドエアバッグシステム装備車の助手席ではご使用できません。
※体型に合わせて成型・硬化させるため、成型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。
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

全タイプ04 ランバーフィットサポート

安心感や便利さをプラス。

各¥4,536（消費税8%抜き 各¥4,200）
●ベージュ 08U95-E7R-010G
●グレー    08U95-E7R-030G

グラブレール本体に本革二重貼りのグリップカバーを装着。
本革のしっとりとした手触りと握り心地が、安心感と心地よさをプラスします。

全タイプ05 本革巻きグリップ　　　　  （グラブレール／左右共用 1個売り）　　　

※推奨カラー：ベージュ
※推奨カラーを選択した場合は、内装ルーフ色と同系色となります。
※標準装備のグラブレールを取り外して装着するため、標準装備されていない部位に新規で装着することはできません。
※コートフック有りタイプは２列目以降に装着できます。コートフック無しタイプは１列目・２列目・３列目に装着できます。
※本革巻きの部分はブラックのみとなります。

※写真は他車種の装着例です。

コートフック有りタイプ コートフック無しタイプ

グラブレール部カラー：ベージュ

グラブレール部カラー：グレー

コートフック有りタイプ（リア用）
各¥4,320（消費税8%抜き 各¥4,000）
●ベージュ 08U95-E7R-010F
●グレー    08U95-E7R-030F

コートフック無しタイプ（フロント・リア用）
各0.1H 各0.1H

写真は他車種の装着例です。

micro SDカード（8GB）

SDカード
変換アダプタ

本体
●再生イメージ
※画面はハメコミ合成で映像、表示内容は実際のものとは異なります。

G Gジ Gエ Hy Hyジ

※写真は他機種での装着例です。

ギャザズナビfor

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

■録画した動画／静止画はナビで再生可能。
■ナビの起動に連動して録画を開始、イベント記録保護機能＊により急ブレーキ時などの記録を
上書きされず保存可能。

■記録された動画／静止画は、SDカードスロット搭載パソコンでの再生も可能。

本体サイズ 幅約5.5×長さ約8.5×高さ約3.6cm
カメラ仕様 カラーCMOSカメラ約92万画素
画角 115°（水平）×65°（垂直） 
常時記録時間 約128分（高画質モード）

約925分（標準モード）
フレームレート 28FPS（高画質モード） 

14FPS（標準モード） 
記録方式 MP4（動画）/JPEG（静止画）
画像サイズ HD 720p

本体サイズ 幅約6.5×長さ約6.5×高さ約3.7cm
カメラ仕様 カラーCMOSカメラ約130万画素
画角 110°（水平）×73°（垂直） 
液晶モニターサイズ 2.4インチ
常時記録時間 約200分（標準モード）

約400分（長時間モード）
フレームレート 30FPS（標準モード） 

15FPS（長時間モード） 
記録方式 ＡＶＩ
画像サイズ HD 720p

■録画した映像は液晶モニターで再生可能。
■エンジン（パワー）スイッチに連動して録画を開始、イベント記録保護機能＊により
急ブレーキ時などの記録を上書きされず保存可能。

■記録された映像は、SDカードスロット搭載パソコンでの再生も可能。

02 ドライブレコーダー（カメラ一体型／液晶モニター付）                取付アタッチメント含む
　　　　　

全タイプ

サイズ：折りたたみ時 W 35×L 18×H 18㎝／展開時 W 35×L 36×H 16㎝
※保証期間：お買い上げの日より１年間です。
※運転時は、運転席の足元に置かないでください。

＊G（衝撃）を検知すると前後約3分間の動画を記録し、保護します。
※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-TA0-A11）が1個必要です。
※ドライブレコーダーで記録した動画/静止画の再生中または設定画面表示中は、映像の記録はできません。
※本機は、micro SDカードへの常時記録/上書き型のドライブレコーダーです。micro SDカードの記憶容量が一杯になると古い動画から消して新しい動画を
記録（上書き）します。G（衝撃）を検知して記録された動画は、上書きされにくい場所に保存されます。ただし、空き容量が少ない状態で新たにG（衝撃）を検知し
た場合は、古い順に自動消去される場合があります。手動操作により記録された動画・静止画は自動消去されません。空き容量が少なくなると保存できなくなり
ます。記録した動画・静止画を残したい場合は、micro SDカードを抜いてパソコンなどに保存していただく必要がありますのでご注意ください。
※必ず同梱のmicro SDカードをご使用ください。
※GPS受信環境により周辺地図や車速、自車位置などを記録できない場合や正しい自車位置を表示しない場合があります。
※パソコンでの再生には、SDカードに対応したパソコン（推奨OS：Windows 7、Windows 8、Windows 8.1）とMP4やJPEGに対応した再生ソフト（Windows

Media Player等）が必要です。再生ソフトによっては再生できない場合があります。

＊G（衝撃）を検知するとイベント記録データとして検知前後の映像を保護します。約20秒間（前約12秒、後約8秒）を20件まで保護。20件を超えると古いデータ
　から順次上書き消去されます。　
※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-TA0-A11）が1個必要です。
※走行中は、記録した映像および記録中の映像の液晶モニターへの表示はできません。また、本機での動画再生中は録画ができません。
※本機は、micro SDカードへの常時記録/上書き型のドライブレコーダーです。micro SDカードの記憶容量が一杯になると古い映像から消して新しい映像を記
録（上書き）します。イベント記録録画以外で、保存したい映像は、最大10件まで手動による保護が可能です。10件を超える保護はできません。それ以外で保存
したい映像は、micro SDカードを抜いてパソコンなどに保存していただく必要がありますのでご注意ください。
※必ず同梱のmicro SDカードをご使用ください。
※パソコンでの再生には、SDカードに対応したパソコン（推奨OS：Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10）とAVIに対応した再生ソフト（Windows

Media Player等）が必要です。再生ソフトによっては再生できない場合があります。

コートフック有りタイプ コートフック無しタイプ



●取付位置：運転席/助手席シートバック
※助手席シートに装着の場合、車両装備のコンビニフック、
シートバックポケットは使用できません。
※ペットシートサークルとの同一箇所での同時使用はできません。
※ペットシートマット、マルチフックシステム（シートバック取付用）、ユースフルパッケージ
との同時使用はできません。
※シートカバー 革調タイプと同時装着した場合、装着した座席のシートポケットは使用できません。
※写真は他車種の装着例です。

●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
※ペットシートサークル、
ペットシートプラスわん、
ペット車外飛び出し防止
リードとの同一座席での
同時装着はできません。

¥39,960
（消費税8%抜き ¥37,000）
08P90-E4R-000A

14 Hondaジュニアシート（学童用）

●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
●取り外し可能な
サンシェード付
※シートベルト固定でも
使用できます。ご使用の際は
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。

※ペットシートサークル、
ペットシートプラスわん、
ペット車外飛び出し防止
リードとの同一座席での
同時装着はできません。

¥79,380
（消費税8%抜き ¥73,500）
08P90-E4R-000

12 Honda Baby ISOFIX（サポートレッグタイプ/乳児用）

●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
※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。

※ペットシートサークル、
ペットシートプラスわん、
ペット車外飛び出し防止
リードとの同一座席での
同時装着はできません。

※ユーティリティベルトとの
同一座席での同時使用は
できません。

¥71,820
（消費税8%抜き ¥66,500）
08P90-E13-002B

12歳頃

～150cm位

～9 kｇ ～13 kｇ ～36kｇ

3～4歳頃

～100cm位

生後18ヶ月頃

～85cm位～70cm位

生後9ヶ月頃

■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あったものをお選びください。

参考年齢

体重

お子様の体格によるご使用の目安

参考身長

シートベルト
固定タイプ
チャイルドシート

ISOFIX
チャイルドシート

Honda Kids ISOFIX

Honda Baby ISOFIX

※身長と年齢は参考です。

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

15～18 kｇ

オプション

16 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）15 ネストクッションスタンダード用

詳しくは、専用カタログもしくは http://www.honda.co. jp/chi ldseat/ をご覧ください。

■シートの座面を保護するクッション
■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。

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）
08P90-SR4-C00

¥4,860（消費税8%抜き ¥4,500）08P90-E1B-000A

チャイルドシート適用表（シートベルト固定タイプ）

取付位置

品　名

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

（学童用）

前向き

×

○

×

○

○

前向き

×

○

×

○

○

後向き

×

×

○

×

×

後向き

○

×

○

×

×

後向き

×

×

×

×

×

1列目シート 2列目シート 3列目シート

左右席助手席 中央席

前向き

×

○

×

○

○

後向き

×

×

○

×

×

左右席

前向き

×

×

×

×

×

Honda Kids ISOFIX

Honda Baby ISOFIX

スタンダード

Hondaジュニアシート

チャイルドシート適用表（ISOFIXタイプ）

取付位置

品　名

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

前向き

×

○

×

○

前向き

×

×

×

×

後向き

×

×

×

×

前向き

×

×

×

×

後向き

×

×

×

×

後向き

○

×

○

×

後向き

×

×

×

×

1列目シート 2列目シート 3列目シート

左右席助手席 中央席 左右席

前向き

×

×

×

×

Honda Baby ISOFIX

Honda Kids ISOFIX

Honda ISOFIX Neo

Hondaジュニアシート

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

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。

●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
※ペットシートマットとの同時装着はできません。
※ペットシートサークル、ペットシートプラスわん、ペット車外飛び出し防止
リードとの同一座席での同時装着はできません。
※シートベルト固定では使用できません。

¥75,600（消費税8%抜き ¥70,000）
08P90-E2P-000

10 Honda ISOFIX Neo（サポートレッグタイプ/乳児用・幼児用兼用）

全タイプ 全タイプISOFIXチャイルドシート

●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
※ペットシートサークル、
ペットシートプラスわん、
ペット車外飛び出し防止
リードとの同一座席での同時装着は
できません。

13 スタンダード（乳児用・幼児用兼用）

¥34,020
（消費税8%抜き ¥31,500）
08P90-E1B-000

シートベルト固定タイプチャイルドシート
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チャイルドシートです。

荷物を容易に固定できるベルト。寝かせるとかさばりがちな
ベビーカーなども、立てた状態ですっきりと収納可能です。
¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000） 08L46-SYA-001

07 ユーティリティベルト（長さ調整機能付）全タイプ

●取付位置：２列目、３列目左右席（ハイブリッド車は2列目のみ取り付けできます）
※ベビーカーのサイズによっては収納できない場合があります。
※同じ座席でISOFIXチャイルドシート前向き装着との同時装着はできません。
※写真は他車種の装着例です。

08 キックガード （運転席/助手席シートバック取付用、左右共用1枚売り）
お子様の足蹴りからシートバックを保護。汚れても容易に
着脱でき、洗ってご使用になれます。小物の入るポケット付き。

¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000） 08P33-SYA-000A

●取付位置：3列目右側席シートバック
※シートカバー 革調タイプ3列目用
との同時装着はできません。
※写真は他車種の装着例です。

09 ドキュメントバッグ
車検証や取扱説明書が収納でき、
シートバックに容易に装着可能です。

全タイプ

¥4,320（消費税8%抜き ¥4,000）
08U13-S8R-000

まぶしい光を軽減し、車内のプライバシーを守ります。
収納バッグ付き。

06 スクリーンシェード（リアドアウインドウ用/左右セット)

