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Genuine Accessories

GB5-100 GB6-100 GB7-100 GB8-100 GB5-600 GB7-600

●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。

■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。
■2019年10月以降は新消費税率（10%）に基づき精算させていただきます。
■　　　 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2019年5月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

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。
ht tps: / / w w w.hond a .co . jp /ACCES S /

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。

■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。

アンケートには、以下の方法でアクセスしてください。

https://www.net-research.jp/785338/

アクセサリーカタログ携帯アンケート実施中 

参加方法

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

1414FD17C4000
1905○

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

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。

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 tps://www.honda.co.jp/C-CARD/

N

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。

●保証の対象は、Honda販売会社にてお買い上げいただいた弊社製品に
限ります。さらに、仕様上お取り付けが必要な製品は、Honda販売会社にて
Honda車にお取り付けしたものに限ります。

●保証修理を受けられる期間は、お買い上げいただいた日から３年間、または、
仕様上お取り付けが必要な製品はHonda車にお取り付けをした日から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。
なお、消耗品と別扱い保証の製品は除きます。
●詳しくはHonda販売会社発行のHonda純正用品保証書をご覧ください。

●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。

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 GENUINE CHEMICALS

air（デェール）
カーエアコン用消臭抗菌剤です。

￥2,484（消費税8%抜き ￥2,300）
　　　　（08R79-E7S-001）

＊エアクリーンフィルターと同時装着する場合は必要ありません。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

停止表示板
収納に便利な折りたたみ式。

￥2,592（消費税8％抜き ￥2,400）
（08M09-S2K-001）

1　カーシャンプー
ボディーの塗装面、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）

　ガラス撥水剤（スプレータイプ）
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-X010S1）
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7　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-A010S0）

　タイヤ＆合成レザーワックス
美しいツヤを出し、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-A010L2）

5 　タイヤコート
タイヤの表面にスプレーするだけで、
ツヤ出し、UVカット、撥水効果を発揮します。
￥1,728（消費税8%抜き ￥1,600） 
300mL（08CDE -A030M1）
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　タイヤクリーナー（泡タイプ）
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）
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クルマ長持ちケミカル・・・クルマをいつまでも大切に

クルマ安心、快適ケミカル・・・
カーライフをもっと豊かに、快適にクルマ美しケミカル・・・新車の輝きをいつまでも

除菌・消臭剤（スチームタイプ）
無香タイプの除菌・消臭剤です。

¥1,296（消費税8%抜き ¥1,200）
（08Z47-PC1-A00D）
※販売会社で施工をしてください。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

¥7,776（消費税8%抜き ¥7,200）
（08Z47-PC1-A00A）

防災安心セット
いざという時に役立つセットアイテムです。
●1人用

¥11,664（消費税8%抜き ¥10,800）
（08Z47-PC1-A00B）

●2人用

¥15,552（消費税8%抜き ¥14,400）
（08Z47-PC1-A00C）

●3人用

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

いざという時の救出・脱出ツールです。

￥2,484（消費税8%抜き ￥2,300）
（08Z26-E8E-000）
※取付台のはがれ等は保証の対象にはなりません。

レスキューマンⅢ

　タッチアップペイント
ボディーのかすり傷の補修に便利です。

ルナシルバー・メタリック（08C52-TNH830M）
モダンスティール・メタリック（08C52-TNH797M）
シトロンドロップ（08C52-TGY31）
コバルトブルー・パール（08C52-TB553P）
ブルーホライゾン・メタリック（08C52-TB613M）
プレミアムスパークルブラック・パール（08C52-TNH812P）
フォレストグリーン・パール（08C52-TBG66P）
各￥756（消費税8%抜き 各￥700）各15mL

ホワイトオーキッド・パール（08C52-TＮＨ７８８Ｐ） 
プレミアムクリスタルレッド・メタリック（08C52-TR565M）
ベース色／トップ色2本セット 各15mL
各￥1,404（消費税8%抜き 各￥1,300）
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除菌・消臭剤（持続タイプ）
除菌・消臭効果が持続します。

¥1,274（消費税8%抜き ¥1,180）
（08Z47-PC1-A00E）
※軟らかい表皮・起毛・布地面等の場合、粘着
テープを剥がす際に破損するおそれがありま
すので取り付けできません。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

3
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カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



Exterior
精悍なスタイリングで、個性を表現 P3-6

Interior
室内をあなたらしくコーディネート P7-10

Daily Life
日々のお買い物やおでかけに P11-14

BARBAPAPA Collection
バーバパパを探しながら、楽しいドライブ　P15-16

Outdoors
週末レジャーや趣味をとことん楽しむ P17-22

Drive Support
さらなる安心とやさしい気配りを P23-28

Navi/Audio
ドライブをもっと楽しく、快適に P29-36

選んだのは、すべてがちょうどよく、気持ちいい、このクルマ。
家族や、大切な人の笑顔を乗せて。週末には、趣味の道具を載せて。
新しいフリードを自分らしくコーディネートして、
これから始まる毎日を、もっと楽しく、もっと便利に。
あなただけのフリードが、もっとあなたらしい日々へいざないます。

もっとあなたのフリードに。

Photo:FREED G・Honda SENSING（FF/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
ボディーカラーはホワイトオーキッド・パール

Photo:FREED+ G・Honda SENSING（FF）　
メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車
ボディーカラーはコバルトブルー・パール
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カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



01フロントグリル
ダイナミックなデザインと輝きが、表情に精悍さをあたえます。

03エアロバンパー（フロント）

迫力のあるデザインが、力強いフロントフェイスを演出します。

※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。
※標準装備のフロントバンパーを取り外し装着となります。
※ロアスカート（フロント）、バンパーコーナープロテクターとの同時装着はできません。

04ロアスカート（フロント）
フロントビューを、より躍動的に印象
づけます。

06テールゲートスポイラー
リアビューをより躍動的に演出します。

07ドアハンドルプロテクションカバー
爪などによる傷つきからガード。エク
ステリアのアクセントにもなります。

05ロアスカート（サイド）
伸びやかに流れる造形が、サイド
ビューをよりスポーティーに見せます。

クロームメッキ

※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。
※マッドガード との同時装着はできません。
※オートサイドステップと同時装着する場合はロアス
カート（サイド）を先に取り付けてください。0401

01 02

03

カラードタイプ フロントグリル（クロームメッキ）に装着

06

05

Photo:FREED+ G・Honda SENSING（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディーカラーはルナシルバー・メタリック

精悍な
スタイリングで、
個性を表現

Exterior

スポーティーな走りをイメージさせる、躍動的なシルエット。

全タイプ

※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。
※エアロバンパー（フロント）、バンパーコーナープロテ
クターとの同時装着はできません。

※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。

¥30,240（消費税8%抜き ¥28,000）　　    08F21-TDK-000C0.6H

※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。
※標準装備のフロントグリルを取り外し装着となります。

■クロームメッキ

■カラードタイプ
各¥43,200（消費税8%抜き 各¥40,000）
　　　    08F04-TDK-0＊0D各¥27,000（消費税8%抜き 各¥25,000）

　　　    08F01-TDK-0＊0

各¥34,560（消費税8%抜き 各¥32,000）
　　　    08F02-TDK-0＊0

セパレート（左右分割）タイプ

¥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）　
　　    08P70-TDK-0000.4H

クロームメッキ/フロント・リア用 左右４枚セット

●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。

各¥30,240（消費税8%抜き 各¥28,000）   　　    08F21-TDK-0＊0B各0.6H

各¥66,960（消費税8%抜き 各¥62,000）   　　    08P98-TRE-0＊1各1.3H

各0.7H
各1.2H

各0.8H

ビームライト（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）付

Photo:FREED G・Honda SENSING（FF/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　ボディーカラーはホワイトオーキッド・パール

02エンブレムイルミネーション
ホワイトLEDの先進的な輝きで、Hマークが浮かび上がるように輝きます。

各¥19,440（消費税8%抜き 各¥18,000）          
ＬＥＤホワイト照明（スモールランプ連動）/フロント用Ｈマーク

・ＬＥＤヘッドライト装備車用 08V24-TDK-B00　・ハロゲンヘッドライト装備車用 08V24-TDK-A00
※フロントグリルを装着した場合のみ装着できます。
＊エンブレムイルミネーションを追加で装着する場合、標準取付時間は    　　　となります。
※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。

各0.1H＊

各0.7H

F全 +全

カラーコード表
★ホワイトオーキッド・パール
ルナシルバー・メタリック
モダンスティール・メタリック
シトロンドロップ
コバルトブルー・パール

NH-788P
NH-830M
NH-797M
GY-31
B-553P

＊
1
2
3
7
8

ブルーホライゾン・メタリック
★プレミアムスパークルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★フォレストグリーン・パール

B-613M
NH-812P
R-565M
BG-66P

＊
9
A
B
C

カラーコード表
★ホワイトオーキッド・パール
ルナシルバー・メタリック
モダンスティール・メタリック
シトロンドロップ
コバルトブルー・パール
ブルーホライゾン・メタリック
★プレミアムスパークルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★フォレストグリーン・パール

NH-788P
NH-830M
NH-797M
GY-31
B-553P
B-613M
NH-812P
R-565M
BG-66P

＊
1
2
3
7
8
9
A
B
C

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

+全HB HG B GHE G・S +全HB HG B GHE G・S

+全HB HG B GHE G・S

+全HB HG B GHE G・S

+全HB HG B GHE G・S

+全HB HG B GHE G・S
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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

メッキタイプ

カラードタイプ ダーククローム調
メッキタイプ

01 15インチ アルミホイール ME-016

¥14,580/1本（消費税8%抜き ¥13,500/1本）          
08W15-TDK-001

0.7H/1本

07ライセンスフレーム

08ナンバープレートロックボルト

※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。

スタイリッシュなワンポイントアクセントに。また、ナンバー
プレートの盗難も抑止。

※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。

15×5 1/2J　PCD114.3mm　インセット49mm
ブレードシルバー塗装

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）          08V30-E89-000D
■ヘッドライトハイビーム用
ＨＢ３（６０Ｗ） ２個セット

02 15インチ アルミホイール MG-018

¥24,840/1本（消費税8%抜き ¥23,000/1本）          
08W15-TDK-002C

0.7H/1本

15×5 1/2J　PCD114.3mm　インセット49mm
切削/プラウドシルバー塗装

03 15インチ アルミホイール MG-019

¥24,840/1本（消費税8%抜き ¥23,000/1本）          
08W15-TRE-002

0.7H/1本

15×5 1/2J　PCD114.3mm　インセット49mm
切削/グリントブラック塗装

05アルミホイール用ホイールナット

※スチールホイールには装着できません。

¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） 08W42-SP0-R00

06収納ケース
取り外したナットを収納するケースです。

※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。

¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） 08W42-TF0-000

04アルミホイール用
ホイールロックナット

¥5,184（消費税8%抜き ¥4,800） 08W42-SR3-E00 各¥3,780（消費税8%抜き 各¥3,500）各0.1H＊

各0.1H＊

■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）■キャップタイプ 4個セット

※スチールホイールには装着できません。
※Moduloアルミホイールまたは標準装備のアルミホイールに装着
できます。

¥5,184（消費税8%抜き ¥4,800） 08W42-SNW-000
■ブラック/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
■キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000） 08W42-TEA-000
■ブラック/キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

■キャップタイプ ２０個セット

¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） 08W42-SZT-000
■ブラック/キャップタイプ ２０個セット

¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000） 08P25-EJ5-C00A
３本入りセット/ボルト長：２０mm（マックガード社製）

＊フロント用は、フロントカメラシステムと同時装着する場合、取付費は必要ありません。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※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。

各¥4,860（消費税8%抜き 各¥4,500）
■ダーククローム調メッキタイプ

・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

・フロント用　 08P25-EJ5-B40
・リア用　　 　08P26-EJ5-040G

07 ライセンスフレーム（フロント・リア用） 08 ナンバープレートロックボルト

単品価格での合計  各¥10,800（消費税8%抜き 各￥10,000）
セット価格  各¥9,720（消費税8%抜き 各￥9,000）

お得なセット
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

各0.2H＊

各0.2H＊

09

・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
＊フロントカメラシステムと同時装着する場合、標準取付時間は  　　　となります。

10ＬＥＤフォグライト（１２Ｗ〈片側〉/左右セット）

昼間でも美しい存在感を追求したデザイン。高輝度LED+マルチリフレクター方式を
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。

13ハイケルビンバルブ
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。

11ハロゲンフォグライト（３５Ｗ〈片側〉/左右セット）

ハロゲンバルブによる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射。
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。

標準バンパーに装着（点灯イメージ） エアロバンパーに装着（消灯時）

標準バンパーに装着（点灯イメージ） エアロバンパーに装着（消灯時） に装着（消灯時）

0.3H

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）          08V30-E89-000B
■ハロゲンフォグライト（クリア）用
Ｈ８（３５Ｗ） ２個セット

※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（2万kmまで）バルブの寿命を保証します。

0.3H

¥2,268（消費税8%抜き ¥2,100）          08V30-E89-000E
■ポジションランプ用
Ｗ５Ｗ（５Ｗ） ２個セット

※ＬＥＤヘッドライト装備車には装着できません。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

0.1H

¥2,268（消費税8%抜き ¥2,100）          08V30-E89-000E
■ライセンスランプ用
Ｗ５Ｗ（５Ｗ） ２個セット

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

※LEDフォグライト装備無し車の場合、別途LED/ハロゲンフォグライトとの同時装着が必要です。
※点灯時間の初期設定は約30秒です。任意で約30秒、約15秒の選択が可能です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※エンジン（パワー）スイッチオフかつ室内灯消灯時は、ドアオープンに連動して点灯します。
※日中でも点灯します。
※点灯中にロックボタンを連続2回操作することで、任意で消灯させることができます。

0.2H

Exterior

全タイプ 全タイプ 全タイプ

全タイプ 全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

各2.0H

各2.0H

本体（クリア）
フォグライトガーニッシュ
取付アタッチメント 標準バンパー用

（消費税8%抜き    ￥28,000）
（消費税8%抜き   各￥6,000）
（消費税8%抜き 各￥12,000）

¥30,240
各¥6,480
各¥12,960

合計 各¥49,680（消費税8%抜き 各¥46,000）

各1.3H

各1.3H

本体（クリア）
取付アタッチメント エアロバンパー装着車用

（消費税8%抜き    ￥28,000）
（消費税8%抜き 各￥12,000）

¥30,240
各¥12,960

合計 各¥43,200（消費税8%抜き 各¥40,000）

■標準バンパー用

■エアロバンパー用 標準バンパーに装着（点灯イメージ）

各2.0H

各2.0H

本体（クリア/イエロー）
フォグライトガーニッシュ
取付アタッチメント 標準バンパー用

（消費税8%抜き 各￥16,000）
（消費税8%抜き   各￥6,000）
（消費税8%抜き 各￥12,000）

各¥17,280
各¥6,480
各¥12,960

合計 各¥36,720（消費税8%抜き 各¥34,000）

各1.3H

各1.3H

本体（クリア/イエロー）
取付アタッチメント エアロバンパー装着車用

（消費税8%抜き 各￥16,000）
（消費税8%抜き 各￥12,000）

各¥17,280
各¥12,960

合計 各¥30,240（消費税8%抜き 各¥28,000）

■標準バンパー用

■エアロバンパー用

12おもてなしフォグライトシステム

■乗車時、離れた場所からキーレスエントリー機能で解錠すると、フォグライトが
一定時間点灯して自車前方の足元を明るく照らします。フォグライトはエンジン
（パワー）スイッチオンにも連動して消灯します。
■降車時、エンジン（パワー）スイッチオフに連動してフォグライトが一定時間点灯し
ます。点灯中に施錠すると、更に点灯時間を延長するため、自車から離れても自車
前方の足元を照らし続けます。

全タイプ

全タイプ

■クリア（色温度：５，０００Ｋ）

標準バンパーに装着（点灯イメージ） エアロバンパーに装着（消灯時）

■クリア

■イエロー（色温度：３，１００Ｋ）

エアロバンパーに装着（消灯時）

■イエロー

各2.0H

各2.0H

本体（イエロー）
フォグライトガーニッシュ
取付アタッチメント 標準バンパー用

（消費税8%抜き    ￥30,000）
（消費税8%抜き   各￥6,000）
（消費税8%抜き 各￥12,000）

¥32,400
各¥6,480
各¥12,960

合計 各¥51,840（消費税8%抜き 各¥48,000）

0.8H¥32,400（消費税8%抜き ¥30,000）

各1.3H

各1.3H

本体（イエロー）
取付アタッチメント エアロバンパー装着車用

（消費税8%抜き　 ￥30,000）
（消費税8%抜き 各￥12,000）

¥32,400
各¥12,960

合計 各¥45,360（消費税8%抜き 各¥42,000）

■フォグライト装備無し車/標準バンパー用

■ＬＥＤフォグライト装備車用
　

■フォグライト装備無し車/エアロバンパー用
カラーコード

本体
ＬＥＤフォグライト

ハロゲンフォグライト

★ホワイトオーキッド・パール 
ルナシルバー・メタリック 
モダンスティール・メタリック 
シトロンドロップ
コバルトブルー・パール
ブルーホライゾン・メタリック

★プレミアムスパークルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★フォレストグリーン・パール

フォグライト
ガーニッシュ

取付
アタッチメント

クリア
イエロー
クリア
イエロー
NH-788P
NH-830M
NH-797M
GY-31
B-553P
B-613M
NH-812P
R-565M
BG-66P

08V31-E3J-A00
08V31-E3J-D00
08V31-SZT-000B
08V31-T5A-000
08V38-TDK-G10
08V38-TDK-G20
08V38-TDK-G30
08V38-TDK-G70
08V38-TDK-G80
08V38-TDK-G90
08V38-TDK-GA0
08V38-TDK-GB0
08V38-TDK-GC0
08V38-TDK-A00
08V38-TDK-B00
08V38-TRE-A00
08V38-TRE-B00

標準バンパー用

エアロバンパー装着車用

LEDヘッドライト装備車用
ハロゲンヘッドライト装備車用
LEDヘッドライト装備車用
ハロゲンヘッドライト装備車用 

※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￥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。

※標準装備のＬＥＤフォグライトを取り外し装着となります。

※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。

HB B G +HB +B +GG・S +G・S

HB HG B G
+HB +HG +B +G

G・S
+G・S

Photo:FREED+ G・Honda SENSING（FF）　
メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車
ボディーカラーはコバルトブルー・パール

※商品の仕様/注意事項は単品の説明に準じます。

マックガード社製

マックガード社製（ブラック）

ブラック

ブラック

全タイプ

暗闇での自車前方をフォグライトで明るく。 ホワイト系のシャープな光に。

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）          08V75-PD7-000B0.5H