※ドアウインドウメッシュ リアドアウインドウ用との同時使用はできません。
※ペットドアライニングカバーとの同時装着はできません。
※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。
※写真は他車種の装着例です。

全タイプ

全タイプ

約345

約305
約180

約120

約270 約171
約470

バッグ収納時

■サイズ（mm）

注：〈助手席SRSエアバッグ装備車の助手席に、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。

■ご使用可能なお子様の目安：

[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。
※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。
※装置リコール対象商品のため、登録カードを使ってHondaでの情報把握をさせていただきます。ご理解
とご協力をお願いいたします。

08U08-SLJ-010A

08U08-SYY-010A

テーブル 08U08-SLJ-010F/ポケット 08U08-SLJ-010D

08U08-SYY-010F

ポケット 08U08-SLJ-010D

08U08-SLJ-010A（2個必要）

08U08-SLJ-010C

08U08-SYY-010F

08U08-SLJ-010E

08U08-SLJ-010A（2個必要）

08U08-SLJ-010E

テーブルやポケットなどを装着するための専用フックです。

ポケット装着例テーブル装着例

コンビニフック装着例

トラッシュボックス装着例

¥1,404

本体（センターロアカバーに取付）¥864

フック センターロアカバー取付用 ¥540

（消費税8%抜き ¥800）

（消費税8%抜き ¥500）

合計

¥4,320

本体（シートサイドに取付） ¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）

フック シートサイド取付用×2個 ¥1,080（消費税8%抜き ¥1,000）

合計

 C  トラッシュボックス 
（ブラック/許容荷重:1.0kg）

¥5,940

本体（シートバックに取付） （消費税8%抜き ¥3,000）

フック シートバック取付用 （消費税8%抜き ¥2,500）

¥3,240

¥2,700

合計

¥3,240

本体（シートサイドに取付） ¥2,160

フック シートサイド取付用×2個 ¥1,080

（消費税8%抜き ¥2,000）

（消費税8%抜き ¥1,000）

合計

 A  テーブル   （ブラック/許容荷重：1.0kg）（ブラック/許容荷重：1.0kg）

全タイプ

各¥6,480

本体（シートバックに取付）各¥2,160

角度調整キット ¥1,620

フック シートバック取付用 ¥2,700

（消費税8%抜き 各¥2,000）

（消費税8%抜き ¥1,500）

（消費税8%抜き ¥2,500）

合計

※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。 
※角度調整キットは、リクライニングの角度によっては水平にならない場合があります。
※写真は他車種の装着例です。

●取付位置：1列目及び2列目キャプテンシート
 センター側のシートサイドカバー

※フックは2個必要です。
※1列目シートサイドカバーに取り付ける場合センターコンソール、
シートカバー 革調タイプ（運転席シートヒーター付）との
同時装着はできません。　※写真は他車種の装着例です。

02 フック シートサイド取付用 （ブラック/フック1個入り）

¥540（消費税8%抜き ¥500）　　  
08U08-SLJ-010A

●取付位置：センターロアカバー
※写真は他車種の装着例です。

●取付位置：運転席及び助手席シートバック
※運転席、助手席の両方に装着する場合、2セット必要です。
※写真は他車種の装着例です。

03 フック シートバック取付用（ブラック/フック2個入り）

全タイプ

※写真は他車種の装着例です。

※写真は他車種の装着例です。

A B C

B C

B C

D

A

B

C

D

D

08U08-SYY-010F

08U08-SYY-010A

¥3,564

（消費税8%抜き ¥1,300）

（消費税8%抜き ¥4,000）

（消費税8%抜き ¥5,500）

（消費税8%抜き ¥3,000）

（消費税8%抜き 各¥6,000）

（消費税8%抜き ¥3,300）

本体（シートバックに取付） ¥864

フック シートバック取付用 ¥2,700

（消費税8%抜き ¥800）

（消費税8%抜き ¥2,500）

合計

※角度調整キットは、リクライニングの角度によっては水平にならない場合があります。

テーブル装着例

ツマミを回して角度調整できます。

※写真はシートカバー 革調タイプとの同時装着例です。

※シートバックに取り付ける場合、角度調整キットが必要です。

取付位置 テーブル

ポケット

トラッシュボックス

コンビニフック

シートサイド部

シートバック部

センター
ロアカバー部

2列目シートサイド部
※2列目ベンチシート
には装着できません。

マルチフックシステム

シートバックにテーブルまたはポケットを
取り付けるための角度調整用アジャスターです。

01 角度調整キット（ブラック）

¥1,620（消費税8%抜き ¥1,500）　　　08U08-SLJ-010C

用途に合わせ付け替えできる便利なアイテム。

0.1H

0.1H

04 フック センターロアカバー取付用
（ブラック/フック1個入り）

¥540（消費税8%抜き ¥500）　　  
08U08-SLJ-010A

0.2H
¥2,700（消費税8%抜き ¥2,500）　　  
08U08-SYY-010F

0.3H

¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000）　　  08R67-SFM-001 0.2H 

パッケージ価格単品価格での合計 ¥31,644（消費税8%抜き ¥29,300）

マルチフックシステム：（　 テーブル×1個 　 ポケット×1個 　 トラッシュボックス×1個 　 コンビニフック×1個　01 角度調整キット×2個（2ヵ所分）
02、03、04 フック［シートサイド取付用×2個（1ヵ所分）/シートバック取付用×2セット（2ヵ所分）/センターロアカバー取付用×1個］ ＋ 06 スクリーンシェード

05 ユースフルパッケージ

¥21,600（消費税8%抜き ¥20,000）　　　08Z47-SYY-0101.4H1.4H

お得な
パッケージ

11 Honda Kids ISOFIX（トップテザータイプ/幼児用）

U t i l i t y
お で か け に 便 利 で 楽 し い 、 あ っ た ら い い なが大集合。

 D  コンビニフック 
（ブラック/許容荷重：3.0kg）

 D  コンビニフック 
（ブラック/許容荷重：3.0kg）

0.2H

0.3H

0.3H

0.3H

0.3H

0.2H

0.2H

0.2H

0.2H

0.3H

0.1H

各0.4H

0.2H

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。 ●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

全タイプ

15 16

A B C D

乳児用シート
として使用

幼児用シート
として使用

注

注

注

B  ポケット 

汎用型ISOFIXチャイルドシート
型式指定番号  E1  04301133

準汎用型ISOFIXチャイルドシート
型式指定番号  E1  04301146

準汎用型ISOFIXチャイルドシート
型式指定番号  E43 44R-040004

型式指定番号  Ｅ4  04443812

型式指定番号  Ｅ43  44R-040006
 

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

シートバック取付用はペットシートマット、キックガード
との同時使用はできません。ペットシートサークルとの同一箇
所での同時使用はできません。



N a v i g a t i o n
目 的 地 ま で ス ム ー ズ に 。 快 適 カ ー ライフのおてつだい。

01 9インチ プレミアム インターナビ  VXM-175VFNi

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。

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

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、高精度なルートを案内。さらに多彩な情報サービスも充実。

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
高精度なルートを案内します。

▶インターナビ交通情報

▶インターナビ・ルート

「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。

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。

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。

とにかく最短時間で着きたい！
いちばん低燃費で走れる道で行きたい！というときにも。

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。

▶駐車場セレクト

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。

※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。

▶気象・防災情報インターナビ独自の
渋滞情報

自車が通る
頃には渋滞
が解消と
予測

VICSは幹線道路の
渋滞情報をお知らせ

画面上に降雨範囲を表示

警告画面（路面凍結予測情報）

インターナビ
が案内する
高精度なルート

正確な到着予想時間 状況の予告

多彩なルート検索

賢く停める

ほぼ時間どおり
に到着！

到着予想
9:50

空車 混雑 満車 情報無し

地図更新3回無償
（VXM-174VFXi/174CSiを除く）ドライブが変わる。インターナビが変える。

通常のVICS交通情報
●地図画面上の表示 渋滞 混雑 順調

インターナビ交通情報

多彩なパフォーマンスが自慢の、おすすめギャザズ。

ナビオプションをプラスすれば、 安 心 ・ 便 利 さ ・ 楽 し さ が 、 も っ と 広 が る 。

迫力の9.0型W-VGAモニターを採用し、大画面でのフリック／マルチタッチ操作に対応。
多彩なナビオプションに対応したハイエンドモデル。

■9インチ大画面の静電タッチパネルを採用。車種専用フェイスパネルにより
一体感のある取付けが可能。
■所定の時期に3回、地図データ無償更新。（毎年1回3年間  ※初回は2017年秋頃を予定）
■ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、
フリード専用音響チューニング「音の匠」にも対応。
■リア席モニター、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）など、多彩なオプションに対応。

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7　パナソニック製

オーディオレスナビ装着用スペシャルパッケージfor

本体¥216,000（消費税8%抜き ¥200,000） 08A40-5W0-400L 

●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。●車両の時計表示とギャザズ ナビゲーションおよびオーディオの時計表示が一致しない場合があります。
■ 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®、iPhone®は、米国および他の国々で登録された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。
■HDMIはHDMI Licensing,LLCの商標です。

＊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（無料）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。

9.0型 W-VGA

インターナビ・リンク
プレミアムクラブ対応

TV 12セグ+ワンセグ
（4アンテナ×4チューナー）★

フラッシュメモリー 8ＧＢ＋SDカード 8GB（地図用）
＋SDカード 8GB（音楽録音用）

ミュージックラック®

CD録音（約1,000曲）

Bluetooth®

（ハンズフリー・音楽再生）

リア席モニター/ドライブレコーダー
（ナビ連動タイプ）対応（オプション）

USB/iPod®/iPhone®

（音楽&ビデオ）HDMI対応（オプション）

最適仕様▶ 機能▶ 品質保証▶

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。

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。

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。

※VXM-175VFNi/175VFi/174VFi/174VFXiを装着した場合、地上デジタルTVは2アンテナ仕様となります。別途デジタルTV用フィルムアンテナ（12セグ/ワンセグ放送用 2ch）を装着することで、より安定した受信が可能となります。また、VXM-175VFNi/175VFiでは、裏サーチ機能が
利用できます。※「ナビ装着用スペシャルパッケージ」について詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ギャザズナビ（全モデル）、ギャザズ オーディオ（WX-171CP/171C）に対応する「照明付オーディオリモートコントロールスイッチ」、後方確認を
サポートする「リアカメラ」、音響効果を高める「4スピーカー」、スタイリッシュな「デジタルTV用プリントアンテナ〈12セグ/ワンセグ〉」、
便利な「ETC車載器」などがセットになった装備です。 

便利な5つの装備がついた「ナビ装着用スペシャルパッケージ」装備車をお選びください。

※メーカーオプションでナビ装着用スペシャルパッケージが設定されている場合、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。

※ギャザズ ナビゲーション・オーディオ以外を装着した場合、動作の保証は致しかねます。ナビ装着用スペシャルパッケージ

ギャザズナビをつけるなら !