使用イメージ

MHM

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB HG B GHE G・S +全

HB HG B GHE G・S +全

HB HG B GHE G・S +全

HB HG B GHE G・S +全

MHM

HB HG B GHE G・S +全

各0.1H

全タイプ

存在感をさらに際立たせる、

ドラマティックな輝き。

05 06●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。

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



白木目調黒木目調

01シートカバー（１列目シート用ｉ-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車対応）

落ち着きのあるタンとアイボリーを、質感高い風合いに仕上げました。フリード（2列目キャプテンシート）用にはヘッドサポートキット（2個）が付きます。

02インテリアパネル（アウトレットパネル）

こだわりのパネルで、インパネまわりを質感高く彩ります。

05ドアアームレストパッド
柔らかい肌触りで快適さをより高めます。

カラーも、触り心地もチェンジして、
お気に入りのお部屋に。

フリード

フリード＋

タン
アイボリー
タン
アイボリー
タン
アイボリー

２列目キャプテンシート用
２列目左右ヘッドサポートキット付＊

２列目６：４分割タンブルシート用

08P93-PA5-010
08P93-PA5-020
08P93-PA5-010A
08P93-PA5-020A
08P93-PA5-010B
08P93-PA5-020B

合皮製/フルタイプ
１、２、３列目セット

合皮製/フルタイプ
フロント・リア用 左右セット

※キックガード（バーバパパコレクション）、防水シートカ
バー、ドキュメントバッグ、USBチャージャー（2列目〈リ
ア〉シート用）との同時装着はできません。

※汚れた場合は、中性洗剤溶液をしみこませた柔らかい
布で汚れを拭き取った後、かたくしぼった布で水拭きし
てください。

※ヘッドサポートキットとの同時装着はできません。

フリード（２列目キャプテンシート）用

Photo上段：FREED HYBRID G・Honda SENSING（FF/7人乗り）　アクセサリー装着車　インテリアカラーはモカ
Photo下段左：FREED+ G・Honda SENSING（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　インテリアカラーはブラック
Photo下段右：FREED G・Honda SENSING（FF/7人乗り）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　インテリアカラーはベージュ
※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。

フリード+用

２列目左右
ヘッドサポート
キット付＊

タン

03（白木目調）03（黒木目調）

03（白木目調）

※Sパッケージ装備車には装着できません。　※標準装備のドアアームレストパッドを取り外し装着となります。

06ヘッドサポートキット

04ステアリングホイールカバー（本革製）

心地よい操作感を生む本革の感触。モカグレーはステッチの色を２色からお選びい
ただけます。

ウォールナット調

モカグレー
（ステッチ：アイボリー）

ステッチ：
ブラウン

ステッチ：
アイボリー

お好きなステッチ色を
１色選択し、販売会社に
お申し付けください。

ブラック

室内を
あなたらしく
コーディネート

Interior

素材：合皮（表皮部）

カラー：ブラック
素材：合皮（カバー）

0505

0505

01（タン）01（タン）

04
（モカグレー）

04
（ブラック）

04
（ブラック）

02

03（黒木目調）

03（ウォールナット調）

03（ウォールナット調）

05

05

01（アイボリー） 01（アイボリー）01（タン）01（タン）

＊ヘッドレストカバー内の左右にベースを取り付け、標準のヘッドレストに装着することでヘッドサポートキットとなります。背もたれの角度やシートの種類によっては、背もたれが起きにくい場合があります。

各1.4H各¥81,000（消費税8%抜き 各¥75,000）
各1.2H各¥73,440（消費税8%抜き 各¥68,000）

各0.9H各¥54,000（消費税8%抜き 各¥50,000）

アイボリー

※標準装備のフロントドアスイッチパネルを取り外し装着となります。

交換タイプ/運転席・助手席側用２枚セット

03インテリアパネル（ドアスイッチパネル）

ワンポイントで上質感を表現。シートカラーなどに合わせて、3色からお選びいただけ
ます。

各¥17,280（消費税8%抜き 各¥16,000）各0.9H
交換タイプ/フロントドア用左右２枚セット

■白木目調 08Z03-TDK-010A
■黒木目調 08Z03-TDK-020A
■ウォールナット調 08Z03-TDK-030A

※Sパッケージ装備車には装着で
きません。※標準装備のアウトレットパネルを取り外し装着となります。

■モカグレー×ステッチ２色入り（アイボリー/ブラウン） 08U98-TDK-010
■ブラック×ブラックステッチ 08U98-TAA-010

各¥9,720（消費税8%抜き 各¥9,000）各1.0H
■ウォールナット調 08Z03-TDK-010C
■ピアノブラック調 08Z03-TDK-010E

各¥21,600（消費税8%抜き 各¥20,000）各0.6H

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）　　　 08U88-TDK-0100.7H

ブラック/フロント用左右セット

２列目キャプテンシートヘッドレスト用/左右共用１キット

※シートカバー（２列目キャプテンシート用）との同時装着はできません。
※背もたれの角度やシートの種類によっては、背もたれが起きにくい場合があります。

ヘッドレストに装着し、2列目シート乗員の頭部をサポートし、疲れを軽減します。

¥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）　　　 08R64-TDK-0300.1H

F全（２列目キャプテンシート）

HB HG B G +HB +HG +B +GG・S +G・S

HB HG B G +HB +HG +B +GG・S +G・S

黒木目調

ピアノブラック調

ウォールナット調

HB HG B GHE G・S +全

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB HG B GHE G・S +全

HB HG B GHE G・S +全
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■フリード用（ＦＲＥＥＤ ロゴ付）

■フリード+用（ＦＲＥＥＤ+ ロゴ付） 08E12-TRE-020

・Sパッケージ装備車用/Modulo X用 08E12-TDK-020
・Sパッケージ装備無し車用 08E12-TDK-010

■フリード用（ＦＲＥＥＤ ロゴ付） 08F05-TDK-000A

■フリード+用（ＦＲＥＥＤ+ ロゴ付） 08F05-TRE-000A

03フットライト（１列目〈フロント〉用）

ドアを開けて乗り降りするときに、明るく点灯。また、スモールランプに連動して淡い
光で足元を照らします。

04フットライト（２列目〈リア〉用）

乗降時に明るく点灯し、スモールランプと連動して淡い光でゲストの足元をやさしく
照らします。

05サイドステップガーニッシュ（フロント用/LEDホワイトイルミネーション付）

ドアオープンに連動して、サイドステップに車名ロゴが浮かび上がり、ドライブへの
期待感を高めます。

・フリード（Sパッケージ装備車）用/フリード Modulo X用/フリード＋用 08E10-TDK-B20
・フリード（Sパッケージ装備無し車）用 08E10-TDK-B10

06サイドステップガーニッシュカバー（リア用）

ドアステップを保護しながら、乗降時に存在感を主張します。

・ フリード（Sパッケージ装備車）用/
フリード Modulo X用
08Z01-TDK-020
・フリード（Sパッケージ装備無し車）用
08Z01-TDK-010
・ フリード+用
08Z01-TDK-020A

01インパネイルミネーション

ホワイトLEDの間接照明が、エレガントな雰囲気を醸し出します。

10セレクトノブ

しっくりと手になじむ、上質な本革を使用。

02ドアライニングイルミネーション

やわらかなホワイトLEDが、夜のドライブをさりげなく演出します。

※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。 

09スポーツペダル

アルミの輝きが、足元をシャープに演出します。

Photo：FREED+ G・Honda SENSING（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　インテリアカラーはブラック
※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。 ※メーター類は撮影のため点灯。　※画面はハメコミ合成です。

Interior

※２列目（リア）用は、１列目（フロント）用を装着した場合のみ装着できます。
 ＊２列目（リア）用を追加で装着する場合、標準取付時間は      　　 となります。

エレガントな演出がみちびく、
上質なもてなし空間。

全タイプ08ステアリングホイールガーニッシュ

ステアリングホイールの下部をより
スタイリッシュに演出します。

全タイプ 全タイプ

全タイプ

全タイプ全タイプ

ＬＥＤホワイトイルミネーション（スモールランプ連動）

¥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）　　　 08E19-TDK-0000.6H

LEDホワイトイルミネーション（スモールランプ連動）/フロントドア用左右セット

¥14,040（消費税8%抜き ¥13,000）　　　 08E20-TDK-0001.8H

LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉連動）付/ステンレス製/左右セット

各¥27,000（消費税8%抜き 各¥25,000）            各0.8H ※標準装備のサイドガーニッシュを取り外し装着
となります。

貼り付けタイプ/すべり止め付/ステンレス製/左右セット

各¥16,200（消費税8%抜き 各¥15,000）           各0.2H

03 フットライト（1列目〈フロント〉用）
04 フットライト（2列目〈リア〉用）
05 サイドステップガーニッシュ（フロント用）

単品価格での合計  各¥48,600（消費税8%抜き 各¥45,000）
お得なパッケージ 光のアイテムパッケージ07

パッケージ価格  各¥38,880（消費税8%抜き 各￥36,000）

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）　　
08U74-T5A-000

0.2H

アルミ製

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）　　
08Z03-TAA-010C

0.5H ¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）　　
08U92-T6A-010

0.2H

本革製/ガソリン車専用

※標準装備のセレクトノブを取り外し装着となります。※標準装備のステアリングホイールガーニッシュを取り外し装着となります。
※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。

カラー：ピアノブラック×シルバー

※画面はハメコミ合成です。

各2.3H

各1.7H

LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉・スモールランプ連動）/左右セット LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉・スモールランプ連動）/左右セット

※商品の仕様/注意事項は単品の説明に準じます。

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）          08E10-TDK-A000.8H 各¥10,800（消費税8%抜き 各¥10,000）         各0.7H＊

各0.9H

+HB +HG +B +G +G・SHB HG B G G・S MHM +HB +HG +B +G +G・SHB HG B G G・S MHM B G +B +GG・S +G・SM

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB HG B GHE G・S +全

09 10●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。

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



ちょっとした心遣いが、
毎日のおでかけをぐんと便利に。

¥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）　　     08U32-TDK-0100.8H＊¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）　　    08U08-TDK-010B
各¥2,376（消費税8%抜き 各¥2,200）

06コンビニフック

01センターコンソールバッグ

コンビニフック
08U08-SYY-010A
フック
08U08-TM8-011A

（消費税8%抜き ￥800）

（消費税8%抜き ￥500）

¥864

¥540

合計 ¥1,404（消費税8%抜き ¥1,300）
取付位置：センターコンソール横（助手席側）
許容荷重：3.0㎏
※バーバパパコンビニフックとの同時装着はできません。

カラー：ブラック
取付位置： 
運転席または
助手席シートバック

許容荷重： 
テーブル 2.0kg/
コンビニフック 各1.0kg

取付位置：フロントドリンクホルダー　材質：シリコン
※ドリンクホルダー（助手席側）に装着する場合、ドリンクホルダーグリップとの同時装着はできません。
※走行中はカード類を挟まないでください。

インパネサイドに取り付けて、紙袋やポリ袋
を掛けられます。

バッグやちょっとした小物を収納できます。中央部は
チャック付き。

¥3,888（消費税8%抜き ¥3,600） 08P10-TDK-010

インパネに置いた小物を
滑りにくくします。

02インパネマット

03シートバックテーブル（格納タイプ）

軽食もできる便利なテーブルです。

05ねこちゃんリッド（左右2個セット）

チャーミングな猫の顔がのぞくドリンクホルダーリッド。ドリンクホルダーに入れた小
物等を隠せるだけでなく、耳にカード類を挟むことができます。ドリンクホルダー（2箇所）/コンビニフック（左右2箇所）付/左右共用1キット
カードホルダー付

¥16,200
（消費税8%抜き ¥15,000）
08P11-TDK-010B

■プレミアムタイプ

¥10,800
（消費税8%抜き ¥10,000）
08P11-TDK-010A

■スタンダードタイプ

¥16,200
（消費税8%抜き ¥15,000）
08P11-TDK-010C

■フリード Modulo X用

・ブラック 08U08-TDK-020A
・ホワイト 08U08-TDK-010A

イワホクッラブ ト

カラー：ブラウン　サイズ：Ｗ約１５×Ｄ約３５.５×Ｈ約２３ｃｍ
取付位置：フロントセンターカーペット部（車両装備品）に簡易固定。取り付け取り外し可

¥5,616（消費税8%抜き ¥5,200）
08U13-E3E-A00

07マルチボックス
さまざまな荷物を荷崩れしないようにまと
めて収納。荷物の出し入れがしやすく、脱着
も容易です。

ラゲッジフロアの傷つきや汚れを防止。フロアカーペットマットと同じ素材で統一感を
図れます。

カラー：ブラウン　取付位置：助手席
収納部サイズ：W約３１×D約３７×H約２２.５cm

※フロアグリップ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に装着する場合、フロアカーペットマットのフロントセンターマット部を取り外し装着します。
※フリード＋に装着する場合、シートアレンジによっては、センターコンソールバッグと干渉する場合があります。その場合は
外してください。
※ＨＹＢＲＩＤ車（４ＷＤ）のセンターテーブル装備車に装着した場合、センターテーブルを引き出した際に、センターコンソール
バッグと干渉する場合があります。

＊シートカバーと同時装着する場合、標準取付時間は 　　 となります。
※USBチャージャー（2列目〈リア〉シート用）との運転席側での同時装着はできません。
※シートバックグリップとの同一箇所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使用はできません。
※キックガード（グレー）、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。
※アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）と同時装着する場合、ドリンクホルダーは使用で
きません。
※タブレットホルダーに大型のタブレット端末を装着した場合、使用できない場合があります。
※背もたれの角度やシートの種類によっては、背もたれが起きにくい場合があります。
※走行中は必ずシートバックテーブルを格納してください。

※ＵＳＢチャージャー（フロント用）
との同時装着はできません。

※防水シートカバー、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。
※重い荷物を入れると助手席シートベルト締め忘れ警告ブ
ザーがなる場合があります。ブザーは一定回数を超えると止
まります。

カラー：ブラック　※ラゲッジトレイとの同時使用はできません。

08ラゲッジマット

※フリード+用はP17へ。

※フリード+用はP20へ。

濡れた荷物なども気にせず積載。汚れても取り
外して水洗いできる縁高・防水素材です。

カラー：ブラック

＊2列目キャプテンシート車の標準取付時間で
す。2列目6：4分割タンブルシート車には、取
付費は不要です。

※ラゲッジマットとの同時使用はできません。
¥17,280（消費税8%抜き ¥16,000）　　　
08U45-TＤＫ-000

09ラゲッジトレイ（縁高タイプ）

日々の
お買い物や
おでかけに

Daily Life

01 センターコンソールバッグ
02 インパネマット
 

03 シートバックテーブル（１キット）

パッケージ価格  ¥16,200（消費税8%抜き ￥15,000）

お得なパッケージ ユースフルパッケージ

1.0H＊

1.0H＊

04

08Z01-TDK-010B

全タイプ 全タイプ 全タイプ

全タイプ

カラー：ブラック　材質：TPO全タイプ

F全

P11-12記載以外の商品紹介について
①シートカバー（タン） P07

②インテリアパネル（アウトレットパネル） P08
③インテリアパネル（ドアスイッチパネル） P08

④ステアリングホイールカバー（本革製） P08
⑤アロマモーメント P14

⑥９インチ プレミアム インターナビ P30

①

②
③④⑥

⑤

※商品の仕様/注意事項は単品の説明に準じます。

全タイプ

単品価格での合計  ¥21,168（消費税8%抜き ¥19,600）

ラゲッジマット

プレミアムタイプ

フロアカーペットマット

0.2H
1.0H

0.2H

0.2H

0.2H＊

＊シートカバーと同時装着する場合、標準取付時間は 　　　となります。1.2H

Photo：FREED HYBRID G・Honda SENSING（FF/7人乗り）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　インテリアカラーはモカ　※画面はハメコミ合成です。

全タイプ

MHM

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB HG B GHE G・S HB HG B GHE G・S

11 12●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。 ※小物類はすべて撮影のために用意したものです。

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



アロマの効果でリラックスしたドライブを。 車内での楽しみを広げる。

電気製品も、自宅のような使い勝手で。
 

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。

●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。

クルマの中でエステ気分

「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。

標準ランプLEDルームランプ

※標準装備のバルブを取り外し装着となります。
※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。  ※標準装備のルームランプまたはラゲッジルームランプを取り外し装着となります。

※ルームランプ、ラゲッジルームランプ部用を同時装着する場合、２個必要です。

ブルーイルミネーション面発光ライト スポットライト使用数

1個

1個

2個

使用イメージ　※画面はハメコミ合成です。

08スマートクリップ

01「ナノイー」うるケア・ヴェールライト 02プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明（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）

タブレットホルダー、ハンガーを
装着するベースです。

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000） 
08U08-E6J-010
取付位置：運転席・助手席ヘッドレスト部

09タブレットホルダー

リア席（2列目シート）でタブレット端末のコンテンツが快適に楽しめます。USBチャージャー
（2列目〈リア〉シート用）との同時装着をおすすめします。ホルダー回転機構付。

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。

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の照明でドライブを快適にします｡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。

※アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）との助手席での同時使用はできません。
※ペットシートマットとの同時使用はできません。
※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。
※安全のため、走行中はスマートクリップ、タブレットホルダー、ハンガーを取り外すか、スマートクリップにタブレットホルダー
を装着（タブレット端末は外す）した状態にしてください。
※背もたれの角度やシートの種類によっては、背もたれが起きにくい場合があります。

※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。
※ご使用の電気製品によってはラジオやテ
レビに雑音が入ることがあります。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※装着には別売のスマートクリップが必要です。
※大型のタブレット端末を取り付けた場合、シートバックテーブル、シートバックグリップ装着車では使用できない場合があり
ます。

※装着には別売のスマートクリップが必要です。
※ハンガーに衣服を掛けた場合、シートバックテーブル、シートバックグリップ装着車では使用できない場合があります。
※ジャケット、コートの長さによってはフロアに触れる場合があります。

※運転席、助手席の両方に装着する場合、2個
必要です。

※触れる時間が短いと除電しきれないことがあ
ります。
※着用している衣類や体質によっては除電に必
要な時間が変化することがあります。

角度調整機構付

各¥3,024（消費税8%抜き 各¥2,800） 
08R72-E3G-＊00

■ディフューザーキット

各¥1,512（消費税8%抜き 各¥1,400） 08CUC-X0＊-0S0
■エッセンシャルオイル（5mL）

各¥3,780（消費税8%抜き 各¥3,500）
ＬＥＤバルブ（ホワイト）１個入り １２Ｖ/０.７Ｗ

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、室内照明■ルームランプ用
08E13-E4A-A00

フロント用 ２口/５V/各最大２.１A

06ＡＣコンセント（１００V/１００W）

車内での充電や電気製品の
使用に便利です。

取付位置：
センターロアカバーサイド部（助手席側）

取付位置：インパネトレイ（助手席側）

¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000） 08U08-E6J-010A
〈取付可能タブレット端末サイズ〉幅：約15～21cm/厚さ：約0.7～1.2cm（参考サイズ：7～12インチ）
許容荷重：1.0kg