■メーター類は撮影のため点灯。　■画面はすべてハメコミ合成です。 ●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。17 18

ドライブレコーダー
（ナビ連動タイプ）
→Ｐ13

コーナーカメラシステム
 （２ビュー）
→Ｐ22

フロントカメラシステム
→Ｐ22

リア席モニター
→Ｐ21

ハイグレード
スピーカーシステム
→Ｐ23

ＵＳＢ/ＨＤＭＩ接続アイテム→Ｐ23

ＥＴＣ2.0車載器 
→Ｐ20

運転の安心感が、もっと広がる。

便利さが、もっと広がる。

映像・音楽の楽しさが、もっと広がる。

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 デジタルTV用プリントアンテナ
〈12セグ/ワンセグ〉

ETC車載器
（ナビ連動タイプではありません。）リアカメラ

①スマートルート ②最速ルート 
③最速無料優先ルート 
④らくらく運転ルート 
⑤省燃費ルート ⑥ETC割引ルート

有料高速道路

時間と料金を
バランスよく①

走りやすく
初心者向き④ETC割引

をフル活用⑥

ガソリン代
を節約 ⑤

とにかく
早く ②

早くて
無料 ③

START

GOAL

無料高速道路

●ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車 ： 取付アタッチメント、フェイスパネルキット、取付費が必要です。
●オーディオレス車：取付アタッチメント、フェイスパネルキット、デジタルTV用フィルムアンテナ、
取付費が必要です。
★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、地上デジタルTVは2アンテナ仕様と
なります。別途デジタルTV用フィルムアンテナを追加装着することで4アンテナ仕様となり、より
安定した受信が可能となります。また、VXM-175VFNi/175VFiでは裏サーチ機能が利用できます。



06 オーディオリモコンスイッチ（照明付） 
ステアリングホイールのスイッチで、ギャザズナビや
ギャザズオーディオのモード切り替え、
選曲/選局、ボリューム操作などが行えます。

■画面はすべてハメコミ合成です。 ●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

N A V I G A T I O N   A L L   L I N E U P

＊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。

ギャザズ ナビゲーション 全モデル対象　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
「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。

ご加入期限 初度登録から1ヵ月以内 対象車両 国内で販売しているHonda自家用乗用車

※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。

●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。 ●車両の時計表示とギャザズ ナビゲーションおよびオーディオの時計表
示が一致しない場合があります。
■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®、iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Apple CarPlayTM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。■WALKMAN®はソニー株式
会社の商標です。■HDMIはHDMI Licensing,LLCの商標です。■NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。■Drive T@lkerは、パナソニック株式会社の登録商標です。

取付位置：グローブボックス内 
※VXM-174VFi/174VFXi/174CSiには装着できません。
※「ETC2.0」では、渋滞回避支援や安全運転支援、自動料金収受などのサービスが
受けられます。さらに今後、道路交通情報や走行履歴・経路情報などの
ビッグデータを活用して、さまざまな新しいサービスが導入される予定です。
※「ETC2.0」サービスについて詳しくは、
国土交通省のホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/）をご覧ください。

ギャザズ ナビゲーション 
全機種対応

手元で

ナビやオーディオの

操作が可能。

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車には装着できません。

各¥5,616（消費税8％抜き 各￥5,200） 
●G用（ブラック） 08A60-SYY-E10　●Hybrid用（シルバー） 08A60-SYY-F20

08 ETC2.0車載器ナビ連動タイプ/アンテナ分離型　VXM-175VFNi/175VFi用

各0.5H

※ギャザズ ナビゲーションは、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車/オーディオレス車専用です。

＊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。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。VXM-175VFNi/175VFi/174VFi/174VFXiにより安定した受信が可能となる地上デジタルTV用フィルムアンテナ（オプション）をご用意しています。詳しくはP21をご覧ください。

ギャザズ ナビゲーション ギャザズ ナビゲーション

ナビゲーション単体
希望小売価格
（消費税8%込み）

01 02 03 04 05

ナビ装着用スペシャルパッケージfor

for ギャザズナビ ギャザズ オーディオ
オーディオレス

G Hy

G Hy

19 20

おすすめ

＊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。

ナビゲーション単体
希望小売価格
（消費税8%込み）

オーディオレスfor

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。

取付位置：グローブボックス内  
※接続するナビにより案内/表示は異なります。

取付位置：グローブボックス内
※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1個必要です。

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。
LEDランプでETCカードの
挿入状態も確認できます。

料金所の通過をスムーズに。

ETC車載器（全機種共通）について
※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車には装着できません。
※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。

07 ナビゲーションロック（マックガード社製）

09 ETC車載器ナビ連動タイプ/アンテナ分離型

10 ETC車載器 音声ガイドタイプ 

¥3,086（消費税8％抜き ￥2,858）
　　　　08B40-0P0-A00
ボルト2本入り、警告ステッカー2枚付

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。

＊ギャザズ ナビゲーションと同時装着する
　場合、取付費は必要ありません。

警告ステッカー

ナビゲーションの盗難抑止に。

0.2H＊

合計

本体

取付アタッチメント

¥16,416

¥6,480

¥22,896（消費税8％抜き ￥21,200）

（消費税8％抜き ￥15,200）
08E23-E34-C01

（消費税8％抜き ￥6,000） 
08E24-SYY-D00

0.6H

0.6H

¥10,800（消費税8％抜き ￥10,000）
08E23-E34-B03

0.7H

合計

本体

取付アタッチメント

¥19,440

¥6,480

¥25,920（消費税8％抜き ￥24,000）

（消費税8％抜き ￥18,000）
08E25-E5X-C00

（消費税8％抜き ￥6,000） 
08E26-SYY-D00

0.8H

0.8H

for ギャザズナビ

G Hy

本体
取付アタッチメント

 

ナビゲーションロック

ナビゲーション単体合計金額＊／標準取付時間 1.5H

（08A40-5W0-400L）
（08B40-SYY-S00D）

（08B40-0P0-A00）

¥216,000
¥6,480

¥3,086

¥235,851

2.3H

（08A40-5W0-400L）
（08B40-SYY-S00C）

（08B40-0P0-A00）

¥216,000
¥6,480

¥3,086

¥242,871 1.7H

（08A40-5W0-420L）
（08B40-SYY-S00A）

（08B40-0P0-A00）

¥165,240
¥6,480

¥3,086

¥181,826

0.9H

（08A40-5W0-420L）
（08B40-SYY-S00B）

（08B40-0P0-A00）

¥165,240
¥6,480

¥3,086

¥174,806

本体
取付アタッチメント
フェイスパネルキット

ナビゲーションロック

ナビゲーション単体合計金額＊／標準取付時間

ー

ー

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch
デジタルTV用フィルムアンテナ（フロント用）  ¥7,020（08A22-7L0-C10）

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch
¥7,020（08A22-7L0-C10）

「ETC2.0」のさまざまなサービスに対応。
ETC機能も搭載し、ナビ画面と音声で料金
をご案内、ETCカードの期限切れもお知ら
せします。ナビ画面での履歴確認も可能。

シルバー ¥10,285（08B40-SYY-R10A）

シルバー（08B40-SYY-R10A）
ガンメタリック（08B40-SYY-R40A）Gエ Hyジ

Gを除く全タイプフェイスパネルキット ¥10,285

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

★通信費が無料※8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軽に活用できます。
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、パソコン、スマートフォンでもご利用いただけます。

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。

http://www.honda.co.jp/internavi/

※8 「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。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。

★
●
●

☆所定の時期に３回（毎年1回3年間）初回は2017年秋頃を予定
フラッシュメモリー ８GB＋SDカード ８GB（地図用）＋SDカード ８GB（音楽録音用）

9.0型 W-VGA　静電容量式タッチパネル
●

●（－R/－RW）
●

●（MP3/WMA）
●

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/M4V）

◎
◎
●
◎

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V）
●（ワイドFM対応）

●
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2015年12月
2015年10月
2015年11月

★
●
●

☆所定の時期に３回（毎年1回3年間）初回は2017年秋頃を予定
フラッシュメモリー ８GB＋SDカード ８GB（地図用）＋SDカード ８GB（音楽録音用）

7.0型 W-VGA　抵抗膜式タッチパネル
●

●（－R/－RW）
●

●（MP3/WMA）
●

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/M4V）

◎
◎
●

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V）
●（ワイドFM対応）

●
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2015年12月
2015年10月
2015年11月

★
●
●

☆所定の時期に３回（毎年1回3年間）初回は2017年秋頃を予定
フラッシュメモリー ８GB

7.0型 W-VGA　抵抗膜式タッチパネル
 ●

●（±R/±RW）
●

●（MP3/WMA/AAC）

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/WMV/AVI）

◎

●

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/WMV/AVI）
●（ワイドFM対応）

●
●

●

◎

◎
◎
◎
◎
◎

2016年4月
2015年9月
2015年3月

★
●
●

フラッシュメモリー ８GB
7.0型 W-VGA　抵抗膜式タッチパネル

●

●（MP3/WMA/AAC）

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/WMV/AVI）

◎

●

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/WMV/AVI）
●（ワイドFM対応）

●
●

●

◎

◎

◎
◎

2016年4月
2015年9月
2015年3月

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

ＶＸＭ－１7５ＶＦＮｉ
＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 （パナソニック製）

迫力の9.0型W-VGAモニターを採用し、大画面での
フリック/マルチタッチ操作に対応。

多彩なナビオプションに対応したハイエンドモデル。

＊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おりません。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（無料）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。

ギャザズ ナビゲーション
データ収録時期

インターナビ・リンク
プレミアムクラブ対応

その他の機能

AV機能

オプション

９インチ プレミアム インターナビ スタンダード インターナビ エントリー インターナビベーシック インターナビ
ＶＸＭ－１7４ＶＦｉ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8 （ＪＶＣケンウッド製）

ナビ画面を見やすい角度に調整できる
「逆チルト機構」を搭載。地上デジタル放送、
ＤＶＤ再生にも対応したベーシックモデル。

ＶＸＭ－１7５ＶＦｉ
＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 （パナソニック製）

スマートフォンアプリ「Drive T@lker」との連携で、
音声による目的地検索に対応。ミュージックラック®を
搭載し、多彩なオプションに対応したスタンダードモデル。

ＶＸＭ－１7４ＣＳｉ
＊1 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8（ＪＶＣケンウッド製）

インターナビと基本的な機能を搭載。
お求めやすい価格のエントリーモデル。

音楽再生
ビデオ再生

音楽再生
ビデオ再生

※7 ※7 ※7 ※7

モデル名

ナビメディア（容量）
モニター

12セグ＋ワンセグ
ワンセグ

VRモード（CPRM）対応

★
●
●

フラッシュメモリー ８GB
7.0型 W-VGA　抵抗膜式タッチパネル

 ●

●（±R/±RW）
●

●（MP3/WMA/AAC）

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/WMV/AVI）

◎

●

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/WMV/AVI）
●（ワイドFM対応）

●
●

●

◎

◎

◎
◎

2016年4月
2015年9月
2015年3月

エントリー インターナビ プラス

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8（ＪＶＣケンウッド製）

お求めやすい価格で
地上デジタル放送、DVD再生に対応。
AV機能の充実したエントリーモデル。

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

地上デジタルTV対応       

DVDビデオ再生  

CD-R/RW再生※1 ※2

CD音楽録音

USBメモリーデバイス対応 ※1 ※2

iPod® / iPhone®対応（USB接続）
WALKMAN®対応（USB接続）※1 ※2

Bluetooth®オーディオ再生
HDMI機器対応

SDカード対応※1 ※2

AM/FMラジオ
ハンズフリー通話（Bluetooth®）
NaviCon（Bluetooth®接続）
Apple CarPlayTM（USB接続） 
ナビゲーションセキュリティ機能
音の匠（フリード専用音響チューニング）※3 
ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）
ETC車載器（ナビ連動タイプ）※4

ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）
ハイグレードスピーカーシステム
フロントカメラシステム※5

コーナーカメラシステム（2ビュー）※5

リアワイドカメラシステム（3ビュー切り替え）※6

オーディオリモコンスイッチ※4

リア席モニター（ルーフ取付タイプ） 
道路（高速・有料） 
道路（国道・県道） 
交通規制

ＶＸＭ－１7４VFXｉ

●：標準装備　◎：ナビオプション　☆：インターナビ・リンク プレミアムクラブへの会員登録（無料）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 ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着が必要です。※4 オーディオレス車のみ装着できます。※5 適用には条件があります。詳しくはP22をご確認
ください。※6 オーディオレス車のみ装着できます。ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車の場合、リアカメラは3ビュー切り替えはできません。※7ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車の場合、別売のデジタルTV用フィルムアンテナ（12セグ/ワンセグ放送用2ch）を
装着することで、より安定した受信が可能となります。また、VXM-175VFNi/175VFiでは、裏サーチ機能が利用できます。　

ー ー

ーー

0.8H

（08A40-4W0-400L）
（08B40-SYY-S00B）

（08B40-0P0-A00）

¥137,160
¥6,480

¥3,086

¥146,726 0.7H

（08A40-4W0-410L）
（08B40-SYY-S00B）

（08B40-0P0-A00）

¥105,840
¥6,480

¥3,086

¥115,406

1.6H

（08A40-4W0-400L）
（08B40-SYY-S00A）

（08B40-0P0-A00）

¥137,160
¥6,480

¥3,086

¥153,746

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch
¥7,020（08A22-7L0-C10）

1.3H

（08A40-4W0-410L）
（08B40-SYY-S00A）

（08B40-0P0-A00）

¥105,840
¥6,480

¥3,086

¥119,186

ワンセグ放送用
¥3,780（08A22-7L0-A10）

ー

ー

0.8H

（08A40-4W0-420L）
（08B40-SYY-S00B）

（08B40-0P0-A00）

¥117,720
¥6,480

¥3,086

¥127,286

1.6H

（08A40-4W0-420L）
（08B40-SYY-S00A）

（08B40-0P0-A00）

¥117,720
¥6,480

¥3,086

¥134,306

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch
¥7,020（08A22-7L0-C10）



取付アタッチメント （消費税8%抜き ¥7,000） 

ライセンスフレーム（フロント用） （消費税8%抜き 各¥3,500）

¥7,560

本体 （消費税8%抜き ¥30,000）¥32,400

各¥3,780

各¥43,740（消費税8%抜き 各¥40,500）合計

※VXM-174VFXi/174CSiには装着できません。
※コーナーカメラシステム（2ビュー）との同時装着はできません。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

メッキタイプ 08P25-EJ5-000A　
カラードタイプ 08P25-EJ5-010C

08B75-SYY-B00A

08A21-6J0-000

フロントカメラ

視野範囲
※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。

※フロント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目視で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。

※画面にはガーニッシュ部が映り込みます。

視野範囲
取付位置

視野範囲イメージ図

各1.2H

1.7H

ギャザズナビfor

取付アタッチメント ¥7,714

本体 （消費税8%抜き ¥20,000）¥21,600

¥33,634（消費税8%抜き ¥31,143）合計 2.5H

08B77-SYY-M00

08B77-SYY-C00

リアライセンスガーニッシュキット
（消費税8%抜き ¥4,000） ¥4,320

08A77-6P0-200

ガイド線表示
（車両後端より）

約3m

約2m

テールゲート
開閉可能位置目安

約0.5m

トップダウンビュー

真上から見下ろしたような視野範囲。
停止位置と距離感がつかみやすい表示です。

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。

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。

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車種により異なります。

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車種により異なります。

車両左前方を表示する
標準的なビューです。

ノーマルビュー

ノーマルビュー

真上から見下ろしたような視野範囲。
障害物との距離感が掴みやすい
ビューです。

トップダウンビュー

ヘッドライトを点灯することにより、夜間や
暗い場所でも左前方の状況を表示します。

夜間

ワイドビュー

狭い路地や駐車場などでクルマの左前方の視界をサポートします。
・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により、
 ノーマルビュー、トップダウンビューの切り替えが可能。
・登録した地点で、自動的にカメラ映像の切り替えが可能。
・リアワイドカメラを同時装着した場合、後退時にナビ操作でコーナーカメラ表示、
 リアワイドカメラ表示の切り替えが可能。

05 フロントカメラシステム カラーCMOSカメラ（約120万画素）

07 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）

06 コーナーカメラシステム（2ビュー）（カラーCMOSカメラ〈約120万画素〉/2ビュー切り替え、ガイド線表示あり）

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
お得なセットもご用意しています。 詳しくは P08

03 デジタルTV用フィルムアンテナ（12セグ/ワンセグ放送用 2ch）　

より安定した映像が楽しめる追加用アンテナです。
VXM-175VFNi/175VFiでは、裏サーチ機能が利用できます。

¥34,560（消費税8%抜き ¥32,000）合計

本体
取付アタッチメント

¥27,000
¥7,560

（消費税8%抜き ¥25,000）
（消費税8%抜き ¥7,000） 

08A76-6S0-200
08B76-SYY-000A

WX-171CP/171Cギャザズナビfor

ギャザズナビfor

（消費税8%抜き ¥7,143）

取付位置

取付位置
※写真は他車種の装着例です。

※写真は他車種の装着例です。

後方側方の車両が接近するまで見えない。 後方側方の車両が遠方でも見やすい。

ナビ装着用スペシャルパッケージfor

¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000）　　　08A22-7L0-B10

●VXM-175VFNi/175VFi/174VFi/174VFXi用

※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1個必要となります。
ただし、ナビ本体と同時装着する場合は必要ありません。

ギャザズナビfor

エンターテインメントを室内に繰りひろげる。

3 種 類 の 表 示 で 、 後 方 確 認 を サ ポート

左右の見通しの悪い場所での視界をサポート

狭い路地や駐車場などで視界をサポート

迫力の大画面11インチ フルフラットデザイン。ギャザズナビと組み合わせることで、
走行中でも後席で地上デジタル放送やDVDビデオなどの映像も楽しめます。
便利なLEDルームランプ、HDMIの映像も楽しめる入力端子付き。
本体 ¥86,400 （消費税8%抜き ¥80,000）

  08A20-5T0-740B
取付アタッチメント ¥10,800 （消費税8%抜き ¥10,000）

  08B20-SYY-E40

合計 ¥97,200

01 11インチ リア席モニター VM-155EN
（W-VGAモニター・ルーフ取付タイプ＜HDMI入力端子・リモコン付＞）

04 オーディオリモコンスイッチ（照明付） 
ギャザズ ナビゲーション 全機種対応

ステアリングホイールのスイッチで、ギャザズナビやギャザズ オーディオの
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。

各¥5,616（消費税8%抜き 各¥5,200）
●G用（ブラック） 08A60-SYY-E10　　●Hybrid用（シルバー） 08A60-SYY-F20
※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車には装着できません。

各0.5H

1.0H

1.0H

N a v i  O p t i o n
ナ ビ の 便 利 を 広 げ る ナ ビ オ プ シ ョ ンでさらに快適に。

セレクトノブを R の位置に入れると、自動的に画面がカメ
ラ映像に切り替わります。後退時、ガイド線付きの画面で
後方の視界をサポートします。
・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、ノーマルビュー、ワイドビュー、トップダウンビュー
の切り替えが可能。
・ガイド線なしも選択可能。

クルマの左右、前方の状況をナビ画面に表示します。
樹木やブロック塀などで左右の見通しが悪い場所や、
前方下方部の視界をサポートします。
・停車時、低速走行時に自動でカメラ映像の切り替えが可能。
・登録した地点で、自動的にカメラ映像の切り替えが可能。

■画面はハメコミ合成です。

 0.4H 2.5H

1.2H

1.7H

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

（消費税8%抜き ¥90,000）

約100cm 画面上の
ガイド線位置

約50cm

約50cm

約50cm

約25cm

約30cm

約50cm

約50cm

約50cm

約25cm

画面上の
ガイド線位置

〈視野範囲イメージ〉

約180cm

約30cm
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for ギャザズナビ ギャザズ オーディオ オーディオレス

※写真は他車種の装着例です。

ギャザズナビfor

9インチ W-VGAモニター。便利なLEDルームランプ付き。

本体 ¥61,560 （消費税8%抜き ¥57,000）
  08A20-5T0-740A

取付アタッチメント ¥10,800 （消費税8%抜き ¥10,000）
  08B20-SYY-D40

合計 ¥72,360

02 9インチ リア席モニター VM-155N
（W-VGAモニター・ルーフ取付タイプ＜リモコン付＞）

1.0H

1.0H（消費税8%抜き ¥67,000）

リモコン リモコン

HDMI入力端子

■点灯イメージは撮影のため点灯した状態を強調し再現したものです。実際の点灯色とは異なります。 ■点灯イメージは撮影のため点灯した状態を強調し再現したものです。実際の点灯色とは異なります。

モニター収納時 ランプ点灯時 モニター収納時 ランプ点灯時

※VTRコード、AUX接続コードとの同時装着はできません。
※接続するデジタル機器とスマートフォンのアプリケーションの仕様により、HDMI接続で入力した
映像・画像が表示されない場合があります。

※VXM-174VFi/174VFXi/174CSiには装着できません。　※「ナノイー」うるケア・ヴェールライト、プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明（室内灯部）、LEDルーフ照明（室内灯部）、LEDルームランプ（室内灯部）との同時装着はできません。
※リア席モニターではナビゲーション地図表示映像はご覧になれません。　※内装ルーフ色とは異なります。※HDMI接続でナビゲーションに入力した映像・画像、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）の映像・画像はリア席モニターには表示されません。
※リア席モニター付属のリモコンで、ナビゲーションシステムの機能をコントロールすることはできません。

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車種により異なります。

オーディオレス

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

※VXM-174VFXi/174CSiには装着できません。
※フロントカメラシステム、フロントセンサー、センサーインジケーターパッケージ（フロント用）、
コーナーポール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。
※コーナーカメラシステム（2ビュー）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目視で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。
夜間や暗い場所では必ずヘッドライトを点灯して使用してください。

※強い光がカメラに差し込んでいるときに、光源の周囲が白くぼやけるハレーション現象が起こることが
あります。

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車には装着できません。
※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目視で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。



N a v i  O p t i o n  /  A u d i o  O p t i o n
ナ ビ に オ ー デ ィ オ に 、 い つ も の 楽 しさリンクしよう。

23 24

いい音と、いい音楽で車内を包む、高性能オーディオ。

i P o d ®/ i P h o n e ®や U S Bオーディオなどを車内で再生するためのオプション。
ギャザズナビfor

¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000）
08A39-0E0-211

11 2.5cmソフトドームツィーター
GS-3930T （フロント用/左右セット）

スピーカー

全タイプ

08 ハイグレードスピーカーシステム 4スピーカーセット（フロント4スピーカー）
全タイプ

¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000）

10 17cmネオジウム2WAYスピーカー  GS-5060XL （フロント・リア共用/左右セット）

※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。
※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。
※フロントでのハイグレードスピーカーシステムとの同時装着はできません。