※標準装備のルームランプを取り外し装着となります。
※１列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップ
（91561-T8N-T01、91561-SJD-003）が各１個必要です。
※ドライブレコーダー（リア用）、ドライブレコーダーパッケージとの同時装着はできません。
※同一箇所でのＬＥＤルーフ照明、ＬＥＤルームランプ、プラズマクラスター搭載ＬＥＤルーフ照明、リア席モニターとの同時装着
はできません。

※標準装備のルームランプを取り外し装着
となります。
※ドライブレコーダー（リア用）、ドライブレ
コーダーパッケージとの同時装着はでき
ません。
※同一箇所でのＬＥＤルーフ照明、ＬＥＤルー
ムランプ、「ナノイー」うるケア・ヴェールラ
イト、リア席モニターとの同時装着はでき
ません。

※標準装備のラゲッジルームランプを取り
外し装着となります。
※ドライブレコーダー（リア用）、ドライブレ
コーダーパッケージとの同時装着はでき
ません。
※同一箇所でのＬＥＤルーフ照明、ＬＥＤルー
ムランプとの同時装着はできません。※「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。

サイズ：直径１８０mm　ルーフからの厚み：約４５mm
取付位置：ルームランプ部

サイズ：L192×W130×H33mm
取付位置：ルームランプ/ラゲッジルームランプ部

回転機構付

運転席・助手席共用1個売り

10ハンガー

ジャケット、ショートコート等をスマートに収納します。

¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000） 08U08-E6J-010B
許容荷重：1.0kg

使用イメージ

08 09 10

¥19,440
（消費税8%抜き ¥18,000）       
08U56-TDK-010

1.3H

※フロント部のアクセサリーソケット（１２V）でご使用いただけます。
※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。
※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。
※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。
※エアーアロマ  は、air aroma社の商標です。 
※詳しくは専用カタログをご覧ください。

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

¥324（消費税8%抜き ¥300） 08R72-E3G-G00
■交換用オイルパッドセット（5枚セット）

※オイルの種類を変える場合や、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。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

05アロマモーメント

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。

※同一箇所でのリア席モニター、ＬＥＤルーフ照明、「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ルーフ照明との同時装着はできません。

■ラゲッジルームランプ用
08E13-E4A-A00

※同一箇所でのＬＥＤルーフ照明、プラズマクラスター
搭載ＬＥＤルーフ照明との同時装着はできません。

■フロントマップランプ用
08E13-E4A-B00

03ＬＥＤルームランプ
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。

04ＬＥＤルーフ照明
ルームランプを交換するだけで3種類の照明が楽しめます。

07 USBチャージャー
USB接続のスマートフォンやタブレット端末などを充電できます。急速充電対応機器
の急速充電も可能です。２列目（リア）シート用はスマートクリップ、タブレットホル
ダーとの同時装着をおすすめします。

降車時に触れるだけで、静電気
のパチパチが気になりません。

各¥10,800
（消費税8%抜き 各¥10,000）         各1.6H

２列目（リア）シート用 １口/５V/最大２.１A

取付位置：運転席シートバック

取付位置：フロントドアパネルラッチ下部
 （運転席側・助手席側）

¥12,960
（消費税8%抜き ¥12,000）       
08U57-TDK-000B

0.9H

ルームランプ部取付

ラゲッジルームランプ部取付

※同一箇所でのリア席モニター、ＬＥＤルームランプ、「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ルーフ照明との同時装着はできません。
※同一箇所での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。

仕様/品番 備考

置
位
付
取

Daily Life

※「ナノイー」は、
パナソニック株式会社の技術です。

「ナノイー」放出・LED照明点灯イメージ
※写真は他車種の装着例です。

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。

※写真は他車種の装着例です。

全タイプ 全タイプ

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/1個）
・オイルパッド（装着済1枚/交換用3枚）

追加用

クルマも、家族のくつろぎ空間。
車内をもっと心地よく。

本体
08R75-E5A-000
取付アタッチメント
08R75-E5A-000A

（消費税8%抜き ￥25,000）

（消費税8%抜き   ￥3,000）

¥27,000

¥3,240

合計 ¥30,240（消費税8%抜き ¥28,000）
本体
サブハーネスアタッチメント

（消費税8%抜き ￥17,200）
（消費税8%抜き 　 ￥500）

¥18,576
¥540

合計 ¥19,116（消費税8%抜き ¥17,700）

本体
サブハーネスアタッチメント

（消費税8%抜き ￥12,000）
（消費税8%抜き 　  ￥500）

¥12,960
¥540

合計 ¥13,500（消費税8%抜き ¥12,500）

08E13-E81-010
08E14-T4R-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

類
種
の
り
香

エッセンシャルオイル
A
B
C
D
E
F

＊
3
4
5
6
7
8

＊

オレンジＬＥＤ照明点灯イメージ

●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。

08R75-E0H-A00
08E14-T4R-000

全タイプ 全タイプ

※写真は他車種の装着例です。

全タイプ 全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

11静電気除去プレート全タイプ

全タイプ

・フリード（Sパッケージ装備車）用/
 フリード＋用
 08U57-TDK-020A
・フリード（Sパッケージ装備無し車）用/
フリード Modulo X用
 08U57-TDK-010A

※シートカバーとの同時装着はできません。
※シートバックグリップ、シートバックテー
ブルとの運転席側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使用はできま
せん。
※キックガード、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。

※インパネマット、ユースフルパッケージと
の同時装着はできません。

※充電専用のため音楽などの再生はできません。
※消費電流が２．１Ａ以下でも充電できないUSBデバイスがあります。
※アイドリングストップからエンジンが再始動すると、一時的に充電が停止することがあります。

※写真は他車種の
装着例です。

※写真は他車種の装着例です。

1.1H

1.1H

0.2H

0.2H

0.2H

0.2H

※小物類はすべて撮影のために用意したものです。

ラゲッジルーム
ランプ部

ルームランプ部

¥2,700（消費税8%抜き ¥2,500）　
          08R73-PA1-0000.1H

※写真は他車種の装着例です。

※写真は他車種の装着例です。

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋
13 14

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



Photo：FREED HYBRID B（FF） アクセサリー装着車　インテリアカラーはモカ

Photo：FREED HYBRID B（FF） アクセサリー装着車　インテリアカラーはモカ

※ラバーマットとの同時装着が可能です。運転席側のマットは、必ず専用ホルダーに固定して使用してください。 
※　　　　に装着する場合、標準装備のフロアカーペットマットを取り外し装着となります。

・２列目キャプテンシート用　　　　　 08P32-PD2-A00
・２列目６：４分割タンブルシート用 　　08P32-PD2-A00A

09

05

バーバパパを探しながら、楽しいドライブへ！

Collection

0605

01

02

04

05

07

06

06

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

+HB +HG +HE

+B +G +G・S

B MG G・S

B G +B +G・S+GG・S M

・FF車用　  08P16-PD2-A10G
・4WD車用 08P16-PD2-A10H

各¥60,480（消費税8%抜き 各¥56,000）各0.2H

08P16-PD2-A10F
¥55,080（消費税8%抜き ¥51,000）0.2H

・２列目キャプテンシート（FF車）用　  08P16-PD2-A10C
・２列目キャプテンシート（4WD車）用 08P16-PD2-A10D
・２列目６：４分割タンブルシート用　   08P16-PD2-A10E

各¥72,360（消費税8%抜き 各¥67,000）各0.3H

・２列目キャプテンシート用　　   08P16-PD2-A10A
・２列目６：４分割タンブルシート用 08P16-PD2-A10B

各¥66,960（消費税8%抜き 各¥62,000）各0.3H

HM M

02フロアカーペットマット デザインタイプ（消臭・抗菌加工/ヒールパッド付）

■フリード（ハイブリッド車） 1，2，3列目用セット
（エクステンションマット付）　

■フリード用　1，2，3列目セット

■フリード＋用　フロント・リアセット

芝生調のグリーンのマットにバーバモジャがかく
れています。足元に遊び心をプラスします。

01シートカバー フルタイプ/ファブリック（運転席・助手席シートバックアッパーポケット＆
助手席シートバックポケット対応ファスナー付）

マスタードイエローを基調にアイボリー×ブラックのストライプ
がアクセントに。車内をシックで大人な空間に演出。さらに
汚れがつきにくい撥水加工で洗濯もできます。

HB HG HE

0.8H
0.9H

¥42,120（消費税8%抜き ¥39,000）　　　
08P32-PD2-A00B

各¥57,240（消費税8%抜き 各¥53,000）

0.6H

※1列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム
装備車対応。

※シートバックグリップ、ドキュメントバッグ、USBチャージャー（2列目〈リア〉シート用）との同時装着はできません。
※フリード ２列目キャプテンシート用はヘッドサポートキットとの同時装着はできません。
※汚れた時は、運転席カバーに付いている洗濯ラベルの表示にしたがって洗濯してください。

04バーバパパコンビニフック
バーバパパがフックに変身。インパネサイド
に取り付けて紙袋やポリ袋を掛けられます。

※コンビニフックとの同時装着はできません。

¥1,944（消費税8%抜き ¥1,800）
08U08-PD2-010

インテリアパネル マットアイボリー
（アウトレットパネル）

思わず触れたくなるマットな質感。インテリアステッカーと合わせるのがおすすめです。

交換タイプ/運転席・助手席側用２枚セット

4枚セット

※標準装備のアウトレットパネルを取り外し装着となります。

¥21,600（消費税8%抜き ¥20,000） 　　
08Z03-PD2-A10

全タイプ

許容荷重：3.0Kg 
取付位置：センターコンソール横（助手席側）

取付位置：運転席、助手席

0.2H

キーカバー
（シリコン製）

バーバパパらしいシリコンのやさし
い素材感。いろいろな所に、一緒に
お出かけ。

※Hondaスマートキーは商品に含まれません。
※キーカバー（樹脂製/本革製）、キーデコレーション、
ペットキーカバー（肉球）との同時装着はできません。
※キーカバー装着時、Hondaスマートキーのキーリング
は使用できません。

¥3,996（消費税8%抜き ¥3,700） 
08U08-PD2-B00

全タイプ

全タイプ

キックガード
（フロント席シートバック取付用）

シート背面の汚れを防ぐ、ママにうれしい
可愛い機能アイテム。

※シートカバー（合皮製）との同時装着はできません。
※シートバックテーブルとの同時装着が可能です。
※ペットシートマットとの同時使用はできません。
※シートバックグリップ、ペットシートサークル、USBチャー
ジャー（２列目〈リア〉シート用）との同一箇所での同時使用は
できません。

キャラクターがちょこんと顔を
のぞかせた可愛いデザイン！

フロントヘッドレストの裏にはキャラクターがたくさんかくれてる！

¥6,480/1枚 （消費税8%抜き ¥6,000/1枚） 
08P33-PD2-000

※道路交通法により貼れない場所（ウインドウガラス面、灯火
器部など）と、仕様上貼りつけられない場所（曲率のきつい
場所、段差のある場所、なめらかでない場所）があります。
詳細については同梱の取扱説明書でご確認ください。

10エンブレムハイボスカル（樹脂製）

4種類のエンブレムをご用意。お気に入り
の一台に。

¥8,640 （消費税8%抜き ¥8,000） 
08F20-PD2-000

全タイプ

※Sパッケージ装備車には装着できません。

07ステアリングホイールカバー（合皮製）

落ち着きのある配色が大人の感性をくすぐり
ます。バーバママがかくれているのもキュート
です。

¥12,960 （消費税8%抜き ¥12,000） 　　
08U98-PD2-A10

全タイプ 全タイプ

0.6H

06インテリアステッカー
目にするたびに会話が弾むステッカー。
車内をバーバパパの楽しい世界観に。

インパネミドルエリア
（助手席側１箇所・運転席側２箇所）/３枚セット

¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000） 　　
08F31-PD2-000

0.1H

左右共用１枚売り/ ベージュ

※リアクォーターウインドウのコーションラベルの貼付位置が
変更になります。

© 2018 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED　※インテリアの写真はカットボディーによる撮影。 ※画面はハメコミ合成です。 ※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。

11エクステリアステッカー
愛らしいステッカーを貼ると、思わずおでかけしたくなるクルマに早変わり。

全タイプ

ドアミラー部・リアクォーターウインドウ部/左右４枚セット

¥8,640 （消費税8%抜き ¥8,000） 　　　08F30-PD2-000A0.5H

1.3H

+HB +HG +B +G・S+GHB HG B G G・S

※標準装備のセレクトノブを取り外し装着となります。

セレクトノブ
（本革製）

シックなアイボリーに鮮やかな色味のステッ
チが効いた洗練されたデザインです。

¥10,800 （消費税8%抜き ¥10,000） 　　
08U92-PD2-A10

0.2H

全タイプ03

08

装着例

表面

裏面

Photo：FREED HYBRID EX（FF） アクセサリー装着車
ボディーカラーはブルーホライゾン・メタリック

02

※　　　　　　　　　　　　　 はインテリアパネル（マット
アイボリーまたはピアノブラック調）の装着が必要です。

HEHB HG B G G・S ＋全

HM

■フリード（ガソリン車） 1，2，3列目用セット

■フリード＋（ハイブリッド車） フロント・リア用セット
（エクステンションマット付）　

■フリード＋（ガソリン車） フロント・リア用セット

15 16●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。

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



〈フリード+ 専用品目〉

スライドレールシステムに装着（ラゲッジマルチボード非装着車）

スライドレールシステムに装着（ラゲッジマルチボード装着車）

車中泊で
テーブルとして
使用できます。

スライドレールシステムとクロスバーの組み合わせイメージ

サイドライニングに直接装着できます。

濡れた荷物なども気にせず積載。汚れても取り外して
水洗いできる縁高・防水素材です。

03ラゲッジトレイ（縁高タイプ）
カラー：ブラック
※ラゲッジマット（ロングタイプ）との同
時使用はできません。
※ＦＦ車用はアルミスロープキット、ラ
ゲッジボックスとの同時装着はでき
ません。

ラゲッジルーム上部の空間を有効活用し、衣服や毛布などを収納できます。

01ルーフラック（ネット付）

許容荷重：５.0ｋｇ　取付位置：ラゲッジルーフライニング部 許容荷重：１０ｋｇ　取付位置：サイドライニング上段
※ルーフネットとの同時装着はできません。
※リアセンサーインジケーター装着車は積荷の状況によってはインジケーターを視認できません。

※マルチユースバスケットとの同時装着はできません。
※ボード上に荷物を置いての走行はできません。
※アルミスロープキット装着車はスロープ展開・格納時はラゲッジマルチボードを跳ね上げてください。スロープ縦収納時は
取り外してください。
※スライドレールシステムと同時装着する場合、スライドレールシステムはサイドライニング下段に装着してください。

ラゲッジルームを上下に仕切って荷物を整理できます。

02ラゲッジマルチボード
クロスバーやユーティリティフックを組み合わせることで、ラゲッジルームをさらに
かしこく使うことができます。

ラゲッジルームを好みのサイズに仕切り、荷物を固定できます。

ラゲッジネットとの組み合わせ

好みのスペースに仕切ることが可能 濡れた衣服なども干せる

ユーティリティフック（ノブタイプ）と
の組み合わせ

・バーホルダー
・バー

ルーフネット P21

クロスバー

ラゲッジネット P19

スライドレール
システム

06クロスバー（伸縮式）

セット内容：バー×１本、 バーホルダー×２個
許容荷重：１.０ｋｇ/１本　取付位置：サイドライニング部

05スライドレールシステム（レール２本セット）

詳細はP20へ。詳細はP19へ。

ラゲッジマルチボード

ラゲッジトレイ ラゲッジトレイ

ルーフラック

ラゲッジマルチボード

ラゲッジマルチボードスライドレールシステム

週末レジャーや
趣味を
とことん楽しむ

Outdoors

趣味の道具をかしこく積んで、
レジャーへ出発！

濡れたモノも、

いろいろ広がる使い方

+全

+全 +全

+全

+全

長いモノも。クルマがみんなの発進基地に。

※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。

クロスバー

・レール
・ナットセット

スライドレール
システム

05

06

※１列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車は、走行時はルーフネットを取り外してください。※ラゲッジマルチボード上に荷物を置いての走行はできません。

¥15,120（消費税8%抜き ¥14,000）          08U46-TRE-0000.4H ¥43,200（消費税8%抜き ¥40,000）          08U35-TRE-0000.2H

各¥17,280（消費税8%抜き 各¥16,000）
・FF車用 08U45-TRE-000　・4WD車用 08U45-TRE-000A

※フリード用はP12へ。

+全

01 ルーフラック　02 ラゲッジマルチボード　03 ラゲッジトレイ

単品価格での合計  各¥75,600（消費税8%抜き 各¥70,000）
パッケージ価格  各¥64,800（消費税8%抜き 各￥60,000）
・FF車用 08Z01-TDK-000C　・4WD車用 08Z01-TDK-000D

※商品の仕様/注意事項は単品の説明に準じます。

04 お得なパッケージ 積載パッケージ

許容荷重：８.0ｋｇ/１本
取付位置：サイドライニング部¥15,120（消費税8%抜き ¥14,000）          08L62-TRE-000A0.9H

■レール２本セット

¥540（消費税8%抜き ¥500） 08L62-TRE-000B
■ナットセット：１セット（２個入り） ※クロスバー、ユーティリティフック（P20）をスライドレー

ルに付けるには、ナットセットが必要です。

※マルチユースバスケットとの同時装着はできません。
※ラゲッジマルチボードと同時装着する場合、サイドライニング下段の装着箇所に装着してください。

※アルミスロープキット装着車はスロープ展開・格納・縦収納時はクロスバーを取り外してください。

※スライドレールに装着することで、手軽
にクロスバーを移動できます。

¥9,720（消費税8%抜き ¥9,000） 08Z08-TRE-010A

車中泊の詳細はP21へ。

各0.6H

各0.6H

FF車用

※走行中は収納したものが運転の支障、後方視界の妨げとならないよう安全に留意し、しっかりと収納または固定してください。※走行中は収納したものが運転の支障、後方視界の妨げとならないよう安全に留意し、しっかりと収納または固定してください。

ネット

フック

〈フリード+ 専用品目〉

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋
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〈フリード+ 専用品目〉 〈フリード+ 専用品目〉

裏面（面ファスナー）

カラー：ブラック　  取付位置：ラゲッジルーム左右サイドライニング部
許容荷重：３．０ｋｇ

滑りやすい荷物などを固定できます。

床に置いた荷物を、滑らないよう固定できます。（FF車のみ） シートバックへの固定も可能。 クロスバー（２本）と組み合わせることで、ネット棚にも。

03ラゲッジネット
装着箇所：ラゲッジフロア（FF車のみ）、リアシートバック部
サイズ：Ｗ約９６×Ｌ約５３ｃｍ　※ラゲッジフロア、リアシートバック取り付け時：Ｗ約５３×Ｌ約４８ｃｍ(２つ折りで使用)