VXM-175VFNi/175VFiとハイグレードスピーカーシステムを同時装着する場合、
リアへの装着はできません。

全タイプ

デュアルサイズオーディオ

オーディオレスfor

ナビ装着用スペシャルパッケージfor

アルパイン製＊１ ＊２ ＊3 ＊4 ＊5 ＊6

Honda純正ナビアプリ「インターナビ ポケット」を
起動したiPhone®と連携しナビゲーション
画面を表示。Bluetooth®ハンズフリー通話/
音楽再生対応モデル。

12 ディスプレイオーディオWX-171CP（ピアノブラック）　
   最大出力：40W×4

本体 ¥55,080 （消費税8%抜き ¥51,000）　　　08A00-1W0-400
デジタルTV用フィルムアンテナ ¥3,780 （消費税8%抜き ¥3,500）  08A22-7L0-A10
取付アタッチメント ¥6,480 （消費税8%抜き ¥6,000）  08B40-SYY-S00A

合計 ¥65,340 （消費税8%抜き ¥60,500）

本体 ¥55,080 （消費税8%抜き ¥51,000）　　　08A00-1W0-400
取付アタッチメント ¥6,480 （消費税8%抜き ¥6,000）  08B40-SYY-S00B

合計 ¥61,560 （消費税8%抜き ¥57,000）

Bluetooth®（ハンズフリー・音楽再生）
リアワイドカメラ　オーディオリモコンスイッチ（オプション）

TV（ワンセグ）・AM/FMラジオ（ワイドFM対応）

iPhone®アプリ連携 HDMI

CD/CD-R/CD-RW

6.1型 W-VGA

USB/iPod®/iPhone®（音楽）対応

USB/iPod®/iPhone®（音楽）対応

¥8,229（消費税8%抜き ¥7,620）　　　08A41-0U0-030

¥1,620（消費税8%抜き ¥1,500）08A41-0N0-000

0.4H¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）　　　08A16-0K0-010

¥8,229（消費税8%抜き ¥7,620）08A41-2P0-000

取付位置：グローブボックス内

¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）　　　　08A16-0K0-000

0.4H¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500）　　　08A41-0S0-020

0.4H¥1,404（消費税8%抜き ¥1,300）　　　08A16-0N0-000

USB接続ジャック

iPod接続コード VTRコード

Dockコネクタ装備のiPod®/iPhone®

Lightningコネクタ装備のiPod®/iPhone®

音楽再生音楽再生

音楽再生音楽再生

USB接続ジャック

iPod接続コード
iPod®/

iPhone®

iPod®/
iPhone®

iPod®/
iPhone®

Lightning-USBケーブル
（iPod®/iPhone®に付属）

30ピン-USBケーブル
（iPod®/iPhone®に付属）

USB接続ジャック

ビデオ再生ビデオ再生

※ビデオ再生時は
アナログ入力となります。

※　　VTRコード、　　VTRコード、　　AUX接続コードは、いずれかの選択となります。

※11インチ リア席モニターとの同時装着はできません。

※11インチ リア席モニターとの同時装着はできません。

コードの長さ：1m  コードを延長して使用したい場合に必要となります。

WALKMAN®
USBコード
（WALKMAN®に付属）

USB接続ジャックUSBメモリー
デバイスコード

USB機器

USBメモリー
デバイス

USB接続ジャック
※VXM-175VFNi/175VFiのみ対応。

※VXM-175VFNiのみ対応。

VTRコード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

AUX接続コード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

VTRコード

※HDMI接続コードのコネクタは標準タイプです。
※接続用のHDMIケーブルは付属していません。
※画像・映像はリア席モニターには表示されません。
※iPod®、iPhone®を接続する場合、別途Apple社製｢デジタルAVアダプタ｣が必要です。

HDMI出力を搭載したデジタル機器

ポータブルオーディオプレーヤー／ビデオカメラ

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

HDMI出力を
搭載した
デジタル機器

HDMIケーブル （別売） HDMI接続コード

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

ビデオカメラ

※ビデオ再生はできません。
※Apple CarPlayTMはVXM-175VFNi/175VFiのみ対応。

※ビデオ再生はできません。

※ビデオ再生はできません。

USBメモリー
デバイスコード01

05

06

07

02

02

音楽再生音楽再生

USB接続ジャックiPod®/
iPhone®

02

02

05

02

03

03

01

04

02

USB接続ジャック02
iPod接続コード03
HDMI接続コード
（VXM-175VFNi用）04
VTRコード05
VTRコード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）06
AUX接続コード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）07

0.5H

0.3H

0.3H

0.8H

0.8H

オーディオレスfor

ナビ装着用スペシャルパッケージfor

アルパイン製＊１ ＊２ ＊3 ＊4 ＊5 ＊6

ワンセグ視聴、リアワイドカメラシステムに対応。
多彩なメディアを楽しめるオーディオ。

13 ディスプレイオーディオ・ベーシックモデル
WX-171C（ガンメタリック）

  最大出力：40W×4

本体 ¥44,820 （消費税8%抜き ¥41,500）　.2　08A00-1W0-410
デジタルTV用フィルムアンテナ ¥3,780 （消費税8%抜き ¥3,500）  08A22-7L0-A10
取付アタッチメント ¥6,480 （消費税8%抜き ¥6,000）  08B40-SYY-S00A

合計 ¥55,080 （消費税8%抜き ¥51,000）

本体 ¥44,820 （消費税8%抜き ¥41,500）　　　08A00-1W0-410
取付アタッチメント ¥6,480 （消費税8%抜き ¥6,000）  08B40-SYY-S00B

合計 ¥51,300 （消費税8%抜き ¥47,500）

リアワイドカメラ　オーディオリモコンスイッチ（オプション）
TV（ワンセグ）・AM/FMラジオ（ワイドFM対応）

CD/CD-R/CD-RW

6.1型 W-VGA

0.3H

0.3H

0.8H

0.8H

※ライセンスフレーム リア用（メッキタイプ）、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

※ライセンスフレーム リア用（メッキタイプ）、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

0.3H＊フロント　　　リア　　　08A38-0H0-5500.2H

0.5H

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）

09 17cmネオジウムデュアルスピーカー  GS-5060DL （フロント・リア共用/左右セット）

＊フロント　　　リア　　　08A38-0H0-500
※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。
※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。
※フロントでのハイグレードスピーカーシステムとの同時装着はできません。

VXM-175VFNi/175VFiとハイグレードスピーカーシステムを同時装着する場合、
リアへの装着はできません。

全タイプ

0.3H 0.2H

＊

＊

■画面はすべてハメコミ合成です。

0.4H＊

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

●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。

※接続するデジタル機器とスマートフォンのアプリケーションの仕様により、HDMI接続で入力した映像・音声が出力されない場合があります。
■ 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®、iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Apple CarPlayTMは、Apple Inc.の商標です。 ■WALKMAN®はソニー株式会社の商標です。 
■HDMIはHDMI Licensing,LLCの商標です。

05 06 07

本体 ¥30,240 （消費税8%抜き ¥28,000）　　　08A39-1U0-900D
ツィーターアタッチメント　¥4,320 （消費税8%抜き ¥4,000）  08B39-E5X-000
スペーサーアタッチメント　¥4,320（消費税8%抜き ¥4,000）  08A36-0U0-420

合計 ¥38,880 （消費税8%抜き ¥36,000）

＊オーディオレス車の場合は　　　となります。
※サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別売のクリップ（91561-TA0-A11）が2個必要となります。
※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。
※リモコンエンジンスターターとの同時装着はできません。
※フロント用スピーカー（GS-5060DL/GS-5060XL/GS-3930T）との同時装着はできません。
■DDLinearは、アルパイン株式会社の登録商標です。

DDリニア磁気回路と独自の素材・形状により、
音源本来の臨場感溢れるサウンドが味わえる、ハイグレードスピーカー。
VXM-175VFNi/175VFiとの組み合わせにより、フリード専用
音響チューニング「音の匠」に対応。

アルパイン製

＜VXM-175VFNi/175VFiの場合＞

＜VXM-174VFi/174VFXi/174CSiの場合＞

0.8H*

0.8H*
1.0H

フロント用 ツィーター

音楽再生
Apple CarPlayTM

音楽再生
Apple CarPlayTM

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

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。
16 オーディオリモコンスイッチ（照明付）

各¥5,616
（消費税8%抜き 各¥5,200）
●G用（ブラック） 08A60-SYY-E10
●Hybrid用（シルバー） 08A60-SYY-F20

オーディオオプション

for ギャザズナビ オーディオレス

WX-174CU
CX-174C
音楽再生

WX-171CP/171C
音楽・ビデオ再生

WX-174CU
音楽再生

¥1,080（消費税8%抜き ¥1,000） 08A16-0K0-020

17 AUX接続コード（両側ステレオミニプラグ〈Φ3.5mm〉タイプ）

ポータブル
オーディオ
プレーヤー USBメモリー

デバイス

¥1,620（消費税8%抜き ¥1,500） 08A41-0N0-000

18 USBメモリーデバイスコード
●WX-174CU、CX-174C用 ●WX-171CP/171C/174CU用

JVCケンウッド製＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6

14 CD/USBチューナーWX-174CU　最大出力：50W×4

1DINサイズオーディオ

JVCケンウッド製＊1 ＊2 ＊5 ＊6

※ポータブルオーディオプレーヤー等を接続するコードです。
※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。

※ナビ装着用スペシャルパッケージ
装備車には装着できません。

コードの長さ：1m  コードを延長して使用したい場合に必要となります。
※USBメモリーデバイスを接続し、音楽・ビデオを再生するコードです。
※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。

ギャザズ オーディオ
for ギャザズ オーディオ

for ギャザズ オーディオ

AM/FMラジオ（ワイドFM対応）
CD/CD-R/CD-RW MP3/WMA/AAC

AUX（フロント接続）
EQ（6モード）車速連動VOL

※車両に装備されているリアワイドカメラは装備されたままですが使用できません。

オーディオレスfor

ナビ装着用スペシャルパッケージfor

本体 ¥30,240 （消費税8%抜き ¥28,000） 08A00-4W0-250
取付アタッチメント ¥1,620 （消費税8%抜き ¥1,500）  08B00-SYY-L00
サブフィーダーキット ¥2,700 （消費税8%抜き ¥2,500） 08A30-E3D-000

合計 ¥34,560 （消費税8%抜き ¥32,000）

0.2H

0.2H

0.2H

0.2H

0.2H

0.2H

0.2H

0.2H

15 CDチューナーCX-174C　最大出力：50W×4

パネル前面にAUX端子を搭載。
シンプルな操作性が魅力のCDチューナー。

各0.5H

※USBメモリーデバイスコードとの同時使用はできません。※連携ナビゲーション使用中の場合、iPhone®内の音楽を聴くことはできません。

※使用しながら充電する場合。
※充電および画面でのコントロールができます。

iPod®/iPhone®を接続する

音楽再生

WX-171CP/171C

iPod®/iPhone®

連携アプリを起動する

アプリ連携

WX-171CP

iPhone® USBケーブル（iPhone®に付属） USBケーブル（iPod®/iPhone®に付属）Apple社製 
デジタルAVアダプタ
（別売）

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

HDMIケーブル（別売）

【WX-171CP 連携ナビゲーション使用上のご注意】●対応iPhone®：iPhone®4S/5/5s/5c/6/6Plus/6s/6s Plus/SE（ iOS9.3.1）※Android™端末は非対応です。iPhone®または「iOS」の仕様が変更となった場合は、iPhone®連携機能が使えなくなる場合があります。
●連携ナビゲーションを行うには、対応iPhone®へ専用アプリ「internavi POCKET」「Smartphone Connection」をインストールする必要があります。※「internavi POCKET」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。※連携ナビゲーションを行う
には、別売のHDMIケーブル、Apple社製「デジタルAVアダプタ」が必要です。※「internavi POCKET」カーナビ機能のご利用には別途オプション購入が必要になります。※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。※「internavi POCKET」
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。※ナビゲーション機能はiPhone®に依存した機能です。電波の受信状況が不安定なトンネル、ビルの谷間などでは地図表示が遅れたり、自車位置がずれる場
合があります。※ご利用には通信費が発生いたします。必ず各携帯電話会社のパケット定額サービスにご加入ください。
■対応機種については、必ず右記URLをご確認ください。http://www.honda.co.jp/navi/support/

本体 ¥30,240 （消費税8%抜き ¥28,000） 08A00-4W0-250
取付アタッチメント ¥1,620 （消費税8%抜き ¥1,500） 08B00-SYY-L00
サブフィーダーキット ¥2,700 （消費税8%抜き ¥2,500） 08A30-E3D-000
サブアタッチメント ¥216 （消費税8%抜き ¥200） 08B00-E4V-T00

合計 ¥34,776 （消費税8%抜き ¥32,200）  

※車両に装備されているリアワイドカメラは装備されたままですが使用できません。

オーディオレスfor

ナビ装着用スペシャルパッケージfor

本体 ¥15,120 （消費税8%抜き ¥14,000） 08A02-4W0-100
取付アタッチメント ¥1,620 （消費税8%抜き ¥1,500）  08B00-SYY-L00
サブフィーダーキット ¥2,700 （消費税8%抜き ¥2,500） 08A30-E3D-000
オーディオポケット ¥1,080 （消費税8%抜き ¥1,000） 08A36-0E0-100

合計 ¥20,520 （消費税8%抜き ¥19,000）

本体 ¥15,120 （消費税8%抜き ¥14,000） 08A02-4W0-100
取付アタッチメント ¥1,620 （消費税8%抜き ¥1,500） 08B00-SYY-L00
サブフィーダーキット ¥2,700 （消費税8%抜き ¥2,500） 08A30-E3D-000
サブアタッチメント ¥216 （消費税8%抜き ¥200） 08B00-E4V-T00
オーディオポケット ¥1,080 （消費税8%抜き ¥1,000） 08A36-0E0-100

合計 ¥20,736 （消費税8%抜き ¥19,200）  

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。●車両の時計表示とギャザス ナビゲーションおよびオーディオの時計表示が一致しない場合があります。●再生機器における再生の保証はできません。 
■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。 ■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。

＊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。＊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。

※ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着はできません。

MP3/WMA/AACCD/CD-R/CD-RW

AM/FMラジオ（ワイドFM対応）
USB/iPod®/iPhone®（フロント接続）
AUX（フロント接続） EQ（6モード） 日本語表示車速連動VOL

充電機能/iPod®コントロール機能付　取付位置：グローブボックス内

充電機能/iPod®コントロール機能付

＊　　USB接続ジャック、　　iPod接続コード、　　VTRコードの
　3つを同時装着する場合、取付費は必要ありません。
※11インチ リア席モニターとの同時装着はできません。

02 03 05

iPod®/iPhone®音楽再生に対応。
大型モニターで操作しやすいCD/USBチューナー。



●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（ 消費税8%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。25 26

好きな香りをコーディネート。
ドライブで気分リフレッシュ！

愛犬と仲良くドライブデート。
とびっきりの笑顔に会いに行こう！

ドアの内側を傷つきや汚れから守ります。
洗濯が可能な素材なので汚れても安心です。
ペットシートマットとセットでのご使用をおすすめします。

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）08Z41-E9G-B00

04 
ペットドアライニングカバー

  
　

全タイプ

取り付け取り外しが容易な小型犬から大型犬まで使える表面撥水加工のシートマット。
ペット車外飛び出し防止リードとセットでの装着をおすすめします。
¥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）08Z41-E6K-000B

03 
ペットシートマット（ Mサイズ）

07 
ペット 車外飛び出し防止リード
　

¥324（消費税8%抜き ¥300） 08R72-E3G-G00

※シガーライターとの同時使用はできません。
※照明は、常時点灯モードと点滅モードに切り換えができます。
※ディフューザーの保証期間は、お買い上げ日より
１年間（2万kmまで）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
保証の対象にはなりません。

※オイルの種類を替える場合や、オイルを
使い切りましたら、オイルパッドを交換してください。

02 
アロマモーメント

各¥3,024（消費税8%抜き 各¥2,800）
08R72-E3G-＊＊＊

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

※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（12V）でご使用いただけます。
※詳しくは専用カタログをご覧ください。 ※写真は他車種の装着例です。

※エアーアロマ は、air aroma社の商標です。

ディフューザーキット
（ オレンジLED照明付）

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）

各¥1,512（消費税8%抜き 各¥1,400） 08CUC-＊＊＊-0S0

エッセンシャルオイル（ 5mℓ）

交換 用オイルパッドセット（ 5枚セット ）

追加用
■エッセンシャルオイル
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

＊＊＊
A00
B00
C00
D00
E00
F00

＊＊＊
X03
X04
X05
X06
X07
X08

Hondaとair aroma社と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。

気持ちいい空間、愛犬とお出かけ。

楽しくなれるドライブをとことんリサーチ。

さあ今日も、笑顔を乗せて走りだそう！

愛犬デート

Ｍサイズ（中・大型犬用）
片側に持ち手があるので、
お散歩の時にも使えます。

Ｓサイズ（小型犬用）

アロマの香り

ワン ワン

ワンダフル

ラクラクリラックス

オレンジLED照明点灯イメージ

ファスナー閉

ファスナー閉

ペットのための快適な空間を作ります。飛び出し防止リードフック2カ所付き。

¥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）
08Z41-E6K-000F

06 
ペットシートプラスわん
　全タイプ 全タイプ

メッシュカバー閉 メッシュカバー開

飛び出し防止リードフック

Gジ Gエ Hyジ ※6人乗り用には装着できません。

¥30,240

本体 ¥27,000（消費税8%抜き ¥25,000）

取付アタッチメント   ¥3,240（消費税8%抜き  ¥3,000）

08R75-E5A-000

08R75-E5A-000A

合計 （消費税8%抜き ¥28,000）0.6H

0.6H

寸法：直径180mm　ルーフからの厚み約45mm　　取付位置：室内灯部 
※標準装備の室内灯を取り外し装着となります。
※リア席モニター（ルーフ取付タイプ）、LEDルームランプ、LEDルーフ照明、プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
との同一箇所での同時装着はできません。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1個必要です。 

※写真は他車種の装着例です。

★45Lの密閉空間での試験による120分
後の効果であり、実使用空間の効果で
はありません。 

「ナノイー」は、ナノメートルサイズの微細なイオン。
通常のマイナスイオンの約1000倍※1（体積比）の
水分につつまれていますので、一般的なイオンと
比較して約６倍長持ち※2。お肌や髪にやさしい弱
酸性の「ナノイー」が、うるおい空間へ導きます。

「 ナノイー」の特長

「ナノイー」技術で、
花粉※3を抑制★します。

「 ナノイー」の技術

長寿命 微 細 弱酸性

「 ナノイー」 マイナスイオン

H2O

※1 一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3nm）と「ナノイ
ー」（代表的な粒子径：13nm）との比較による。

※2 一般的な空気イオンの寿命=数十秒～100秒、「ナノイー」
の寿命＝約600秒。

※3 〈スギ花粉〉 
　【試験依頼先】パナソニック株式会社解析センター
　【試験方法】45Ｌの試験容器内で直接暴露しELISA法で測定
　【抑制の方法】 「ナノイー」発生装置を運転
　【対象】花粉（スギ）
　【試験結果】2時間で99%以上抑制　E02-080303IN-03

■「ナノイー」は、パナソニック株式会社の技術です。 
■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
■「ナノイー」について、詳しくはパナソニック株式会社のホームページをご覧ください。

全タイプ

詳しくは、専用カタログをご覧ください。

「ナノイー」で室内爽やか。
クルマの中でも、わたし磨き、はじめる。

01 
「 ナノイー」うるケア・ヴェールライト
　　　

全タイプ

クルマの中でエステ気分。

お肌や髪にやさしい水に包まれた弱酸性の「ナノイー」を放出し、
室内を爽やかな環境に導きます。

わたし磨き

1
わたし磨き

2
メイク直しの心強い味方、高演色LED照明

お肌の色が自然な色合いで見える
ナチュラル・ライティングです。 

※「ナノイー」は、パナソニック株式会社の技術です。

Photo：「ナノイー」放出・LED照明点灯時 室内灯部装着イメージ

うるおい空間

ケア ケア

うるケア

■写真はカットボディによる撮影。 ■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。 ■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

●適用マーク ： 全タイプ＝ 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

¥24,840（消費税8%抜き ¥23,000）08Z41-E9G-A00

05 
ペットシートサークル

  
　

全タイプ

ファスナー開ファスナー開

メッシュエリア

¥4,320（消費税8%抜き ¥4,000） 
08Z41-E9G-000A

●Honda Dogデザイン
メッキ調　サイズ：W 約16×L 約6cm

¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000） 
08Z41-E6K-000H

●肉球デザイン （1シート2個入り）
1シートサイズ：W 約9×L 約7.5cm
1個サイズ：W 約4.6×L 約4.3cm

2016年9月中旬発売予定

リードを組み合わせることで
多頭つなぎも可能です。

組み合わせ例（Sサイズ、Mサイズ）

サイズ：W 約53×L  約56cm　表面撥水加工／リアドア用左右2枚セット
※スクリーンシェード、ドアウインドウメッシュ（リアドアウインドウ用）との同時
装着はできません。※走行中はペットが運転の妨げにならないよう確実に固定
してください。※車両のシートやドアライニングの汚れやキズつき防止が目的で
あり、ペットの生命を守るものではありません。※写真は他車種の装着例です。

取付位置：2列目シート
運転席が見えるメッシュエリア付き／表面撥水加工
※ペット車外飛び出し防止リードとの同時使用が可能です。※ISOFIXチャイル
ドシート（ISOFIX固定時）、ペットシートサークルとの同時装着はできません。
※ペットシートプラスわんとの2列目シートでの同時装着はできません。
※キックガード、シートカバー エプロンタイプ、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。※走行中はペットが運転の妨げになら
ないよう確実に固定してください。※駐停車時にペットをケージなどから出した
際の車両のシートやフロアの汚れ防止が目的であり、ペットの生命を守るもので
はありません。※写真は他車種の装着例です。