小物を置けるバスケット。使わないときは畳んでしま
うことができます。

05マルチユースバスケット（格納タイプ/左右共用１キット）

傷つけやすいバンパーとテールゲート開口部を保護
するエプロン付きです。

04ラゲッジマット（ロングタイプ）

※ラゲッジトレイとの同時使用はできません。
※ＦＦ車用はアルミスロープキットとの同時装着はできません。

※スライドレールシステム、ラゲッジマルチボード、積載パッケージとの同時装
着はできません。

FF車用

フック

ユーティリティフック
ユーティリティベルト P37

コロコロ転がらない。

Outdoors

※フリード用はP22へ。 ※フリード用はP12へ。

坂道などでテールゲートを開けた際、荷物が滑り落ちるのを防ぎます。

02ラゲッジボックス

サイズ：Ｗ約８７×Ｌ約３３ｃｍ

※ネット取り付け用のアンカーをリアサイドライニングに取り付けます（左右３箇所）。
※アルミスロープキット装着車はスロープ展開・格納・縦収納時はラゲッジネット（テールゲート部）を取り外してください。 ※アルミスロープキット、ラゲッジトレイとの同時装着はできません。

※ラゲッジネットとのラゲッジフロア部での同時使用はできません。

カラー：ブラック　サイズ：Ｗ約65×Ｌ約35×H約30cm　取付位置：ラゲッジフロア

仕切り有りの状態 仕切り無しの状態

折り畳み時

中敷き

ラゲッジルームに積載した荷物の荷崩れを抑えます。

01ラゲッジネット（テールゲート部）

ルーフネット P21

ラゲッジネット（テールゲート部）

ラゲッジボックス

タイダウンベルト

ラゲッジマット

マルチユースバスケット

※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

+全

+全

+全

※１列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車は、走行時はルーフネットを取り外してください。

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）          08L96-TRE-000A1.4H

¥8,640（消費税8%抜き ¥8,000） 08L96-TRE-000B

¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000） 08U20-TRE-000

許容荷重：２.０kg

各¥10,800（消費税8%抜き 各¥10,000）
・FF車用 08P11-TRE-000B　・4WD車用 08P11-TRE-000C

¥16,200（消費税8%抜き ¥15,000）       
08U35-TRE-010B

0.2H

カラー：ブラック

スライドレールシステム ラゲッジマルチボード

ネットや仕切りで、

かしこい収納術
。

大きな荷物も、このとおり。
クルマを降りれば、

さっそく冒険へ
出発！！

折りたたみ収納タイプ（間仕切り付）　

クロスバー

クロスバー

展開時 折り畳み時

※走行中は収納したものが運転の支障、後方視界の妨げとならないよう安全に留意し、しっかりと収納または固定してください。 ※走行中は収納したものが運転の支障、後方視界の妨げとならないよう安全に留意し、しっかりと収納または固定してください。

+全（FF車）

※ラゲッジボックスとのラゲッジフロア部での同時使用はできません。
※アルミスロープキット装着車はラゲッジフロア部での使用はできません。

荷物を固定するためのベルトです。

07タイダウンベルト

※アルミスロープキット装着車は標準装備のラゲッジフロア部フック（４箇所）
が使用できなくなります。

※車いす仕様車として使用することはできません。
※ラゲッジトレイ（ＦＦ車用）、ラゲッジマット（ＦＦ車用）、ラゲッジボックス、積載
パッケージ（ＦＦ車用）との同時装着はできません。
※車両装備のラゲッジフロア部フック（4箇所）は使用できなくなります。
※ラゲッジネットはラゲッジフロア部での使用はできません。
※ラゲッジマルチボード装着車はスロープ展開・格納時はラゲッジマルチ
ボードを跳ね上げてください。スロープ縦収納時は取り外してください。
※クロスバー、ラゲッジネット（テールゲート部）、ラゲッジマルチマット装着車
はスロープ展開・格納・縦収納時はクロスバー、ラゲッジネット（テール
ゲート部）、ラゲッジマルチマットを取り外してください。
※スロープは水平で平坦な路面でご使用ください。
※スロープの展開は、接地するまで手を放さないでください。
※スロープの操作は周りに十分注意して行ってください。
※本商品はお客様ご自身での取り付け、取り外しはできません。
※着脱に関しては販売会社にお問い合わせください。

サイズ：長さ 約３００×幅 約２.5ｃｍ

サイズ：Ｗ６４０×Ｌ１，５４０ｍｍ　耐荷重：２００ｋｇ
スロープ突出長：１，４１０mm
３段引き出し式　収納箇所：ラゲッジフロア部（縦および平置き収納）

フック固定位置（FF車：4カ所/4WD車:2カ所）

カラー：ブラック
装着箇所：サイドライニング部、スライドレール　許容荷重：１．５ｋｇ

カラー：ブラック
装着箇所：サイドライニング部、スライドレール
許容荷重：３.０ｋｇ（サイドライニング）、８.０ｋｇ＊（スライドレール）

モノを吊り下げたり、ロープが掛けられる便利なフッ
クです。

06ユーティリティフック

サイドライニングに装着 スライドレールシステムに装着

サイドライニングに装着 スライドレールシステムに装着

+全

+全

FF車

¥5,940（消費税8%抜き ¥5,500） 08L96-TF7-001
フック付 ブラック/ベルト2本入り

持ち上げるのが大変な荷物も、スロープで積みやす
くなります。開口部に立てて固定することも、床に倒
して収納することも可能です。

08アルミスロープキット

¥1,620（消費税8%抜き ¥1,500） 
08L96-TRE-010C

■ノブタイプ ２個セット

¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） 
08L96-TRE-010D

■ノブＤリングタイプ ２個セット

＊フック1点当たりの耐荷重は2.0kgでトータル8.0kgまでです。

本体
08U68-TRE-000A
取付アタッチメント
08U68-TRE-010B
ヒンジキット
08U68-TRE-000C
アンダーカバーキット
08U68-TRE-000D
リアパネルカバーキット
08U68-TRE-000E

（消費税8%抜き ￥90,000）

（消費税8%抜き ￥50,000）

（消費税8%抜き ￥30,000）

（消費税8%抜き ￥30,000）

（消費税8%抜き ￥10,000）

¥97,200

¥54,000

¥32,400

¥32,400

¥10,800

合計 ¥226,800（消費税8%抜き ¥210,000）

4.7H

4.7H

+G（FF車）+HB +HG（FF車） +B +G・S（FF車）+HE

詳しくは
右記のQRコードから
アクセスできます。

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

※ラゲッジボックスとのラゲッジフロア部での同時使用はできません。
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01プライバシーシェード
プライバシーを守りながら、車中でゆっくり休むことができます。

05テールゲートカーテン
キャンプ場や行楽地での着替えルームや日よけとして活躍する、テールゲートを利用
した多機能遮光カーテンです。3方向が個別に開閉可能。取り付け、取り外しが簡単
に行える仕様も魅力です。

06ラゲッジマルチマット（リバーシブルタイプ）

リアシートを倒し、リアシートバックとラゲッジの上に敷くことで、ひろびろフラット空間
が出現。リバーシブルタイプで、ラゲッジフロアマットのみでの使用も可能です。

03ルーフネット
ネットの上に荷物が置け、走行時はファスナー付きのネット
の中に荷物が収納できます。

04ハンモックテーブル
ルーフネットの中にボードを入れて、4本の延長ストラッ
プを装着。グラブレールから吊り下げると簡易テーブ
ルになり、カードゲームなどが楽しめます。

07ロールサンシェイド
まぶしい光を軽減し、心地よい車内に。ロール式なので開け閉めも容易にできます。

08スライドドアウインドウメッシュ（左右２枚セット）

暑い季節など、窓を開けて休息し
たいときに便利です。

02ラゲッジクッションマット（クッションタイプ）

耐久性、難燃性に優れた素材を使用したクッションタイプ。

テールゲートにネットを設置することで、ラゲッジに積載した荷物の荷崩れを抑えます。

09ラゲッジネット（テールゲート部）

サイズ：Ｗ約８８×Ｌ約４８ｃｍ ※ネット取り付け用のアンカーをリアサイドライニングに取り付けます（左右３箇所）。

キャンプも、車中泊も。「暮らせるフリード」に大変身。

重りとして、水の入ったペットボトルなどを4ヶ所の
ポケットに入れるだけ。ペグ打ち不要で簡単設置。

縦：２ｍｍ  横：１ｍｍ  約２１メッシュ

※Cパッケージ装備車には装着でき
ません。
※スライドドアウインドウメッシュ、
ペットドアライニングカバーとの同
時使用はできません。

※リアシートをフラットにした状態でリアシートバック部、
ラゲッジ部全体に敷いて使用します。
※アルミスロープキット装着車はスロープ展開・格納・縦
収納時はラゲッジマルチマットを取り外してください。

※ルーフネットに装着することで簡易テーブルになります。
※走行中は使用しないでください。

※ルーフラック、積載パッケージとの同時装着はできません。
※１列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエア
バッグシステム装備車は、走行時はルーフネットを取り外してく
ださい。
※リアセンサーインジケーター装着車はネットに入れる荷物によっ
てはインジケーターを視認できません。

※本製品を取り付けての走行はできません。走
行時は、必ず取り外してください。
※ペットドアライニングカバー、ロールサンシェ
イド、車両装備のロールサンシェイドとの同時
使用はできません。

※プライバシーシェードを取り付けての走行はできません。
※ペットドアライニングカバーとの同時使用はできません。
※アドバンスドルームミラー装着車は使用できません。
※ドライブレコーダー（リア用）、ドライブレコーダーパッケージとの
同時装着はできません。

※走行中は使用できません。

・フリード用/フリード＋（Sパッケージ装備車）用 08R67-TDK-010A
・フリード＋（Sパッケージ装備無し車）用　 08R67-TDK-020A

〈フリード+ 専用品目〉

〈フリード+ 専用品目〉

駐車時：ネットの上に荷物が置けます。
走行時：ネット内に荷物が収納できます。
許容荷重:３.０ｋｇ（駐車時）、１.０ｋｇ（走行時）
フリード取付位置：グラブレール（２・３列目）、ユーティリティフック
フリード＋取付位置：グラブレール（リア）、ユーティリティフック

Outdoors

生地色：ブラック

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。

10リアバンパープロテクションフィルム

●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

+全

+全

ラゲッジクッションマット

プライバシーシェード

ルーフネット

ラゲッジマルチボード　P17

LEDルームランプ　P13
+全（FF車）

全タイプ

全タイプ 全タイプ

※フリード+用はP19へ。
F全

¥41,040（消費税8%抜き ¥38,000） 
08R13-TDK-000

フロントウインドウ（フロントドアウインドウ左右含む）＋サイドウインドウ（リアクォーター含む）左右＋
テールゲートウインドウ セット

カラー：ブラック（室外側）/グレー（室内側） サイズ：W約123×L約180×H約3cm

¥21,600（消費税8%抜き ¥20,000） 08P11-S4R-A00

¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000） 08L96-TAA-000B
ＭＤＦボード１枚/延長ストラップ４本

サイズ：W約６００×L約４５０×H約３ｍｍ

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000） 08L96-TDK-000B
ストラップ（４箇所長さ調節可）、ファスナー（車両後方１箇所）付

¥17,280（消費税8%抜き ¥16,000） 08P11-TRE-010A
¥25,920（消費税8%抜き ¥24,000） 08R13-TRE-000

リアシートバックマット＋リアボードマット＋ラゲッジフロアマット セット（各１枚）
テールゲート開口時吊り下げタイプ/収納袋付

カラー：ブラック
サイズ（装着時）：Ｗ約１２７（最大）×Ｌ約１８４×H約１ｃｍ
材質：カーペット（ナイロン）/合成樹脂

合成樹脂面

合成樹脂面
濡れたものを置くときなどに便利 面ファスナー付で滑りにくい

カーペット面

カーペット面

リアシートバックマット

リアボードマット

ラゲッジフロアマット

スライドドアウインドウ用 左右セット
各¥27,000（消費税8%抜き 各¥25,000）        各1.2H

¥11,880（消費税8%抜き ¥11,000）  
　　    08R67-TDK-000B0.3H

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）          08L96-TDK-000A0.7H

¥2,700（消費税8%抜き ¥2,500）
08P48-TDK-000

クリアフィルムタイプ

面ファスナー
収納袋

・リアシートバックマット サイズ：Ｗ約１２１×Ｌ約４３ｃｍ
・リアボードマット  サイズ：Ｗ約１１２×Ｌ約５６ｃｍ
・ラゲッジフロアマット サイズ：Ｗ約１２７×Ｌ約８５ｃｍ

HB HG（FF車） G（FF車） +G（FF車）B +HB +HG（FF車）+BG・S（FF車） +G・S（FF車）

+HG（4WD） +G（4WD） +G・S（4WD）

※走行中は収納したものが運転の支障、後方視界の妨げとならないよう安全に留意し、しっかりと収納または固定してください。　※小物類はすべて撮影のために用意したものです。

0.2H

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB HG B GHE G・S

21 22

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



LEDイルミネーションが点灯します。 収納時

メロちゃんボタンを動画で詳しくご案内しています。
左記QRコードからアクセスしてください。

紹介ムービー
装着イメージ

装着イメージ（傘は一般市販品を使用しています。）
※写真は他車種の装着例です。

カサクリップ本体
手元の太さ
1.8～2.2cm

親骨の長さ
60cm以上

使用できる傘の目安

42cm以上

乗り降りに便利な補助ステップです。助手席ドアと左側スライドドアの開閉に連動して作動します。

＊ 　　　　　　 のハロゲンヘッドライト装備車でHonda SENSINGかつCパッケージ装備車には装着できません。
※ハンズフリースライドドア、フロントセンサーとの同時装着はできません。
※本用品は車両の下部に装着するため地面と干渉し破損するおそれがあります。走行時、停車時は段差や縁石、坂道、障害物などに
十分考慮のうえ運転ください。

※取り付け、使用方法等については、必ず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。
※オートサイドステップとロアスカート（サイド）を同時装着する場合はロアスカート（サイド）を先に取り付けてください。
※メインスイッチをOFFにすると、システムを停止することができます。

取付位置：助手席ドア/左側スライドドア側
ステップサイズ：１,２９２×２００ｍｍ　最低地上高：約125mm（FF車）/約150mm（4WD車）
許容荷重：助手席ドア側 １００ｋｇ/左側スライドドア側 １００ｋｇ

※本革巻きグリップ（アシストグリップカバー）との同一箇所での同時装着はできません。
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※カサクリップを大型アシストグリップに確実に固定し、
傘の手元部を傘ホルダーに確実に固定してください。

※風のある日は傘が飛び思わぬ事故につながるおそれがありますので使用しないでくだ
さい。
※走行時は必ず取り外してください。
※傘の形状によっては取り付けられない場合があります。また、傘によりクルマに傷が
つくおそれがあります。ご使用前に取扱説明書をご確認ください。
※カサクリップ使用時は大型アシストグリップは使用できません。

03オートサイドステップ（助手席ドア・左側スライドドア連動/LEDブルーイルミネーション付）

お子様のおクルマへの乗り降りを、楽しくサポートするボタンです。

細やかな心配りで、家族みんなを笑顔に。

ボタン操作で助手席側パワースライドドアの開け閉めができ、設定したメロディが流れます。
お子様の喜ぶメロディ５曲に加え1曲録音・再生が可能です。また、開け閉め時にはダウンライト
が点灯し足元をやさしく照らします。 開いた傘を大型アシストグリップに固定でき、お子様の

乗り降りや、荷物の載せ降ろしに便利です。

02メロちゃんボタン
04カサクリップ（大型アシストグリップ取付タイプ）

取付位置：助手席側大型アシストグリップ下部
※ハンズフリースライドドア、ロングアシストグリップ（助手席側スライドドア乗降用）との同時装着はできません。
※メロディはメロちゃんボタン本体のスピーカーより出力されます。

メロディリスト
（8～10秒間再生）

4. となりのトトロ
5. ピンポンパンポン
6. プラス1曲録音可能：約10秒間録音

1. エレクトリカルパレード
2. アンパンマンのマーチ
3. ミッキーマウスマーチ

さらなる
安心とやさしい
気配りを

Drive Support

本体
スイッチキット
取付アタッチメント

（消費税8%抜き  ￥165,000）
（消費税8%抜き   各￥2,500）
（消費税8%抜き 　  ￥7,500）

¥178,200
各¥2,700
¥8,100

合計 各¥189,000（消費税8%抜き 各¥175,000）

08L33-TDK-001
08L33-＊＊＊-＊＊＊＊
08L33-TDK-000A

¥21,600（消費税8%抜き ¥20,000）　　　 08U59-TDK-0100.8H

左側パワースライドドア開閉用ボタン 楽曲再生６曲/ＬＥＤ照明付

¥3,218（消費税8%抜き ¥2,980） 08U01-E7D-010

●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＊

2.6H（FF車）/2.5H（4WD車）

各2.6H（FF車）/各2.5H（4WD車）

本体
スイッチキット
取付アタッチメント

（消費税8%抜き    ￥22,000）
（消費税8%抜き   各￥2,500）
（消費税8%抜き 　  ￥2,500）

¥23,760
各¥2,700
¥2,700

合計 各¥29,160（消費税8%抜き 各¥27,000）

08U49-TDK-000
08U49-PA6-＊＊＊＊
08U49-TDK-000A2.5H（FF車）/2.2H（4WD車）

各2.5H（FF車）/各2.2H（4WD車）

※写真は説明のためのイメージです。

両手がふさがっていても、足先をかざすとスライドドアが自動で開閉します。

＊ガソリン車（ハロゲンヘッドライト装備車）のHonda SENSINGかつＣパッケージ装備車には装着できません。
※ガソリン車（ハロゲンヘッドライト装備車）でHonda SENSINGまたはCパッケージ装備車の場合、フロントセンサーとの同時装着はで
きません。
※ガソリン車またはハイブリッド車（LEDヘッドライト装備車）でHonda SENSINGかつCパッケージ装備車の場合、フロントセンサーとの
同時装着はできません。
※オートサイドステップ、メロちゃんボタンとの同時装着はできません。
※取り付け、使用方法等については、必ず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。
※ハンズフリースライドドアとロアスカート（サイド）を同時装着する場合はロアスカート（サイド）を先に取り付けてください。

01ハンズフリースライドドア（リア左側パワースライドドア用）

全タイプ

HG HE HM G G・S M +HG +HE +G・S+G

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

※小物類はすべて撮影のために用意したものです。

スイッチキット品番適用表

FF 4WD FF FF 4WD FF 4WD FF FF 4WDFF 4WD
HG HE +HG

FF 4WD
+HE

FF FF
HM M

スイッチキット品番適用表

FF 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WDFF FF FF FF FF FF FF FFFF 4WD 4WDFFFF