中型犬のお出かけに安心なペットシートサークル。床面にボードがあり車内空間を有効的に使えます。
メッシュエリアは前席からペットの様子を覗けるように配慮してあります。
ペット車外飛び出し防止リードとセットでのご使用をおすすめします。

取付位置：2列目シート
サイズ：W 約54×L 約85×H 約38cm
表面撥水加工／小・中型犬用（25kgまで）

※ペット車外飛び出し防止リードとの同時使用が可能です。※チャイルドシート、ペットシート
プラスわんとの同一座席での同時装着はできません。※ペットシートマットとの同時装着は
できません。※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）との同一箇所での
同時使用はできません。※走行中はペットが運転の妨げにならないよう確実に固定してください。
※駐停車時にペットをケージなどから出した際の車両のシートやフロアの汚れ防止が目的であり、
ペットの生命を守るものではありません。※写真は他車種の装着例です。

超小型犬2匹または小型犬1匹用　表面撥水加工
取付位置：助手席シート、2列目シート
サイズ：W 約35×L 約45×H 約40cm
※チャイルドシート、ペットシートサークル、ペット車外飛び
出し防止リードとの同一座席での同時装着はできません。
※マルチボックス、防水シートカバーとの助手席での同時
装着はできません。※ペットシートマットとの2列目シート
での同時装着はできません。※シートカバーエプロンタイプ
との同時装着はできません。 ※ご使用時は、必ずシートに
固定し、運転中はペットの飛び出しを防止するため、必ず
メッシュカバーを閉じてください。 ※写真は他車種の装着
例です。

車両エンブレムとマッチングの良い、
Honda Dogのメッキ調エンブレムです。
そのほかに肉球デザインと
ほねデザインのエンブレムも
ご用意がございます。

08 
ペット エンブレム
　全タイプ

¥3,024（消費税8%抜き ¥2,800） 
08Z41-E6K-000G

●ほねデザイン
サイズ：W 約14.5×L 約5cm

ISOFIXチャイルドシート ロアアンカレッジに取り付ける
タイプのリードで、クルマからの飛び出しなどを防ぎます。

¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000） 08Z41-E6K-000C

¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） 08Z41-E6K-000D

●Sサイズ（小型犬用）　 W 約2×L 約27～40cm（長さ調節可能）

●Mサイズ（ 中・大型犬用）　 W 約2×L 約68～110cm（長さ調節可能）

取付位置：2列目ISOFIXチャイルドシート ロアアンカレッジ部
※ペットシートマット、ペットシートサークルとの同時使用が可能です。
※チャイルドシート、ペットシートプラスわんとの同一座席での同時装着はできません。
※ISOFIXチャイルドシート ロアアンカレッジ内側への装着をおすすめします。
※Sサイズ（小型犬用）はペットが座面から落ちないよう、長さを調節してご使用ください。※走行中はペットが運転の妨げに
ならないよう確実に固定してください。※駐停車時の係留が目的であり、移動中にペットを固定し生命を守るものではありません。
※写真は他車種の装着例です。

2016年9月中旬発売予定

2016年9月中旬発売予定



洗車時等多量の水をかけた場合

B a s i c  I t e m s  /  P a c k a g e
ド ラ イ ブ の 快 適 さ を 広 げ る 、 カ ー ライフの必需品。

お得なこだわりパッケージ

27 28

備えてうれしい便利アイテム。

11 シガーライター

※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。

※シートカバー 革調タイプ（運転席シートヒーター付）との同時装着は
できません。

¥1,620
（消費税8%抜き¥1,500）
08U96-TF0-000

13 灰皿
¥1,620
（消費税8%抜き ¥1,500）
08U25-SLJ-010

12 灰皿LED（ブルー）照明付

¥5,184
（消費税8%抜き ¥4,800）
08U25-E3F-000

10 ACコンセント（100V/100W）

¥19,440
（消費税8%抜き ¥18,000）
08U56-SYY-A10

全タイプ
全タイプ 全タイプ

●取付位置：
1列目センタードリンクホルダー
3列目リアサイド・ボトルホルダー

●取付位置：
1列目センタードリンクホルダー
3列目リアサイド・ボトルホルダー

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車の場合、1列目センタードリンクホルダーには装着できません。
※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。

※ご使用の状況や一部製品によっては
消費電力が100Ｗ以下であっても、
正常に作動しない場合があります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車
には装着できません。

06 ワイパーブレードセット（スノータイプ） 　●運転席側用　●助手席側用　●リア用

A

B

C

09 タイヤチェーン（スチールチェーン）
●185/70R14用
¥12,420（消費税8%抜き ¥11,500） 08T01-292-001

¥14,040（消費税8%抜き ¥13,000） 08T01-618-001

●185/65R15、185/55R16用

※スタッドレスタイヤには装着できない場合があります。

08T22-SFA-000

08T22-SEA-000B

08T22-SYY-000
　運転席側用
05 ワイパーブレード 

スノータイプ

　助手席側用

　リア用

A

B

C

¥7,560

¥5,400

¥3,564

（消費税8%抜き ¥7,000）

（消費税8%抜き ¥5,000）

（消費税8%抜き ¥3,300）

全タイプ

全タイプ

A

B

　 運転席側用

　 助手席側用

¥2,052（消費税8%抜き ¥1,900）
08T24-SNB-000B

¥1,458（消費税8%抜き ¥1,350）
08T24-SLJ-000C

07 ワイパーブレード 撥水ブレードラバー

※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。
※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。

A

B

全タイプ クルマの輝きをしっかりと保つ H o n d a カ ー ケ ア メ ニ ュ ー 。
■ブライトポリマー 〈優れた光沢と撥水性〉

光沢最長５年間保証※新車登録～3カ月以内の施工で

施工時間、保証内容について、詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、専用カタログをご覧ください。

Photo：撥水性イメージ

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。

※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（最長５年間）光沢保証が継続されます。光沢最長５年間保証※新車登録～3カ月以内の施工で

Photo：滑水性イメージ※新車施工後、年1回の無料点検をお受けいただくことで、向こう１年間ずつ（最長5年間）
　光沢保証が継続されます。

※新車施工後、年1回の無料点検をお受けいただくことで、向こう１年間ずつ（最長3年間）
　光沢保証が継続されます。

■グラスコーティング 〈重厚感のある美しい光沢〉

光沢最長3年間保証※新車登録～3カ月以内の施工で

光沢・撥水性・防汚性・耐久性とも、バランスのとれた、
ハイブリッド型ガラス系コーティングです。

■アルミホイールコート 〈クルマの足元 イージーケア〉

■撥水ガラスコート 〈雨天時の視界確保〉 水量が少ない時 水量が多い時

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。
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。

●ガラス専用の撥水処理剤。
●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。

●撥水ブレードラバーとの併用で、撥水効果が持続します。

駐車時のドアロック状態や、後退時の左後輪付近の視界をサポート。

障害物を感知して光と音でお知らせ。

通常使用時 リバース連動機能作動時

リバース連動ドアミラー
¥14,040（消費税8%抜き ¥13,000） ¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）

はじめに付けておきたい定番アイテム。

各¥12,960（消費税8%抜き 各¥12,000）　　　　08P00-SYY-＊＊＊ 各¥14,040（消費税8%抜き 各¥13,000）　　　　08P00-SFM-＊＊＊

■カラーコード表 ＊＊＊
★ホワイトオーキッド・パール NH-788P 0G0
アラバスターシルバー・メタリック NH-700M 020
★プレミアムスパークルブラック・パール NH-812P 0H0
モダンスティール・メタリック NH-797M 0J0

＊＊＊
コバルトブルー・パール B-553P 0D0
★プレミアムディープロッソ・パール R-543P 0K0
★スーパープラチナ・メタリック NH-704M 0E0
★プレミアムブルーオパール・メタリック B-578M 0F0

各0.3H 各0.4H
各0.3H

03 フロアカーペットマット プレミアムタイプ （ライトグレー）
毛足が長く柔らかな、心地良い質感の素材を
採用。足元に、上質と快適をプラスします。
運転席ヒールパッド付き、抗菌消臭加工。
●6人乗り用/7人乗り用（1、2、3列目用セット）

各¥35,640（消費税8%抜き 各¥33,000）

6人乗り用

7人乗り用

08P15-SYY-A21
08P15-SYY-H21
08P15-SYY-B21
08P15-SYY-J21

※ラバーマット（縁高タイプ）1列目用を装着する場合、
フロアカーペットマットの運転席/助手席を取り外して装着します。

¥19,440（消費税8%抜き ¥18,000） 
08R04-SYY-001

ルーフラインと一体感のあるデザイン。
換気などに効果を発揮します。

01 ドアバイザー（フロント・リア用/左右４枚セット）
全タイプ

0.4H

G、G・ジャストセレクション用 Gエアロ、ハイブリッド車用

02 マッドガード （フロント用・リア用/左右セット）
水や泥、小石の跳ね上げやタールなどの付着からボディ下部を保護します。

G Gジ Gエ Hy Hyジ

G Gジ Gエ
Hy Hyジ
Gジ Gエ
Hyジ

G Gジ Gエ
Hy Hyジ
Gジ Gエ
Hyジ

6人乗り用

7人乗り用

08P14-SYY-A22
08P14-SYY-H22
08P14-SYY-B22
08P14-SYY-J22

フロント リア フロント リア

0.6H

各¥27,000（消費税8%抜き 各¥25,000）各0.6H ¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）0.6H

各¥34,560（消費税8%抜き 各¥32,000）各1.6H ¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）0.6H

0.6H

0.1H

0.1H

1.2H 0.2H

セット価格
単品価格での合計 ¥16,524（消費税8%抜き ¥15,300）

¥13,176（消費税8%抜き ¥12,200）
08T22-SYY-000A

フロントセンサー（取付アタッチメント含む）

リアセンサー（取付アタッチメント含む）

フロントセンサーインジケーター

リアセンサーインジケーター

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

08 ボディカバー（Hマーク付き）

￥18,360（消費税8%抜き ￥17,000） 08P34-SYY-001

全タイプ

各0.3H

04 フロアカーペットマット スタンダードタイプ （ライトグレー）
運転席ヒールパッド付き、抗菌消臭加工。
●6人乗り用/7人乗り用（1、2、3列目用セット）

各￥30,240（消費税8%抜き 各￥28,000）

※ラバーマット（縁高タイプ）1列目用を装着する場合、フロアカーペットマットの運転席/助手席を取り外して装着します。

※サイドカーテンエアバッグ装備車の場合、
別途クリップ（91561-TA0-A11）が1個必要です。

※カラーコード表★付カラーは¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）高
となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）高となり、
表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）高となり、
表示価格には含まれません。

■イルミネーション類、センサーインジケーターは撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。 ■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