HB HG BHE +HB +HG +B+HE

FF FF

HM M

HG HE HM G＊ G・S＊ M +HG +HE +G＊ +G・S＊

+G・SG G・S +G

G＊

G＊

G・S＊

G・S＊

+G＊

+G＊

+G・S＊

+G・S＊

23 24
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ソ
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LED
ヘッドライト
装備車

LED
ヘッドライト
装備車

ハロゲン
ヘッドライト
装備車

ハロゲン
ヘッドライト
装備車
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使用イメージ

※シートカバー（バーバパパコレクション）との同時装着はできません。
※アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）との助手席側での同時装着はできません。
※USBチャージャー（2列目〈リア〉シート用）との運転席側での同時装着はできません。
※シートバックテーブルとの同一箇所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使用はできません。
※キックガード、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。
※タブレットホルダーに大型のタブレット端末を装着した場合、使用できない場合があります。背もたれの角度やシートの
種類によっては、背もたれが起きにくい場合があります。

＊シートカバーと同時装着する場合、標準取付時間
は          となります。

乗る前から、室内の温度を快適に。

乗り降りや車内での移動をスムー
ズにする補助グリップです。

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動。エアコン連動機能付きのため、快適
な室温にしてから乗り込めます。スタイリッシュな丸型デザインで、キーホルダー感覚
で持ち運べます。

手になじむマットな質感の専用カバー。

シートバックグリップ

04リモコンエンジンスターター（アンサーバック機能付）

●エンジン始動/停止（アンサーバック：LED表示とブザー音）が確認できます。 ●暖機時間の切り替
えができます（10分/20分/30分）。 ●バッテリー残量警告付きです（LED表示とブザー音）。 ●受信
アンテナはインダッシュタイプを採用。

裏面

サイズ：直径46×厚さ18.5mm

表面

使用例

〈使用上の注意〉
※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。 ※地域により車両の停止中にみだりにエンジンを始動させ
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。 ※電波到達距離：見通しの良い場所では約250m程度、
ただし周囲の状況により異なります。

※リモコンエンジンスターターは商品には含まれません。

※Hondaスマートキーは
商品には含まれません。

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。

テールゲートストラップ

0.4H
0.3H

カラー：ブラック

カラー：ブラック

※地上からストラップまでの高さ：約１６５ｃｍ

全タイプ

全タイプ

フリード+（FF車）

収納時

使用イメージ

グリップパッド

本体

使用イメージ

F全
+全（FF車）

+全（4WD車）

08E91-E7H-001
08E92-TDK-000

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き  ￥23,000）
（消費税8%抜き    ￥5,000）

¥24,840
¥5,400

合計 ¥30,240（消費税8%抜き ¥28,000）

●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。

¥10,584（消費税8%抜き ¥9,800）
　　　 08U95-TDK-010C

運転席・助手席シートバック取付用/
左右共用 １個売り

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

2.0H

2.0H

乗り降りや走行時の揺れに、さらなる安心感を。

テールゲートを閉めやすく。

助手席の内側に取り付ける助手席用のアシストグリップです。走行中の姿勢保持を
助け、乗降用のグリップとしてもお使いいただけます。

つかみやすいロングサイズの乗降用グリップです。スライドドアからの乗り降りを
サポートします。

フロアグリップ

ロングアシストグリップ

取付位置：フロントセンター部　グリップパッドカラー：グレー

※ハイブリッド車には装着できません。
※センターコンソールバッグ、ユースフルパッケージ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に装着する場合、フロアカーペットマットのフロントセンターマット部を取り外し装着します。

※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。
※本革巻きグリップ（アシストグリップカバー）との同一箇所での同時装着はできません。
※助手席側はメロちゃんボタンとの同時装着はできません。

08U95-E9V-000D
08U95-E9V-000G

本体
グリップパッド

（消費税8%抜き  ￥22,000）
（消費税8%抜き    ￥2,500）

¥2３,７６0
¥2,700

合計 ¥26,460（消費税8%抜き ¥24,500）

0.4H

0.4H

0.6H＊

0.7H

¥5,184（消費税8%抜き ¥4,800） 08U95-E9V-000B
取付位置：２列目（リア）/３列目グラブレール部
※ペットシートプラスわん、ペットシートサークルとの同一座席での同時使用はできません。
※シートスライドの位置により使いにくくなる場合があります。
※走行中の姿勢保持が目的であり、乗降の際の補助を目的としたものではありません。

グラブレールに取り付けるアシストグリップです。吊革タイプですので、腕をあげにく
い方でもラクに握って姿勢を保ちやすくします。

吊革グリップ
全タイプ

装着前 装着後

雨天時でもミラーの視認性をキープ。

※標準装備のミラーサブＡｓｓｙ.を取り外し装着となります。
※Cパッケージ、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。
※写真はイメージです。天候、雨量、その他の状況により効果は異なります。

水滴を防止し、雨天時の運転をサポートします。

03アクアクリーンミラー

¥14,040（消費税8%抜き ¥13,000）          08V11-TDK-0000.2H

親水式ドアミラー（ブルー/左右セット）

マットブラック

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB（FF車）HG（FF車） G（FF車）
+G（FF車）+G・S（FF車）
B（FF車）

+HG（FF車）
G・S（FF車）

+HB +B

G G・S M +G・S+GB +B

全タイプ

助手席のドリンクホルダーに取り付ける乗降用のアシストグリップです。腕を高く上げ
なくても手が掛けられ、乗り降りをサポートします。

取付位置：助手席側フロントドリンクホルダー部
※ドリンクホルダー（助手席側）へのねこちゃんリッドの装着はできなくなります。

ドリンクホルダーグリップ
全タイプ

¥9,180（消費税8%抜き ¥8,500）          08U95-E9V-B00B0.3H

使用イメージ　※写真は他車種の装着例です。

¥29,160（消費税8%抜き ¥27,000）  
　　　08U95-E9V-A00F0.8H

運転席側スライドドア乗降用グリップ

¥29,160（消費税8%抜き ¥27,000）  
　　　08U95-E9V-A00J0.8H

助手席側スライドドア乗降用グリップ

全タイプ

※写真は説明のためのイメージです。

施錠時に自動でミラーを格納。

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。

06オートリトラミラー全タイプ

¥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）       
08V02-TDK-000

1.2H

ドアロック連動タイプ

作動前 作動時
※写真は説明のためのイメージです。

まぶしさを自動的に軽減。

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。

02オートデイナイトミラー全タイプ

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥16,000）
（消費税8%抜き   ￥3,000）

¥17,280
¥3,240

合計 ¥20,520（消費税8%抜き ¥19,000）

08V03-SLE-000
08V03-TDK-000

※標準装備のルームミラーを取り外し装着となります。
※アドバンスドルームミラーとの同時装着はできません。
※オートデイナイトミラーの角度によってはサンバイザーと干渉する場合があります。干渉する際はオートデイナイトミラーの
角度を調節してください。

ＬＥＤブルーイルミネーション付

0.7H

0.7H

カメラ映像でクリアな後方視界を確保。

※標準装備のルームミラーを取り外し装着となります。
※オートデイナイトミラーとの同時装着はできません。
※プライバシーシェードは使用できません。
※1列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップが必要です。
フリード： ）300-DJS-16519（、個1×)11E-1VT-16519（ ×1個、（91561-TA0-A11）×2個
フリード＋： ）300-DJS-16519（、個1×)11E-1VT-16519（ ×1個、（91561-TA0-A11）×1個
※ミラーモードとカメラモードでは対象物の見える大きさが異なります。

※LED光源（信号機、電光掲示板等）が画面に映った際、映
像がちらつく場合があります。
※強い外光がディスプレイに当たる状況では、画面が見え
にくくなる場合があります。
※トンネル出口など、暗い場所から明るい場所に移動した際
に白飛びが起きる場合があります。
※エンジン始動時やアイドリングストップからの再始動時に
一時的にディスプレイの表示が消える場合があります。
※アドバンスドルームミラーの角度によってはサンバイザー
と干渉する場合があります。干渉する際はアドバンスド
ルームミラーの角度を調節してください。

ミラーモード 本体下部のレバーでミラーモード・カメラモードの切替が可能

※写真、イラストは説明のためのイメージです。

カメラ取付位置

カメラモード ※車両標準ルームミラーの視野角については参考値であり、運転ポジション等により異なる場合があります。
※アドバンスドルームミラー（カメラモード）使用時は車両標準ルームミラーとは見える範囲や死角となる範囲が異なります。 

■カメラ視野範囲

01アドバンスドルームミラー（エンジン〈パワー〉スイッチ連動/カメラ画素数：約130万画素/ミラーモード時：自動防眩機能あり） プイタ全 プイタ全全タイプ

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥69,000）
（消費税8%抜き   ￥9,000）

¥74,520
¥9,720

合計 ¥84,240（消費税8%抜き ¥78,000）

08V09-PB2-000
08V09-PB2-000A2.5H

2.5H

車両後方のカメラ映像を表示するカメラモードと通常のミラーモード（自動防眩機能
付き）の切替ができます。後席の同乗者や荷物で視界が狭くなる時や、雨天時、夜間、
夕暮れ時でもクリアで広い後方視界を確保し、走行時の安全運転をサポートします。

車両標準ルームミラーで確認できる範囲
アドバンスドルームミラー（カメラモード）で確認できる範囲

約約約約約約

車両標準ルームミラーで確認できる範囲
アドバンスドルームミラー（カメラモード）で確認できる範囲

約約

¥16,308（消費税8%抜き ¥15,100） 08U95-E9V-000A
取付位置：助手席ヘッドレスト部
※シートバックグリップ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同時使用はできません。　※スマートクリップとの助手席での同時使用はできません。
※ペットシートプラスわん、ペットシートサークルとの２列目（リア）シート（助手席側）での同時使用はできません。
※背もたれの角度やシートの種類によっては、背もたれが起きにくい場合があります。
※シートバックテーブル装着車に装着した場合、シートバックテーブルのドリンクホルダーは使用できません。

助手席のヘッドレストに取り付けるアシストグリップです。つかみやすい形状ですの
で、乗車中は両手で身体を支えることができ安心です。また、2列目シート（リア席）
乗降時の際にも役立ちます。

アシストグリップ
（ヘッドレスト取付仕様）全タイプ

使用イメージ

※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。

05リモコンエンジンスターターカバー（シリコン製）全タイプ

¥2,700（消費税8%抜き ¥2,500） 08U08-PG0-010A

12

13
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07 10
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25 26
※小物類はすべて撮影のために用意したものです。

Drive Support カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



フロントセンサー リアコーナーセンサー

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

センサー感知範囲（単位：cm）
3種類の警告音でお知らせ

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サー
Bフロントセンター ACフロントコーナー DEリアコーナー

リアコーナーセンサー

障害物への接近を感知して、ブザー音で警告。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。

センサー

＊　　　　　　　 のハロゲンヘッドライト装備車でHonda SENSINGかつCパッケージ装備車には装着できません。
※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。
※コーナーカメラシステム（２ビュー）、オートサイドステップとの同時装着はできません。
※ガソリン車（ハロゲンヘッドライト装備車）でHonda SENSINGまたはCパッケージ装備車の場合、ハンズフリースライド
ドアとの同時装着はできません。

※ガソリン車またはハイブリッド車（LEDヘッドライト装備車）でHonda SENSINGかつCパッケージ装備車の場合、ハンズ
フリースライドドアとの同時装着はできません。

※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。

■フロントセンサー
 （超音波感知システム・４センサー）

■リアコーナーセンサー
 （超音波感知システム・2センサー）

センサーからの信号と連動し、同方向のインジケーターが点灯。障害物との距離によって、3～4段階の光でお知らせ。センサー
インジケーター

■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）

■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）

標準バンパー用

エアロバンパー装着車用

スイッチキット品番

ハイブリッド車

ガソリン車

LEDヘッドライト装備車用
ハロゲンヘッドライト装備車用
LEDヘッドライト装備車用

ハロゲンヘッドライト装備車

＊＊＊-＊＊＊＊
TDL-B00B
TDL-A00B
TDK-B00B
TDK-E00B
TDK-A00B

Honda SENSING装備車用
Honda SENSING装備無し車用

反応範囲
（単位：cm）

3段階の光でお知らせ

約60～45

約45～35

約35以下

反応範囲
（単位：cm）

3～４段階の光でお知らせ

約150～60
約60～45
約45～35
約35以下

Aに反応 Bに反応 Dに反応 Eに反応Cに反応

※センサーと障害物との距離が約20㎝以下、または障害物の種類や状況により感知しない場合があります。 ※センサ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。 ※雨滴、雪、泥などがセンサー部に付着した場合や、使用状況により正常に作動しない場合があります。

※センサーと障害物との距離が約20㎝以下、または障害物の種類や状況により反応しない場合があります。 ※センサーインジケータ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。安全のためセンサーインジケータ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。 ※雨滴、雪、泥などがセンサー部に付着した場合や、使用状況により正常に作動しない場合があります。

❶ ❷ ❶ ❷

バンパーコーナー部を
傷つきからガード。

障害物を感知して、ブザーでお知らせ。

障害物との距離を、光でお知らせ。

Drive Support

※エアロバンパー（フロント）、ロア
スカート（フロント）との同時装着
はできません。

バンパーコーナープロテクター

■フリード/フリード＋ 標準バンパー用
本体
スイッチキット
取付アタッチメント

08V66-TDK-0＊0K
08V66-＊＊＊-＊＊＊＊
08V66-TDK-000A

（消費税8%抜き 各￥16,000）
（消費税8%抜き   各￥2,500）
（消費税8%抜き    ￥13,500）

各¥17,280
各¥2,700
¥14,580

合計 各¥34,560（消費税8%抜き 各¥32,000）
■フリード/フリード＋ エアロバンパー装着車用
本体
スイッチキット
取付アタッチメント

08V66-TRE-0＊0K
08V66-＊＊＊-＊＊＊＊
08V66-TDK-000A

（消費税8%抜き 各￥16,000）
（消費税8%抜き   各￥2,500）
（消費税8%抜き    ￥13,500）

各¥17,280
各¥2,700
¥14,580

合計 各¥34,560（消費税8%抜き 各¥32,000）

■フリード、フリード＋（４WD車）用
本体
取付アタッチメント

08V67-TDK-0＊0K
08V67-TDK-000A

（消費税8%抜き   各￥8,000）
（消費税8%抜き 　￥16,000）

各¥8,640
¥17,280

合計 各¥25,920（消費税8%抜き 各¥24,000）
■フリード＋（FF車）用
本体
取付アタッチメント

08V67-TRE-0＊0K
08V67-TRE-000A

（消費税8%抜き   各￥8,000）
（消費税8%抜き 　￥16,000）

各¥8,640
¥17,280

合計 各¥25,920（消費税8%抜き 各¥24,000）

＊フロントセンサーインジケーターを追加で装着する場合、標準取付時間は　　　 となります。
※フロントセンサー装着車に装着できます。
※１列目シート用ｉ-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車に装着する場合、別途クリップ
（91561-T8N-T01）が１個必要です。

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）           08V66-E3V-000A0.6H＊

1.1H

※リアコーナーセンサー装着車に装着できます。
※ルーフネット:ネットに入れる荷物によっては、視認できません。
※ルーフラック:積荷の状況によっては視認できません。

¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）           08V67-E3V-000A0.4H＊

＊リアセンサーインジケーターを追加で装着する場合、標準取付時間は、
フリード用 　　　、フリード+(FF車)用 　　　、フリード+(4WD車)用 　　　となります。1.1H 0.9H0.8H

¥4,320（消費税8%抜き ¥4,000）        
08P03-S60-001

0.2H

フロント用 左右セット

●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。

A B B C
D E

❶ ❷

A B B C
❶ ❷

D E

※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。

2.0H

2.0H

各2.0H

各2.0H

各1.6H＊

各1.6H

1.6H＊

1.6H

＊フリード+（4WD車）に装着する
場合、標準取付時間は　　　 と
なります。

1.4H

反応イメージ反応イメージ

全タイプ全タイプ

全タイプ全タイプ

カラーコード表
★ホワイトオーキッド・パール
ルナシルバー・メタリック
モダンスティール・メタリック
シトロンドロップ
コバルトブルー・パール

NH-788P
NH-830M
NH-797M
GY-31
B-553P

＊
1
2
3
7
8

ブルーホライゾン・メタリック
★プレミアムスパークルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★フォレストグリーン・パール

B-613M
NH-812P
R-565M
BG-66P

＊
9
A
B
C

B G＊ G・S＊ +全＊HB HG HE

B G G・S +全HB HG HE

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB HG B GHE G・S +全

反応範囲
イメージ図

反応範囲
イメージ図

感知範囲イメージ図

+G・SG G・S +G

万一の状況を、映像と音声で記録。

●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。
●本機装着時、ケーブル、ケーブルホルダーが露出する部分があります。●熱線や車両部品が映像に映り込みます。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、トノカバーや荷物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
境により映像画質や明るさが変化します。●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。●画面はハメコミ合成で各映像、各表示内容は実際のものとは異なります。

再生イメージ

①

②

③

①

②

③

GPSと約400万画素CMOSセン
サーを搭載。Full HD記録が可能な
高画質モデル。

02ドライブレコーダー（フロント用）GPS/液晶モニター付（取付アタッチメント含む）

取付位置：運転席側
※1 ※5 ※6  ※7 ※8 ※9 ※10 ※12 
※15 ※16

¥27,000（消費税8%抜き ¥25,000）  
　　　 08E30-PA2-A001.6H

全タイプ

再生イメージ

2.4インチ液晶モニター搭載。基本
機能に対応したエントリーモデル。

03ドライブレコーダー（フロント用）液晶モニター付（取付アタッチメント含む）

取付位置：運転席側
※1 ※5 ※6  ※7 ※8 ※9 ※12 
※15 ※16

¥21,384（消費税8%抜き ¥19,800）  
　　 08E30-E7X-004

①

②

③

①本体　②SDカード変換アダプタ
③micro SDカード（8GB）

後方の録画環境に合わせた専用設計。駐車録画
（オプション）にも対応した高画質モデル。

駐車録画（衝撃検知）モードをプラスする追加キット。エンジン（パワー）スイッチオン
後とGPSが受信できない場所でも正しい時刻を記録できます。

04ドライブレコーダー（リア用）GPS付（取付アタッチメント含む）

05 後方駐車録画キット

取付位置：リアウインドウ上部中央
※3 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※13 ※15 ※16

¥27,000（消費税8%抜き ¥25,000）        
08E30-PG３-000

¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500）　　　
08E30-PG3-000A

1.6H

全タイプ

駐車時録画 

画像サイズ

画素数 
画像処理技術 

常時録画 録画時間

イベント記録 
（記録時間）　 件数
静止画撮影 

フレームレート

記録方式 
本体サイズ 
画角 
自車位置記録 
パソコン 推奨OS
動作環境 再生ソフト

̶

1920×1080

約400万画素
HDR
◯

約90分（標準モード）
約180分（長時間モード）

◯（約20秒間〈前約12秒／後約８秒〉）
20件
̶

30FPS

MP4
幅約6.5×長さ約6.5×高さ約3.7cm

130°（水平）×73°（垂直）
○（本体内蔵GPS機能）
Windows 7/8/8.1/10
専用ビューアーソフト

〇〈衝撃検知〉（オプション）
1920×1080（高画質／標準モード）
1280×720（長時間モード）

約300万画素
HDR
〇

約70分（高画質モード）
約120分（標準モード）
約190分（長時間モード）

〇（約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉）
10件
〇

27FPS

MOV（動画）／JPEG（静止画）
幅約7.9×長さ約4.8×高さ約2.2cm

117°（水平）×63°（垂直）
〇（本体内蔵GPS機能）
Windows 7/8.1/10
専用ビューアーソフト

̶

1280×720

約130万画素
WDR
◯

約200分（標準モード）
約400分（長時間モード）

◯（約20秒間〈前約12秒／後約８秒〉）
20件
̶

30FPS（標準モード）
15FPS（長時間モード）

AVI
幅約6.5×長さ約6.5×高さ約3.7cm

110°（水平）×73°（垂直）
̶

Windows 7/8/8.1/10
Windows Media Player等

〇〈エンジン（パワー）スイッチオフ後約30分間+衝撃検知〉

1920×1080

約200万画素
HDR
〇

約260分（高画質モード）
約350分（標準モード）

〇（約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉）
20件
〇

28FPS

MP4（動画）／JPEG（静止画）
幅約5.5×長さ約8.4×高さ約3.6cm

117°（水平）×70°（垂直）
〇（ナビ内蔵GPS機能）
Windows 7/8/8.1/10
付属の専用ビューアーソフト

01 ナビ連動タイプ／駐車時録画機能付 02 GPS／液晶モニター付
リア用

04 GPS付03 液晶モニター付

＊1 バッテリー上がりを防ぐため、バッテリーの状態などに応じて正常に録画されない場合があります。
＊2 衝撃を検知すると、約2秒後から約30秒間（約1分間／約15秒間に変更可）の動画を最大20件まで記録します。

衝撃を検知すると自動で録画！
駐車時

エンジン（パワー）スイッチオフ エンジン（パワー）スイッチオン

衝撃
録画 衝撃監視 録画 ＊1＊2

（約30秒間） 衝撃監視 録画

※1１列目シート用ｉ-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップ（91561-T8N-T01）が１個必要です。 ※2１列目シート用ｉ-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップ
（FREED：〈91561-TA0-A11〉×２個、FREED+：〈91561-TA0-A11〉×1個）が必要です。 ※3「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、プライバシーシェードとの同時装着はできません。 ※4ドライブレコーダーで記録した
動画の再生中またはドライブレコーダーの設定画面表示中は、録画できません。また、走行中は記録した動画の再生はできません。 ※5走行中は、記録した動画および記録中の動画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、録画できません。 
※6本機は、microSD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。microSD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。 ※7G（衝撃）を検知して記録した動画は指定の上限まで記録されます。指定の
上限を超えた場合は古い順に上書きされます。 ※8記録した動画／静止画を残したい場合は、microSD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。 ※9必ず同梱のmicroSDカードをご使用ください。 ※10GPS受信環境に
より車速、自車位置などを記録できない場合や正しく表示しない場合があります。 ※11後方駐車録画キットと同時装着しない場合、エンジン（パワー）スイッチオン後の数分間とGPSが受信できない場所では、記録した動画に正しい時刻が反映されません。 ※12パソ
コンでの再生時、使用する再生ソフトにより再生できない場合があります。専用ビューアーソフトでの再生には、インターネットに接続されたパソコンが必要です。 ※13本機の各種設定変更には、専用ビューアーソフトをインストールしたパソコンが必要です。 ※14ナビ再
生時は実際よりも画質を落として表示しています。パソコン再生時は鮮明な画質でご確認いただけます。再生する環境により、動画の色調が異なって見える場合があります。 ※15本機で記録した動画はナビで再生できません。 ※16ドライブレコーダー（フロント用）と
ドライブレコーダー（リア用）は連動しません。

ドライブレコーダー（リア用）オプション

全タイプ

駐車録画
（衝撃検知）モード

駐車時も安心。2つの駐車時録画モードを搭載した高画質ナビ連動モデル。

01ドライブレコーダー（フロント用）ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付（取付アタッチメント含む）

①本体
②SDカード変換アダプタ
③micro SDカード（16GB）

取付位置：運転席側
※1 ※4 ※6  ※7 ※8 ※9 
※10 ※12 ※14 ※16

ナビ画面再生イメージ

①

②

③

¥30,240
（消費税8%抜き ¥28,000）
          08E30-PA2-B011.2H

＊1 バッテリー上がりを防ぐため、バッテリーの状態などに応じて正常に録画されない場合があります。
＊2 衝撃を検知すると、約4秒後から約60秒間の動画を最大10件まで記録します。

for ギャザズナビ

駐車時
録画モード

❶駐車後も録画を継続！ ❷衝撃を検知すると自動で録画！
駐車時

エンジン（パワー）スイッチオフ エンジン（パワー）スイッチオン

衝撃
録画 録画 ＊1

（約30分間） 衝撃監視 録画 ＊1＊2
（約60秒間） 衝撃監視 録画

フロント用

※Modulo X 9インチ プレミアム インターナビ（Gathers〈VXM-197VFNi〉）装備車は、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付）が標準装備となります。

※2

07

08

09

※商品の仕様/注意事項は単品の説明に準じます。

お得なパッケージ ドライブレコーダーパッケージ

A

06

2.3H

パッケージ価格単品価格での合計

08E30-PG3-C00¥52,920 
（消費税8%抜き ￥49,000）

¥54,000
（消費税8%抜き ¥50,000）

02 GPS／
　  液晶モニター付 ＋ 
04 リア用

08E30-PG3-D00¥56,160 
（消費税8%抜き ￥52,000） 1.9H

2.3H

¥57,240
（消費税8%抜き ¥53,000）

01 ナビ連動タイプ／
　  駐車時録画機能付 ＋ 
04 リア用

08E30-PG3-A00¥47,304 
（消費税8%抜き ￥43,800）

¥48,384
（消費税8%抜き ¥44,800）

03 液晶モニター付 ＋ 
04 リア用

①本体　②SDカード変換アダプタ
③micro SDカード（16GB）

①本体　②SDカード変換アダプタ
③micro SDカード（8GB）

0.7H

1.5H* ＊ドライブレコーダー（リア用）、ドライブレコーダーパッ
 ケージと同時装着する場合の標準取付時間は 1.3H 
 となります。

C

D

※後方の駐車録画（衝撃検知）モードの利用には、別途 05後方駐車録画キットが必要です。

全タイプ

27 28

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



最適仕様▶

機　　能▶

品質保証▶

各車両毎の取付レイアウトや操作性への配慮、車両電装品への影響や気になる映り込みが発生
しないことなど、様々な観点からHonda車の車両特性に合わせた最適な仕様としています。

先端の機能に対応していることはもちろんのこと、Honda車と連携した純正ならではの各種オリ
ジナル機能を搭載しています。

高い品質を守るための厳しい環境試験を実施し、基板設計から各部品に至るまで、Honda車と
同様の品質基準としています。

Photo:VXM-197VFNi　※画面はハメコミ合成です。

リアワイドカメラ ナビ・オーディオリモート
コントロールスイッチ

ハンズフリーテレホンスイッチ/
音声認識スイッチ

4スピーカー

Turn by Turn表示＊2
（交差点案内表示機能）

ダイナミックガイドライン＊3 記念距離メモリー＊3

ETC車載器（ナビゲーション連動）

デジタルTV用プリントアンテナ
（12セグ/ワンセグ）

専用ワイヤーハーネス
※スピーカー数は、標準装備の
スピーカー数との合計です。

※表示画面は他車種のものです。

標準またはメーカーオプション（ギャザズ専用） 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

「ナビ装着用スペシャルパッケージ＋
ETC車載器」なら、車両連携機能に
対応したギャザズナビがおすすめです。

ギャザズナビを装着すると、車両と連携して
便利な機能＊1がご利用いただけます。

※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。
※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。
※字光式ナンバープレートは装着できません。
※VXM-197VFNi/195VFi/194VFi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、4アンテナ
仕様となります。また、裏サーチが追加機能として利用できます。
※ 　　　　　　　　　　　  　　　　　では、ETC車載器（ナビゲーション連動）を取り外して
ETC2.0車載器の装着が可能です。詳しくはP32をご覧ください。
※　　　　 はETC2.0車載器が標準装備となります。
※音声認識スイッチは、VXM-194VFi/194Ciは利用できません。詳しくはP31-32をご覧ください。

＊1 機能について詳しくは「Gathers総合カタログ」
もしくはhttps://www.honda.co.jp/navi/freed/をご覧ください。

＊2 マルチインフォメーション・ディスプレイ装備車のみご利用いただけます。
＊3 対応可能なナビゲーションについて詳しくは、P31-32をご覧ください。

7つの
装備をセット

多彩な機能が魅力、
おすすめのギャザズナビ。

おすすめナビオプション

キレイな映像を安定して視聴。

高画質で見やすく、操作しやすい大型の9インチHD液晶モニターを採用。
「DIATONE SOUND」により高音質を追求したハイエンドモデル。

＊１ ＊２ ＊３ ＊４ ＊５ ＊６ ＊８ 三菱電機製　※画面はハメコミ合成です。

＊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・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。

01
インターナビ・

プレミアムクラブ対応

9インチ ＨＤ液晶
＋ダイレクトボンディング

フラッシュメモリー 16ＧＢ＋SDカード
8GB（CD録音＋エンターテインメント用）

TV 12セグ＋ワンセグ
（４アンテナ×４チューナー）★

Bluetooth®
（ハンズフリー・音楽再生）

ミュージックラック®
CD録音（最大99枚または999曲）

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装着することで4アンテナ仕様
となります。裏サーチが追加機能として利用できます。

11.6インチ リア席モニター（VM-185EN）
→詳細はP34 →詳細はP35 →詳細はP27

ハイグレードスピーカーシステム ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付）

※１列目シート用ｉ-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム装備車に装着する場合、別途クリップ（91561-T8N-T01）が
２個必要です。ただしナビ本体と同時装着する場合は必要ありません。

02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）

TVを4アンテナ仕様にする追加用アンテナです。裏サーチが追加機能として利用できます。

●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。

９インチ プレミアム インターナビ
VXM-197VFNi

ドライブを
もっと楽しく、
快適に

Navi/Audio

¥226,800（消費税8%抜き ¥210,000） 
08A40-7Y0-401L

■ＶＸＭ‐１9７ＶＦＮｉ/１9５ＶＦｉ/１9４ＶＦｉ用、
Ｍｏｄｕｌｏ Ｘ ９インチ プレミアム インターナビ（Gathers〈VXM-197VFNi〉）装備無し車用

■Ｍｏｄｕｌｏ Ｘ ９インチ プレミアム インターナビ（Gathers〈VXM-197VFNi〉）装備車用

¥5,400（消費税8%抜き ¥5,000）　　　 08A22-7L0-B100.8H

警告ステッカー

＊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。　※オーディオへの適用はありません。

大切なナビの盗難抑止に。

03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

¥3,086（消費税8%抜き ¥2,858）　　　 08B40-0P0-A000.1H＊

for メーカーオプションナビ

＊最新の信号情報活用運転支援システム（TSPS）路線につきましては、こちらをご覧ください。
http://www.vics.or.jp/know/structure/beacon_map.html#tsps
※ガソリン車のHonda SENSING装備無し車には装着できません。
■安全運転支援システム（DSSS）は、一般道を中心に交通管制情報（信号・標識等）や見通しの悪い周辺の
状況を、交通インフラからクルマに伝達し、ドライバーの安全運転を支援するシステムで「一時停止規制
見落とし防止支援」、「出会い頭衝突防止支援」、「追突防止支援」、「信号見落とし防止支援」などの情報
提供があります。 
■VICS（Vehicle Information & Communication System）は渋滞、事故、工事、規制、所要時間など
の状況をリアルタイムに提供するシステムです。各地域の主要道路および全国の高速道路で情報が提
供されています。 
※提供されるVICS/DSSS/信号情報活用運転支援システム情報はあくまで参考情報としてご利用くだ
さい。
※安全運転支援システム（DSSS）は東京都、神奈川県の一部で運用を開始しています。今後、全国展開を
予定しています。 
■TSPS（Traffic Signal Prediction Systems）
■DSSS（Driving Safety Support Systems）　
■VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。情報が提供されている地域および高
速道路については（財）VICSセンターでご確認ください。全国どこからでも市内通話料金でご利用にな
れます。Tel.0570-00-8831（PHS、IP電話からはご利用できません。） 

道路交通情報をキャッチ。

04 VICS光ビーコンユニット（安全運転支援システム（DSSS）/
信号情報活用運転支援システム対応）

FM-VICS機能に加え、一般道用の光ビーコンの受信が可能。渋滞時の迂
回ルート検索が行えます。信号情報活用運転支援システム＊は信号からの
情報を得て、安全運転や実用燃費の向上をサポートするシステムです。

0.6H

0.6H

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥25,000）
（消費税8%抜き   ￥1,500）

¥27,000
¥1,620

合計 ¥28,620（消費税8%抜き ¥26,500）

08A57-TDK-000
08B57-TDK-B00

0.8H

0.8H

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥5,000）
（消費税8%抜き ￥1,000）

¥5,400
¥1,080

合計 ¥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）

08A22-7L0-B10
08B41-E8C-000

「Gathers」とは、ホンダアクセスと車載機器
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、カーオーディオ／
カーナビゲーションを中心としたHonda車専
用・純正車載AVC製品のブランドです。

　リア席モニター／
ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ／

駐車時録画機能付）対応

 USB/
iPod/iPhone/
HDMI対応

オプション

オプション

インターナビについて、詳しくは▶ https://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

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

画面上に降雨範囲を表示

警告画面（路面凍結予測情報）

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

空車 混雑 満車 情報無し

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

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

インターナビ
が案内する
高精度なルート

ほぼ時間どおり
に到着！

到着予想
9:50

地図更新3回無償
（対象モデルはP31-32をご覧ください）

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
料の自動 車

専

用道
路

※交通状況等の変化によって、到着予想時間がずれる場合があります。

■大型の9インチHD液晶モニターと、光の反射を抑えて画面の
見やすさを向上させる技術（ダイレクトボンディング）を採用。

■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/フリード+専用音響チューニング
　「tuned by DIATONE SOUND」にも対応。
■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2019年秋頃を予定）
■リア席モニター、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ／駐車時
録画機能付）など、多彩なオプションに対応。

for ギャザズナビ

HG GHE G・S

HM M

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

+HG +G・S+G+HE

for ギャザズナビ（ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車専用）

29 30

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



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※2 
CD録音

SDカード対応※2

USBメモリーデバイス
対応※2

USB機器対応※5 iPod/iPhone対応
WALKMAN®対応※2
出力 

Bluetooth®オーディオ再生
HDMI機器対応 
AM/FMラジオ 
目的地設定 
Drive T@lker（Bluetooth®接続） 
Apple CarPlay（USB接続）※5 
ハンズフリー通話（Bluetooth®接続） 
NaviCon（Bluetooth®接続） 
ナビゲーションセキュリティー機能 
フリード/フリード＋専用
音響チューニング※6
Turn by Turn表示（交差点案内表示機能）※8 
ダイナミックガイドライン 
記念距離メモリー 
ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）※10
ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付） 
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 
コーナーカメラシステム（2ビュー） 
リアワイドカメラシステム（3ビュー切り替え）※11
リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）※13
オーディオリモコンスイッチ※11 
リア席モニター（ルーフ取付タイプ） 
VICS光ビーコンユニット 
道路（高速・有料）
道路（国道・県道）
交通規制

初回更新予定時期

12セグ＋ワンセグ

VRモード（CPRM）対応

音楽再生
ビデオ再生
音楽再生
ビデオ再生

tuned by DIATONE SOUND
音の匠

インターナビ・
プレミアムクラブ対応★

ナビメディア（容量）

モニター

AV機能

音声認識 スマートフォン連携

その他の機能

車両連携機能※7

オプション

ギャザズナビゲーション
データ収録時期

Honda インターナビ＋
リンクアップフリー＋

ETC車載器（ナビゲーション連動）

●
初回車検月末までに

1回ご提供

フラッシュメモリー 32GB

7インチ W-VGA 静電容量式タッチパネル

●
●（±R/±RW）

●
●

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/AVI）

●

●（5V/最大1.5A、5V/最大1.0A）
●
●
●
●

●
●

●
●

◎
◎
◎
●

●
◎
◎

●
所定の時期に3回（毎年1回3年間）

2019年秋頃
フラッシュメモリー 8GB＋SDカード 8GB（地図用）

＋SDカード 8GB（CD録音用）

7インチ W-VGA 抵抗膜式タッチパネル

●※1
●（-R/-RW）

●
●（MP3/WMA）

●
●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V） 

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/M4V） 

◎
◎

◎（5V/最大1.0A）
●

●（ワイドFM対応）

●
◎
●
●
●

◎
●
●
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2017年12月
2017年10月
2017年11月

●

フラッシュメモリー 8GB

7インチ W-VGA 抵抗膜式タッチパネル

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3
●（MP4/WMV/AVI/FLV/F4V）

◎（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3
◎（MP4/WMV/AVI/FLV/F4V）

◎

◎（5V/最大1.0A）
●

●（ワイドFM対応）

●

●

●

◎
◎
◎

◎

◎

2018年4月
2017年9月
2017年9月

メーカーオプションのナビ ギャザズナビゲーション ギャザズナビゲーション

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。

スマートフォン感覚で操作できる、
次世代インターナビ。

インターナビと基本的な機能を搭載した
エントリーモデル。

モデル名

●
所定の時期に3回（毎年1回3年間）

2019年秋頃
フラッシュメモリー 16GB

＋SDカード 8GB（CD録音＋エンターテインメント用）
9インチ HD液晶 静電容量式タッチパネル＋

ダイレクトボンディング
●※1

●（±R/±RW）
●

●（MP3/WMA/AAC/WAV）※4
●

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※4
●（MP4/AVI） 

◎（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※4
◎（MP4/AVI）

◎

◎（5V/最大1.5A）
●

◎（720p/480p）
●（ワイドFM対応）

●

◎
●
●
●
◎

●
●
●
◎
◎※12
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2018年4月
2017年9月
2017年9月

＊１ ＊２ ＊３ ＊４ ＊５ ＊６ ＊８ （三菱電機製） ＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 （パナソニック製） ＊1 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8 （JVCケンウッド製）

※1 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、4アンテナ仕様となります。また、裏サーチが追加機能として利用できます。