G Hy

お得な
セット パッケージ価格単品価格での合計 ¥24,840（消費税8%抜き ¥23,000）

パーキングサポートパッケージ
¥21,384（消費税8%抜き ¥19,800）　　　08Z01-SYY-000J1.1H1.2H

全タイプ
※商品の仕様・注意事項は単品説明（P10）に準じます。

お得な
パッケージ

パッケージ価格単品価格での合計 
各¥41,040（消費税8%抜き 各¥38,000）

フロントセンサー（取付アタッチメント含む） ＋ フロントセンサーインジケーター

センサーインジケーターパッケージ
各¥34,560

各2.2H

パッケージ価格

フロント用

リア用 単品価格での合計 
各¥33,480（消費税8%抜き 各¥31,000）

リアセンサー（取付アタッチメント含む） ＋ リアセンサーインジケーター

各¥27,000

（消費税8%抜き 各¥32,000）　　　　08Z01-SYY-＊＊＊＊

（消費税8%抜き 各¥25,000）　　　　08Z01-SYY-＊＊＊＊各1.1H各1.2H

■カラーコード表
★ホワイトオーキッド・パール NH-788P
アラバスターシルバー・メタリック NH-700M
★プレミアムスパークルブラック・パール NH-812P
モダンスティール・メタリック NH-797M
コバルトブルー・パール B-553P
★スーパープラチナ・メタリック NH-704M
★プレミアムブルーオパール・メタリック B-578M
★プレミアムディープロッソ・パール R-543P

 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
 AG1B AG0C
 A21B A20C 
 AH1B AH0C
 AJ1B AJ0C
 AD1B AD0C
 AE1B AE0C
 AF1B AF0C
 AK1B AK0C

お得な
パッケージ

各2.1H

全タイプ

※タイヤサイズを確認してお買い求めください。　

※商品の仕様・注意事項は単品説明（P09）に準じます。

ピッ
 ピッ
 ピッ

ピカッ

助手席側 運転席側

オートリトラミラーシステム

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ

■プレミアム グラスコーティング
ハイドロフォビック 〈煌めくような光沢感が長期間持続〉

きら

柔軟かつ頑丈な、撥水基配合の高耐久性ガラス系被膜で、汚れが付きづらく、
煌めくような光沢感が長期間持続します。
きら

■通常の使用状況において、当該保証期間中、塗装表面の光沢に施工時よりも著しく劣化が認められた場合は、プレミアム 
グラスコーティング ハイドロフォビック／グラスコーティングを無償補修（再施工または、部分補修）、ブライトポリマーの
再施工費または修理費用を保証いたします。ただし、樹脂素材（バンパー・モール・スポイラー等）は対象外です。



29 30●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

P a c k a g e
お 得 な こ だ わ り パ ッ ケ ー ジ 。

マルチフックシステムについて　※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。※角度調整キットは、リクライニングの角度によっては水平にならない場合があります。※センターコンソール、
シートカバー 革調タイプ（運転席シートヒーター付）を装着している場合、1列目シートサイドに取り付けできません。※シートバック取付用はペットシートマット、キックガードとの同時使用はできません。ペットシートサークルとの同一箇所での同時使用はできません。
スクリーンシェードについて　※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。※ドアウインドウメッシュ リアドアウインドウ用との同時使用はできません。※ペットドアライニングカバーとの同時装着はできません。※写真は他車種の装着例です。

スクリーンシェード（リアドアウインドウ用/左右セット/収納バッグ付）
まぶしい光を軽減するメッシュタイプ。さまざまなシーンで車内を快適に保ちます。

角度調整キット×2個

マルチフックシステムのセット

●テーブル×1個　●ポケット×1個　●トラッシュボックス×1個　●コンビニフック×1個　●角度調整キット×2個（2ヵ所分）
●フック［シートバック取付用×2セット（2ヵ所分）/シートサイド取付用×2個（1ヵ所分）/センターロアカバー取付用×1個］

¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000） 0.2H

¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000）

テーブル
（ブラック/許容荷重1.0kg）

ポケット
（ブラック/許容荷重1.0kg）

トラッシュボックス
（ブラック/許容荷重1.0kg）

コンビニフック
（ブラック/許容荷重3.0kg）

¥3,240
（消費税8%抜き ¥3,000）  0.2H 

¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000） ¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000）¥864（消費税8%抜き ¥800）

シートバック取付用（2個入り）×2セット¥5,400
シートサイド取付用（1個入り）×2個 ¥1,080
センターロアカバー取付用（1個入り） ¥540

（消費税8%抜き ¥5,000） 0.6H 

（消費税8%抜き ¥500）    0.2H 

（消費税8%抜き ¥1,000） 0.2H 

フック

※1ヶ所に2個必要です
※シートバックにテーブル、
ポケットを装着する場合必要です。

セット内容

※写真はシートカバー 革調タイプとの同時装着例です。テーブル装着例

※内装色に合わせてお選びください。

ブラック

ブラック
コンビシート用
ブラウン

グレー

コンビシート用
ブラック

0.1H（消費税8%抜き ¥4,700）¥5,076

各0.1H（消費税8%抜き 各¥10,000）
各¥10,800

0.1H（消費税8%抜き ¥14,000）¥15,120

ドアアームレストパッド
 （フロント用/左右セット）

アイデアしだいで、お出かけがもっと便利に快適に。

心地良い、より上質な空間を演出。

お得な
パッケージ

インテリアパネル ドアスイッチパネル
シルバー調（貼り付けタイプ/フロントドア用/2枚セット）

ドリンクホルダーリング 
クロームメッキ（貼り付けタイプ/左右セット）

■写真はカットボディによる撮影。 　■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。　■小物類はすべて撮影のために用意したものです。　■画面はすべてハメコミ合成です。

ユースフルパッケージ 全タイプ

パッケージ価格単品価格での合計 
各¥30,996（消費税8%抜き 各¥28,700）

コンフォータブルパッケージ

各¥21,600
（消費税8%抜き 各¥20,000） ※内装色に合わせてお選びください。　※インテリアパッケージとの同時装着はできません。

＊プライムスムース&スウェード調ファブリックコンビシート装備車用
各0.3H 各0.3H

お得な
パッケージ ●ブラック 08Z47-SYY-010A

●ブラック 08Z47-SYY-020A
●グレー 08Z47-SYY-030A

G

G

Gジ
Hy Hyジ

●コンビシート用 ブラック　08Z47-SYY-010B
●コンビシート用 ブラウン　08Z47-SYY-010C　

Gエ Hyジ＊
Gエ Hyジ＊

Hy Hyジ

パッケージ価格単品価格での合計 ¥31,644（消費税8%抜き ¥29,300） ¥21,600（消費税8%抜き ¥20,000）　　　08Z47-SYY-0101.4H1.4H

※商品の仕様・注意事項は単品説明（P03）に準じます。

※商品の仕様・注意事項は単品説明（P15）に準じます。

ACコンセント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20
LEDクロームガーニッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P06
LEDフォグライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
LEDフロントグリル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P06
LEDルーフ照明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
LEDルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

アームレストコンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
アクアクリーンミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
アシストグリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
アルミホイール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P07
アルミホイール用ホイールナット/ホイールロックナット・・P08
アロマモーメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25
インテリアパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P02、03、04
インパネイルミネーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P06
オーディオ/オーディオオプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P24
オートデイナイトミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
オートリトラミラーシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

カーゴマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
キーカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08
キックガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
コーナーポール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P10
ゴールドエンブレム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08

サイドガーニッシュカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P06
サイドステッカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P06
シートカバー（革調タイプ/エプロンタイプ）・・・・・・・P02、03、04
シガーライター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
シフトノブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08

ピラーイルミネーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P05
フットライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P06
プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明・・・・・・・・・・・・・・P11
フロアカーペットマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
ペットエンブレム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
ペットシートサークル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
ペットシートプラスわん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
ペットシートマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
ペット車外飛び出し防止リード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
ペットドアライニングカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
防水シートカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
ボディカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
本革巻きグリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14

マッドガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
マルチフックシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
（テーブル、ポケット、トラッシュボックス、コンビニフック）
マルチボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

ユーティリティベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

ライセンスフレーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08
ラゲッジトレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
ラバーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
ランバーフィットサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
リアバンパープロテクションフィルム・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
リバース連動ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
リモコンエンジンスターター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
ルーフネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

ワイパーブレード（スノータイプ/撥水ブレードラバー）・・・P27

乗降アシスター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
スクリーンシェード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11、P15
ステアリングホイールカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08
スピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23
スポーツサスペンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08
スポーツペダル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08
センサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P09
センサーインジケーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P09
センターコンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P04
センタートレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P02

タイヤチェーン（スチールチェーン）・・・・・・・・・・・・・P27
チャイルドシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
テールゲートストラップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
テールゲートスポイラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P07
ドアアームレストパッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P02、03
ドアウインドウメッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
ドアバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
ドアハンドルプロテクションカバー・・・・・・・・・・・・・・P08
ドキュメントバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
どこリラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
ドライブレコーダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
ドリンクホルダーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P03

ナビゲーション/ナビオプション・・・・・・・・・・・・P17～23
「ナノイー」うるケア・ヴェールライト・・・・・・・・・・・・・P25
ナンバープレートロックボルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・P08

ハイケルビンバルブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
灰皿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
ハロゲンフォグライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
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I N D E X

FREEDロゴ

HYBRIDロゴ

（消費税8%抜き 各¥25,000）
各0.6H 
各¥27,000¥21,600（消費税8%抜き ¥20,000） 1.5H¥19,440 1.3H（消費税8%抜き ¥18,000）

or

インパネイルミネーション フットライト（フロント・リア） サイドガーニッシュカバー フロント用

（消費税8%抜き ¥5,000） 0.1H¥5,400¥15,120（消費税8%抜き ¥14,000） 0.5H¥15,120 0.1H（消費税8%抜き ¥14,000）

インテリアパネル
ドアスイッチパネル（タン調）

インテリアパネル
アウトレットパネル（タン調） センタートレイ

LEDフロントグリル LEDクロームガーニッシュ
¥48,600（消費税8%抜き ¥45,000） 0.6H ¥35,640（消費税8%抜き ¥33,000） 0.6H

毎日を明るく、楽しく彩る心地よさ。

LEDスタイリッシュパッケージ

L E Dイルミ＋クロームメッキの輝きが、先進性をさらに演出。

LEDイルミパッケージ

L E Dブルーイルミの淡い光が、心地よさをもたらす。

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

全タイプインテリアパッケージ

※コンフォータブルパッケージとの同時装着はできません。

パッケージ価格単品価格での合計 
¥35,640（消費税8%抜き ¥33,000） ¥28,512（消費税8%抜き ¥26,400）　　  08Z01-SYY-A10A0.7H

0.7H

パッケージ価格単品価格での合計 
¥84,240（消費税8%抜き ¥78,000） ¥71,604（消費税8%抜き ¥66,300）　　　08Z01-SYY-001K1.0H1.2H

パッケージ価格単品価格での合計 
各¥68,040（消費税8%抜き 各¥63,000） 各¥54,432（消費税8%抜き 各¥50,400）　　　各1.8H

各3.4H

●FREEDロゴ 08E18-SYY-A11　　　　　
●HYBRIDロゴ 08E18-SYY-D11

全タイプ
Hy Hyジ

※商品の仕様・注意事項は単品説明（P06）に準じます。

■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。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。

※商品の仕様・注意事項は単品説明（P06）に準じます。

※商品の仕様・注意事項は単品説明（P02）に準じます。

Hy Hyジ

●適用マーク ： 全タイプ＝　　 　 　G＝  　　G・ジャストセレクション＝  　　Gエアロ＝  　　Hybrid＝　　　Hybrid・ジャストセレクション＝　　　を表記しています。全タイプ G Gジ Gエ Hy Hyジ