※2 著作権保護されたWMAまたはAACは再生できません。
再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみ（VXM-197VFNiは「.aac」にも対応）となります。

※3再生可能なFLAC、WAVはサンプリング周波数が192kHzまで（CD/DVDは48kHzまで）となります。48kHzに変換して再
生します。24ビットのFLAC、WAVは16ビット相当で再生します。

※4 再生可能なFLAC、WAVはサンプリング周波数が192kHzまで（64kHzは非対応）となります。44.1kHz/24ビットに変換し
て再生します。

※5 Modulo X 9インチ プレミアム インターナビ（Gathers VXM-197VFNi）装備車の場合、USB接続ジャックは必要ありません。
※6 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。
※7 Hondaインターナビ装備車、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車のみ利用できます。
※8 マルチインフォメーション・ディスプレイ装備車のみ利用できます。
※9 リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）との同時装着が必要です。
※10 ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車の場合、ETC車載器を取り外し装着となります。

　　　 には装着できません。
※11 オーディオレス車のみ装着できます。
※12 Modulo X 9インチ プレミアム インターナビ（Gathers VXM-197VFNi）装備車の場合、標準装備となります。
※13 ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車のみ装着できます。

＊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  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・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。

■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

■オーディオレス車に装着する場合

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
セット合計＊1/標準取付時間

本体
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
ナビゲーションロック
セット合計＊/標準取付時間

08A40-5Y0-400L
08B40-TDK-U00A

̶
08A22-7S0-C10
08B40-0P0-A00

08A40-4Y0-411L
08B40-TDK-U00A

̶
̶
08B40-0P0-A00

08A40-5Y0-400L
08B40-TDK-U00A

̶
08B40-0P0-A00

08A40-4Y0-411L
08B40-TDK-U00A

̶
08B40-0P0-A00

1.6H1.7H 1.5H 0.9H

＊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。

01９インチ プレミアム インターナビ 02スタンダード インターナビ 04エントリー インターナビ

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

●：標準装備　◎：ナビオプション
☆：インターナビ・プレミアムクラブへの会員登録が必要です。

08A40-7Y0-401L
08B40-TDK-U00C
08B40-TDK-020B
08B40-0P0-A00

￥226,800
￥4,320
 ￥10,800
 ￥3,086

￥226,800
 ￥4,320
 ￥10,800
 ￥7,020
 ￥3,086

08A40-7Y0-401L
08B40-TDK-U00C
08B40-TDK-020B
08A22-7S0-C10
08B40-0P0-A00

VXM-197VFNi VXM-195VFi VXM-194VFi VXM-194Ci

1.1H＊2 1.1H＊2 0.9H＊3 0.9H＊3¥245,006

¥252,026

￥165,240
￥2,160

 ￥7,020
￥3,086

¥177,506

￥105,840
￥2,160

￥3,086

¥111,086

￥165,240
 ￥2,160

 ￥3,086

¥170,486

￥105,840
 ￥2,160

 ￥3,086

¥111,086
＊1 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。
＊2 Ｍｏｄｕｌｏ Ｘナビ装備無し車にVXM-197VFNi/195VFiを装着する場合、標準取付時間は　　　となります。
＊3 Ｍｏｄｕｌｏ Ｘナビ装備無し車にVXM-194VFi/194Ciを装着する場合、標準取付時間は　　　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。
※TVを4アンテナ仕様にするデジタルＴＶ用フルムアンテナ（オプション）をご用意しています。詳しくは30ページをご覧ください。

希望小売価格
（消費税8%込み）

希望小売価格
（消費税8%込み）

高画質で見やすく、操作しやすい
大型の9インチHD液晶モニターを採用。
「DIATONE SOUND」により高音質を

追求したハイエンドモデル。

オススメ

●

フラッシュメモリー 8GB

7インチ W-VGA 抵抗膜式タッチパネル

●※1
●（±R/±RW） 

●
●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3
●（MP4/WMV/AVI/FLV/F4V）

◎（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3
◎（MP4/WMV/AVI/FLV/F4V）

◎

◎（5V/最大1.0A）
●

●（ワイドFM対応）

●
●
●

●
◎※9

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2018年4月
2017年9月
2017年9月

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。

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8 （JVCケンウッド製）

08A40-4Y0-401L
08B40-TDK-U00A

̶
08A22-7S0-C10
08B40-0P0-A00

08A40-4Y0-401L
08B40-TDK-U00A

̶
08B40-0P0-A00

03ベーシック インターナビ

￥127,440
￥2,160

 ￥7,020
￥3,086

¥139,706

￥127,440
 ￥2,160

 ￥3,086

¥132,686

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

0.7H
0.5H

HM M

Navigation All Lineup

「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
カードの有効期限切れも
お知らせします。ナビ画面
での履歴確認も可能。

取付位置：ドライバーロアカバー内

GPSとスピーカーを搭載
しているのでカーナビとの
接続が不要。渋滞回避支
援＊1や安全運転支援な
ど、「ETC2.0」のサービス
＊2を音声でご案内、ETC
カードの有効期限切れも
お知らせします。

取付位置：ドライバーロアカバー内

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。

取付位置：ドライバーロアカバー内

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

詳しくはインターナビ ホームページをご覧ください。 https://www.honda.co.jp/internavi/

＊「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。

※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。Apple CarPlay、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。

■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。　
■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。　
■Drive T@lkerは、パナソニック株式会社の登録商標です。　■DIATONEは、三菱電機株式会社の登録商標です。

★通信費が無料＊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。

05 ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ/アンテナ分離型）

※ナビ装着用スペシャルパッケージ、メーカーオプションのHonda インターナビ装備車には装着
できません。
※別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要です。

07ＥＴＣ車載器（音声ガイドタイプ/アンテナ分離型）

●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。

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。

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥18,000）
（消費税8%抜き   ￥8,000）

¥19,440
¥8,640

合計 ¥28,080（消費税8%抜き ¥26,000）

08E25-PH0-C00
08E26-TDK-D00E

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥10,000）
（消費税8%抜き   ￥7,000）

¥10,800
¥7,560

合計 ¥18,360（消費税8%抜き ¥17,000）

08E23-PH0-B00
08E24-TDK-B00E

HB B G +HB +B +GG・S +G・S

1.1H＊

1.1H＊

＊1 渋滞を回避するルートの誘導は行いません。
＊2 画像表示機能および画像表示で受けられるサービスには対応しておりません。
＊3 オーディオレス車に装着する場合、標準取付時間は　　　 となります。
※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、標準装備のETC車載器を取り外し
装着となります。
※メーカーオプションのHonda インターナビ装備車には装着できません。
※別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要です。

06発話型ETC2.0車載器（GPS付/アンテナ分離型）

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥25,000）
（消費税8%抜き   ￥6,000）

¥27,000
¥6,480

合計 ¥33,480（消費税8%抜き ¥31,000）

08E25-PH0-B00
08E26-TDK-B00E0.8H＊3

0.8H＊3

1.2H

1.2H

■「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。また、ETC2.0車載器を装着した車両を対象に、「圏
央道割引」や「賢い料金 社会実験（一時退出）」が実施されています。
■「ETC2.0」サービスについて詳しくは、ETC総合情報ポータルサイト
(https://www.go-etc.jp/)をご覧ください。
■走行中、交通状況や走行レーンによって「ETC2.0」サービスの情報案内を
繰り返す場合があります。

ETCセキュリティー規格変更について
国土交通省・高速道路各社主導のもと、今後ETCのセキュリティー規格変更を予定し
ております。ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、発話型ETC2.0車載器、ETC車載器（音
声ガイドタイプ）は、新セキュリティー規格に対応しております。
詳しくは、https://www.honda.co.jp/ACCESS/ETC/をご覧ください。

1.2H

新車コース、車検コースにご加入いただきますと、ギャザズ
ナビゲーションの保証を5年まで延長できます。
※新車コースでは、ナビオプション（ドライブレコーダー、リア席モニ
ター、ETC車載器など）も延長保証の対象となります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

HB HG B GHE G・S +全

HB B G +HB +B +GG・S +G・S

＊オーディオレス車に装着する場合、標準取付時間は          となります。
※　　　　 には装着できません。
※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、標準装備のETC車載器を取り外し
装着となります。。
※メーカーオプションのHonda インターナビ装備車には装着できません。
※別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要です。

1.2H
HM M

31 32

for ギャザズナビ

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



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。

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。

後方側方の車両が接近するまで見えない

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

・ダーククローム調メッキタイプ 08P25-EJ5-B40

■ノーマルビュー ■ワイドビュー

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。

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。

後方側方の車両が遠方でも見やすい

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。

■トップダウンビュー

■トップダウンビュー

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

※画面はハメコミ合成です。

※画面はハメコミ合成です。

for ギャザズナビ（ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車専用）

Navi Option

※ＶＸＭ‐194Ciには装着できません。　※　　　　 には装着できません。
※フロントセンサー、フロントカメラシステムとの同時装着はできません。

※ＶＸＭ‐194Ci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。
※ライセンスフレーム＋ナンバープレートロックボルトのセットと同時装着する場合、ライセンスフレーム（フロント用）は必要ありません。

01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）

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。

狭い路地や駐車場で、左前方の視界をサポート。

後席にエンターテインメントを。

05リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）
（運転支援拡張ユニット）

11.6インチ リア席モニター VM-185EN
（Full HD液晶モニター・ルーフ取付タイプ）＜リモコン付＞

リアワイドカメラの映像から危険を検知。走行中の
さまざまな危険回避をサポートします。

後方の車両などを検知、お知らせ。

本体
取付アタッチメント

08A76-6S0-200
08B76-TDK-A00

（消費税8%抜き ￥25,000）
（消費税8%抜き   ￥7,000）

¥27,000
¥7,560

合計 ¥34,560（消費税8%抜き ¥32,000）

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＞

02フロントカメラシステム（カラーCMOSカメラ〈約120万画素〉）

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）

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。

左右の見通しの悪い場所での視界をサポート。

＊メーカーオプションのHondaインターナビ
は対応していません。

＊メーカーオプションのHondaインターナビ
は対応していません。

本体
取付アタッチメント
ライセンスフレーム

08A21-6J0-000（消費税8%抜き  ￥30,000）
（消費税8%抜き 各￥7,000）
（消費税8%抜き 各￥3,500）

¥32,400
各¥7,560
各¥3,780

合計 各¥43,740（消費税8%抜き 各¥40,500）

※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。

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

※システムの能力には限界があり、あらゆる状況で警報を発するも
のではありません。夜間や天候、路面状況などの環境により作動し
ない場合があります。また、自車に接近していない物を検知して警
報により注意を喚起する場合や、白線（黄線）に接近していなくて
も接近したと判断して警報により注意を喚起する場合があります。
リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）は補助手段として
使用してください。運転中は目視により周辺の車両や歩行者の確
認、十分な車間距離の確保など安全確認をおこないながら運転し
てください。
※カメラレンズ部が汚れている場合や、使用状況により被写体を汚
れと検出した場合、サポート機能を一時停止することがあります。

03
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。

3種類の表示で、後方確認をサポート。

リアカメラ no 水滴クリーナー
（リバース連動）

高圧の空気が水滴を吹き飛ばし、雨の日のリアカメラ映像をクリアに。

本体
取付アタッチメント

08A77-6P0-200
08B77-TDK-000

（消費税8%抜き ￥20,000）
（消費税8%抜き   ￥7,000）

¥21,600
¥7,560

合計 ¥29,160（消費税8%抜き ¥27,000）

■ライセンスフレーム：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）

■ギャザズナビゲーション用

※フロントセンサー、フロントカメラシステムとの同時装着はできません。

本体
取付アタッチメント
コントロールユニット

08A76-6S0-200
08B76-TDK-B00
08A76-E3Z-000

（消費税8%抜き ￥25,000）
（消費税8%抜き   ￥7,000）
（消費税8%抜き   ￥8,000）

¥27,000
¥7,560
 ¥8,640

合計 ¥43,200（消費税8%抜き ¥40,000）

■メーカーオプションのHondaインターナビ装備車用

本体
取付アタッチメント
ライセンスフレーム

（消費税8%抜き  ￥30,000）
（消費税8%抜き    ￥7,000）
（消費税8%抜き 　￥4,500）

¥32,400
¥7,560
¥4,860

合計 各¥44,820（消費税8%抜き 各¥41,500）

■ライセンスフレーム：ダーククローム調メッキタイプ

・ギャザズナビゲーション用
08B75-TDK-A00
・メーカーオプションのHondaインターナビ装備車用
08B75-TDK-B00

■夜間

※画面にはガーニッシュ部が映り込みます。

※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。　※雨滴などがカメラレンズ部に付着時、夜間や暗い場所な
ど、使用状況により画質の低下や色調が異なって見える場合があります。

※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。 ※雨滴などがカメラレンズ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質の低下や色調が異なって見える場合があります。

※カメラレンズ部に水滴が付着していないときもリバースに連動して作動します。※高圧の空気を噴射するため、作動時は音がし
ます。※3～5回空気を噴射します。バッテリーの状態によって噴射回数は変わります。※空気の噴射を任意でオフにすることはで
きません。※作動後も細かい水滴が残る場合があります。雪、泥、汚れなどを除去することはできません。※高圧洗浄機などの圧
力の高い水流を直接ノズル部に当てないでください。

取付位置：ライセンスフレーム部

取付位置

取付位置

＊1 ナビとの接続方式により、使用できる機能が異なります。詳しくは機能対応表をご覧ください。　＊2 地上デジタル放送やSDカードなどの映像を高画質で楽しめます。
※ＶＸＭ‐１9４ＶＦｉ/１9４Ｃｉには装着できません。　※LEDルーフ照明、LEDルームランプ、「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ルーフ照明との同一箇所での同時装着はできません。
※ルーフライニング色とは異なります。　※ナビの地図画面やドライブレコーダーの映像・画像はリア席モニターには表示されません。　※いずれかの選択となります。

視野範囲

フロントカメラ

視野範囲

〈視野範囲イメージ〉

01～ 04

1.3H

1.3H

1.3H

1.3H

各1.1H

08A21-6J0-000
・ギャザズナビゲーション用
08B75-TDK-A00
・メーカーオプションのHondaインターナビ装備車用
08B75-TDK-B00

各1.1H

各1.1H

各1.1H

2.4H

2.4H

本体
取付アタッチメント

08A79-PC8-000A
08B79-TDK-000

（消費税8%抜き ￥10,000）
（消費税8%抜き   ￥3,000）

¥10,800
¥3,240

合計 ¥14,040（消費税8%抜き ¥13,000）
1.0H

1.0H

本体
08A78-1X0-000
取付アタッチメント
08B78-E5X-A01

（消費税8%抜き ￥20,000）

（消費税8%抜き   ￥4,000）

¥21,600

¥4,320

合計 ¥25,920（消費税8%抜き ¥24,000）

1.3H

1.3H

本体
08A20-5X0-751 （消費税8%抜き ￥85,000）

（消費税8%抜き ￥10,000）

¥91,800

¥10,800取付アタッチメント
08B20-TDK-F50

合計 ¥102,600
（消費税8%抜き ¥95,000）

■VXM-195VFi用（アナログ接続＊1）

1.5H

1.5H

本体
08A20-5T0-740A（消費税8%抜き ￥57,000）

（消費税8%抜き ￥10,000）

¥61,560

¥10,800取付アタッチメント
08B20-TDK-A41

合計 ¥72,360
（消費税8%抜き ¥67,000）

■VXM-197VFNi/195VFi用（アナログ接続＊1）

1.5H

1.5H

本体
08A20-5X0-751 （消費税8%抜き ￥85,000）

（消費税8%抜き ￥12,000）

¥91,800

¥12,960取付アタッチメント
08B20-TDK-E50

合計 ¥104,760
（消費税8%抜き ¥97,000）

■VXM-197VFNi用（デジタル接続＊1＊2）

1.6H

1.6H

本体
08A20-5X0-751 （消費税8%抜き ￥85,000）

（消費税8%抜き ￥10,000）

¥91,800

¥10,800取付アタッチメント
08B20-TDK-G50

合計 ¥102,600
（消費税8%抜き ¥95,000）

■メーカーオプションの
Honda インターナビ装備車用（アナログ接続＊1）

1.5H

1.5H

for ギャザズナビ（オーディオレス車専用）

for ギャザズナビ/メーカーオプションナビ

for ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車/　　メーカーオプションナビ装備車

for ギャザズナビ/メーカーオプションナビ

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HM M

※ナビ画面およびイラストの表示内容は説明のためのイメージです。

シフトポジションが[R]で自車の車
速が約5km/h以下のとき、ダブ
ルビュー画面に切り替えると作動
します。

後退駐車時、車両後方の駐車
枠を検知。自車と駐車枠との
角度のズレをダイナミックガイ
ドラインの色が変わってお知ら
せします。タイヤの角度（目安）
もナビ画面で確認できます。

〈画面表示〉 〈画面表示〉 〈画面表示〉 〈画面表示〉

後退駐車サポート

シフトポジションが[R]のときにシス
テムをONにしていると、車両後方
の左右から接近する移動物を検知
して画面表示および音でお知らせ
します。

後退時、車両後方の左右から
接近してくる車両や歩行者等
を検知。警報によって注意を
喚起します。

後退出庫サポート

自車の車速が約30km/h以上で
前進しているときに検知。ナビ画
面上マーク表示に加え、音でも警
告します。

死角になりやすい後側方の
車両を検知。接近してくる車
両の前方が検知ラインを越
えた場合、その方向に方向指
示器を操作すると警報によっ
て注意を喚起します。

自車の車速が約60km/h以上で
前進しているときに、方向指示器
を操作せずに車線を逸脱しそうに
なると作動します。

※駐車枠線が描かれていないときは
検知できません。駐車枠線が汚れや
かすれによって見えにくいとき、駐
車枠内にマークが描かれるときな
ど、検知できない場合があります。

※自車の車速が約5km/h以上のと
き、接近車両などの速度が約
10km/h以下または約25km/h
以上のとき、歩行者の速度が約
10km/h以上のときは検知できま
せん。

※二輪車、歩行者などは検知できま
せん。

※方向指示器の作動中、および方向
指示器の作動終了後約3秒間は検
知できません。

道路上の車線を検知。方向
指示器を操作せずに車線を
逸脱しそうな場合、警報に
よって注意を喚起します。

後方死角サポート 車線キープサポート

ギャザズナビ/
メーカーオプションナビfor

ギャザズナビ/
メーカーオプションナビfor

本体
08A20-5T0-740A（消費税8%抜き ￥57,000）

（消費税8%抜き ￥10,000）

¥61,560

¥10,800取付アタッチメント
08B20-TDK-C41

合計 ¥72,360
（消費税8%抜き ¥67,000）

■メーカーオプションの
Honda インターナビ装備車用（アナログ接続＊1）

1.5H

1.5H

○

○

○
○
○

VXM-197VFNi （デジタル接続）

○

○
×
×

VXM-195VFi （アナログ接続）

×

×

○
×
×

メーカーオプションのHonda インターナビ
（アナログ接続）

ナビとの接続方式の違いによる機能対応表

×

×

○
×
×

VXM-197VFNi/
メーカーオプションのHonda インターナビ

（アナログ接続）

ナビとの接続方式の違いによる機能対応表

リモコン

リモコン

リア席 ナビに入力したHDMI機器の映像
モニター ナビで再生したSDカード/
表示 USBメモリーデバイスの映像

リモコン リア席モニター画質調整

操作 オーディオソース切替／音量調整
TV/DVD操作

リア席
モニター ナビで再生したSDカード/
表示 USBメモリーデバイスの映像

リモコン リア席モニター画質調整

操作 オーディオソース切替／音量調整
TV/DVD操作

○

○
×
×

VXM-195VFi （アナログ接続）

リア席
モニター ナビで再生したSDカード/
表示 USBメモリーデバイスの映像

リモコン リア席モニター画質調整

操作 オーディオソース切替／音量調整
TV/DVD操作

リア席 ナビに入力したHDMI機器の映像
モニター ナビで再生した
表示 USBメモリーデバイスの映像

リモコン リア席モニター画質調整

操作 オーディオソース切替／音量調整
TV/DVD操作

リア席 ナビに入力したHDMI機器の映像
モニター ナビで再生したSDカード＊/
表示 USBメモリーデバイスの映像

リモコン リア席モニター画質調整

操作 オーディオソース切替／音量調整
TV/DVD操作

＊ メーカーオプションのHonda インターナビは、SDカード再生
には対応しておりません。

①
②
③

A

車両左側端より
　○：約0.25m
バンパー前端より
①：約0.5m
②：約1.0m
③：約1.5m

A

ガイド線距離表示

車両後端より
①：約0.5m
②：約2m
③：約3m
○：テールゲート開閉
可能位置目安

A

ガイド線距離表示

04

06

06 07

07

③

①
②

A

〈作動イメージ〉

※写真は他車種の装着例です。

白線（黄線）

自車

自車

移動物 移動物

自車

検知エリア

自車約3m

約3m

約0.5m

検知ライン

検知エリア

ホームページで動画をご覧いただけます。　https://www.honda.co.jp/ACCESS/drive/rear_camera_de_anshin/

ノズル

※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。　※雨滴などがカメラレンズ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況
により画質の低下や色調が異なって見える場合があります。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。

VXM-197VFNi/195VFi/194VFi用

33 34●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。

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



Navi Option / Speaker Audio

iPod/iPhoneやUSB機器などを
車内で再生するためのコード 接続用コード類

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※リア用スピーカー（ＧＳ-１１２０ＤＬ/１１２０ＸＬ）、ツィーターとの同時装着はできません。

■オーディオレス/ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用

アルパイン製

Lightningコネクタ装備のiPod/iPhone

音楽再生音楽再生音楽再生

iPod/iPhone
Lightning-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属）

※Apple CarPlayはVXM-197VFNi/195VFiのみ対応。

WALKMAN®
USBコード
（WALKMAN®に付属）

USB機器

※VXM-195VFiのみ対応。

※HDMI接続ジャックのコネクタは標準タイプです。

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

音楽・音楽・ビデオビデオ再生再生音楽・ビデオ再生

音楽・音楽・ビデオビデオ再生再生音楽・ビデオ再生

音楽・音楽・ビデオビデオ再生再生音楽・ビデオ再生

音楽・音楽・ビデオビデオ再生再生音楽・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）

ポータブル
オーディオプレーヤー

USBメモリー
デバイス

iPod/iPhone

音楽再生音楽再生音楽再生
Apple CarPlayApple CarPlayApple CarPlay

フロント用

リア用

※ナビ装着用スペシャルパッケージ、メーカーオプションのHonda 
インターナビ装備車には装着できません。
※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。

06ハイグレードスピーカーシステム６スピーカーセット
（フロント・リア4スピーカー+フロント2ツィーター〈ビルトインタイプ〉） 　

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‐１97ＶＦＮｉ/１9５ＶＦｉとの組み合わせにより、
フリード/フリード＋専用音響チューニングに対応。

07１７ｃｍネオジウムデュアルスピーカー ＧＳ-11２０ＤＬ
強力な磁束密度を持つネオジウムマグネットを採用した高音質なデュアルスピーカー。

04 AUX接続コード（ステレオミニプラグ〈φ３．５mm〉タイプ）

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

05オーディオリモコンスイッチ（照明付）

オーディオ機能のモード切り替え、選曲/選局、
ボリューム操作などが行えます。

各¥3,780（消費税8%抜き 各¥3,500）  

本体
ツィーターアタッチメント
スペーサーアタッチメント

08A39-1U0-900A
08B55-TDK-010
08A36-0U0-410

（消費税8%抜き ￥41,000）
（消費税8%抜き   ￥4,000）
（消費税8%抜き   ￥4,000）

¥44,280
¥4,320
¥4,320

合計 ¥52,920（消費税8%抜き ¥49,000）

■メーカーオプションのHondaインターナビ装備車用
本体
スペーサーアタッチメント

08A39-1U0-900A
08A36-0U0-410

（消費税8%抜き ￥41,000）
（消費税8%抜き   ￥4,000）

¥44,280
¥4,320

合計 ¥48,600（消費税8%抜き ¥45,000）

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）　　
08A38-TY0-A00

0.5H

リア用左右セット

09ツィーター
中高音域の広がりを生む2.5cmソフトドームツィーター。

¥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）　　　  08A55-TDK-0100.8H

フロント用左右セット

08 17cmネオジウム2WAYスピーカー  GS-1120XL
強力なI.D.M.磁気回路を持つネオジウムマグネットを搭載。全ての音域で高音質な、
2WAYスピーカー。

¥12,960（消費税8%抜き ¥12,000）　　
08A38-TY0-B00

0.5H

リア用左右セット

¥1,080（消費税8%抜き ¥1,000） 
08A16-0K0-020

両側ステレオミニプラグ（Φ３．５mm）タイプ

※リアスピーカー装備車の場合、スピーカーを取り外し装着と
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。

※リアスピーカー装備車の場合、スピーカーを取り外し装着と
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。

※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。
※メーカーオプションのHonda インターナビ装備車には装着できません。

オーディオ オプション

＊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。

■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。Apple CarPlay、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。 ■WALKMAN®はソニー株式会社の商標です。 ■DDLinearはアルパイン株式会社の登録商標です。
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おそれがあ
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。●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。 

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

※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。

USBメモリーデバイス

for ギャザズオーディオ

ポータブルオーディオプレーヤー

WX-174CU/WX-174CU/
CX-CX-174C74C
音楽再生音楽再生

WX-174CU/
CX-174C
音楽再生

WX-174CUWX-174CU
音楽再生音楽再生
WX-174CU
音楽再生

CD/USBチューナー WX-174CU

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。

03 AUX接続コード
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。

¥1,620（消費税8%抜き ¥1,500） 
08A41-0N0-000

04 USBメモリーデバイスコード
USBメモリーデバイスを接続し、音楽を再生するコードです。

05オーディオリモコンスイッチ（照明付）
オーディオ機能のモード切り替え、選曲/選局、ボリューム操作などが行えます。

■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

■オーディオレス車に装着する場合
本体
取付アタッチメント

08A00-4W0-250
08B00-TDK-000

（消費税8%抜き ￥28,000）
（消費税8%抜き   ￥1,500）

¥30,240
¥1,620

合計 ¥31,860（消費税8%抜き ¥29,500）

本体
取付アタッチメント
サブアタッチメント

08A00-4W0-250
08B00-TDK-000
08B00-TD4-000A

（消費税8%抜き ￥28,000）
（消費税8%抜き   ￥1,500）
（消費税8%抜き     ￥500）

¥30,240
¥1,620
¥540

合計 ¥32,400（消費税8%抜き ¥30,000）

デュアルサイズ オーディオ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6JVCケンウッド製

■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

■オーディオレス車に装着する場合
本体
取付アタッチメント
オーディオポケット

08A02-4W0-100
08B00-TDK-000
08A36-0C0-101

（消費税8%抜き ￥14,000）
（消費税8%抜き   ￥1,500）
（消費税8%抜き   ￥1,000）

¥15,120
¥1,620
¥1,080

合計 ¥17,820（消費税8%抜き ¥16,500）

本体
取付アタッチメント
オーディオポケット
サブアタッチメント

08A02-4W0-100
08B00-TDK-000
08A36-0C0-101
08B00-TD4-000A

（消費税8%抜き ￥14,000）
（消費税8%抜き   ￥1,500）
（消費税8%抜き   ￥1,000）
（消費税8%抜き      ￥500）

¥15,120
¥1,620
¥1,080
¥540

合計 ¥18,360（消費税8%抜き ¥17,000）

CD/CD-R/CD-RW

AM/FMラジオ
（ワイドFM対応） 車速連動VOL EQ（6モード） 日本語表示

USB、iPod/iPhone
(フロント接続) AUX（フロント接続） CD/CD-R/CD-RW

最大出力：50W×4

CDチューナー  CX-174C

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。

1DINサイズ オーディオ

＊1 ＊2 ＊5 ＊6JVCケンウッド製

最大出力：50W×4

MP3/WMA/AAC AUX（フロント接続）

車速連動VOL EQ（6モード）

AM/FMラジオ
（ワイドFM対応）MP3/WMA/AAC

※詳しくはP35、05をご覧ください。

for ギャザズナビ/ギャザズオーディオ

●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

全タイプ

全タイプ

全タイプ

※　　 　　には装着できません。　※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。　※ETC車載器（ナビゲーション連動）の音声ガイドは機能しますが、利用料金等の画面表示はでき
ません。　※ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチのファンクション/ショートカットスイッチ及びハンズフリーテレホンスイッチ/音声認識スイッチは使用できません。

オーディオレス車用

1.3H

1.3H

1.4H

1.4H

0.4H

0.4H

0.3H

0.3H

0.4H

0.4H

0.3H

0.3H

08A60-TDK-A20
08A60-TDL-C20
08A60-TDK-D20

HB +HB
0.9H
0.6H
0.6H

B +BG +G

G・S +G・S

0.4H

for ギャザズナビ

※ＶＸＭ‐１9４Ｃｉには装着できません。

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HM M

Lightning-USBケーブル＊
（iPod/iPhoneに付属）

HDMIケーブル（別売）
Apple社製デジタルAVアダプタ（別売）

＊使用しながら充電する場合のみ必要。

＊

ツィーター

01 02

02

02

02

03

04

03

※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確認リストは https://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。

01 USBメモリーデバイスコード

¥1,620（消費税8%抜き ¥1,500） 
08A41-0N0-000

コードの長さ：1m

02 USB接続ジャック
各¥8,229（消費税8%抜き 各¥7,620） 
充電機能/iPodコントロール機能付

各0.9H

各0.9H

・ フリード（Sパッケージ装備車）用/フリード＋用
08A51-TDK-A20
・ フリード（Sパッケージ装備無し車）用/
Ｍｏｄｕｌｏ Ｘナビ装備無し車用
08A51-TDK-A10
取付位置：センターロアポケット部

取付位置：センターロアポケット部

03 HDMI接続ジャック

各¥6,480（消費税8%抜き 各¥6,000） 
VXM‐197VFNi用

・ フリード（Sパッケージ装備車）用/フリード＋用
08A51-TDK-B20
・ フリード（Sパッケージ装備無し車）用/Ｍｏｄｕｌｏ Ｘ用
08A51-TDK-B10

※コードを延長して使用したい場合に必要となります。

※Ｍｏｄｕｌｏ Ｘ ９インチ プレミアム インターナビ（Gathers
　〈VXM-197VFNi〉）装備車は必要ありません。

01 02

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

ギャザズオーディオは、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。
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カラフルでバラエティー豊かな個性あふれるキーカバー。

01キーカバー

好みのカラーにキーをアレンジ。

02キーデコレーション

取付位置：2列目シート（リア席）
サイズ：W約54×L約85×H前方約38cm、後方約58cm

サイズ：W約53×L約56ｃｍ

取付位置：２列目シート（リア席）

フリード取付位置：１列目センターコンソールドリンクホルダー部、３列目左右サイドライニングドリンクホルダー部
フリード＋取付位置：１列目センターコンソールドリンクホルダー部

※キーカバー（樹脂製/シリコン製）、キーデコレーション、ペット
キーカバー（肉球）との同時装着はできません。

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。

※Hondaスマートキーは商品に含まれません。※キーカバー（樹脂製/シリコン製/本革製）、キーデコレーションとの同時装
着はできません。※「くろ」と「しろ」は2トーンではありません。

①ホワイト
②ライトブルー
③グリーン
④ピンク
⑤オレンジ

08F46-T6A-010
08F46-T6A-020
08F46-T6A-030
08F46-T6A-040
08F46-T6A-050

⑤アンティークパリ
⑥シルバーカーボン
⑦ハワイアン
⑧サイバーエントリー
⑨みけねこ
⑩スノーフラワー
⑪マーブルフラワー
⑫カモフラージュ

08F44-PG0-010E
08F44-PG0-020E
08F44-PG0-030E
08F44-PG0-040E
08F44-PG0-050E
08F44-PG0-060E
08F44-PG0-070E
08F44-PG0-080E

①ビジューフラワー
②コスメティック
③ビビッドラブ
④コズミックギャラクシー

08F44-PG0-010F
08F44-PG0-020F
08F44-PG0-030F
08F44-PG0-040F

スマートキーをもっとおしゃれに。

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。

肉球の感触も楽しめるキー
カバー。色分けが特徴的な
「しば」と、シンプルで馴染
みやすい「しろ」と「くろ」を
ご用意しました。

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です。運転
席が見える様、フロント側にメッシュエリアを設
置、一緒に座るときはファスナーを開けてきれい
な座面に座れます。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。

03ペットシートサークル

02ペットシートマット

05ペット車外飛び出し防止リード

※上下カバーの合わせ面の模様および文字の
デザインは合いません。
※キーカバー（シリコン製／本革製）、キーデコ
レーション、ペットキーカバー（肉球）との同時
装着はできません。

※上下カバーの合わせ面の模様および文字の
デザインは合いません。
※キーカバー（シリコン製／本革製）、キーデコ
レーション、ペットキーカバー（肉球）との同時
装着はできません。

⑬マットブラック
⑭スウィートピンク
⑮アクセントイエロー
⑯マットネイビー

08U08-PG0-010
08U08-PG0-020
08U08-PG0-030
08U08-PG0-040

※キーカバー（樹脂製／本革製）、ペットキーカ
バー（肉球）との同時装着はできません。

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秒～15秒間光り続けます。

※灰皿はエアコン吹き出し口付近のドリンクホルダーでは火種や灰が飛ぶおそれがありますので使用しないでください。

10灰皿（ＬＥＤ照明〈ブルー〉付）　 11灰皿

※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、シートバックグリップ、シートバックテー
ブル、スマートクリップ、ＵＳＢチャージャー（2列目〈リア〉シート用）との同一箇所での同時使用はで
きません。※アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）との２列目（リア）シート（助手席側）での同時
使用はできません。※吊革グリップとの同一座席での同時使用はできません。※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。※車両のシートやフロアの汚れ防止が目的であり、
ペットをケガから、またはペットの生命を守るものではありません。

※スライドドアウインドウメッシュ、プライバシーシェード、ロールサンシェイド、車両装備のロール
サンシェイド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。※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。

ペットのための快適な空間を作ります。飛び出し防止にリード
フック２か所配置。

※チャイルドシート、ペットシートサークル、防水シートカバーとの同一座席での同時装着はできません。※マルチボックスとの
助手席およびペットシートマットとの２列目シート（リア席）での同時装着はできません。※アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕
様）との２列目（リア）シート（助手席側）での同時使用はできません。※吊革グリップ、ペット車外飛び出し防止リードとの同一
座席での同時使用はできません。※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、メッシュカ
バーを閉じてください。※運転の妨げ防止が目的であり、車外でのペット運搬用やペットの生命を守るものではありません。
※シートヒーター装備車の場合、座面温度がペットに悪影響をおよぼすおそれがありますので、シートヒータースイッチを切っ
てご使用ください。

※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（リア席）での同時装着はできません。※アシストグリップ
（ヘッドレスト取付仕様）、キックガード、シートバックグリップ、シートバックテーブル、スマートクリッ
プ、ＵＳＢチャージャー（2列目〈リア〉シート用）との同時使用はできません。※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。※車両のシートやフロアの汚れ防止、フロアに乗せる際の快
適性を高めるものであり、ペットをケガから、またはペットの生命を守るものではありません。

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、停車後の車か
らの飛び出しなどを防ぎます。小型犬から大型犬まで使える2タイプご用意しました。

ファスナー閉イメージ

リードを
組み合わせることで
多頭つなぎも可能です。

Sサイズ
Mサイズ

ファスナーを開けて
きれいな座面に
座れます。

04ペットドアライニングカバー01ペットシートプラスわん

06ペットキーカバー（肉球） 

内側に飛び出し防止
リードフック付

メッシュカバー開 メッシュカバー閉

しば
08Z41-E9G-020C

くろ
08Z41-E9G-010C

しろ
08Z41-E9G-030C

Utility Pet Items

使用例

折りたたみ時 展開時

※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。
※販売会社にて商品の確認、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。

サイズ：折りたたみ時 W３５×L１８×Ｈ１８ｃｍ
展開時 Ｗ３５×Ｌ３６×Ｈ１６ｃｍ

※保証期間はお買い上げ日より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。

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。合皮製。

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。

08どこリラ（クッション）

多彩に使えるクッション。

09ランバーフィットサポート
自分仕様のフィット感。

※イラストは説明のためのイメージです。

03ユーティリティベルト
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。

取付位置：２列目（リア）、3列目シートバック
長さ調整機能付　周長：約100cm

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。

フリード取付位置：３列目右側席シートバック
フリード＋取付位置：リア右側席シートバック
※シートカバー（フルタイプ）との同時装着はできません。

04ドキュメントバッグ

フリード装着イメージ

フリード2列目装着イメージ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ 全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

※ISOFIXチャイルドシートとの同一座席での同時使用はできません。
※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。

各¥3,240（消費税8%抜き 各¥3,000）
■樹脂製　スタンダード

各¥4,320（消費税8%抜き 各¥4,000）　
■樹脂製　デラックス

各¥1,620（消費税8%抜き 各¥1,500）　
■シリコン製

各¥3,240（消費税8%抜き 各¥3,000） 
■本革製　ブラック×ブラウンステッチ

各¥2,700（消費税8%抜き 各¥2,500）

¥2,160（消費税8%抜き ¥2,000） 08L46-SYA-002

¥4,320（消費税8%抜き ¥4,000） 08U13-S8R-000

¥3,564（消費税8%抜き ¥3,300） 
08R63-E7C-010

¥10,584（消費税8%抜き ¥9,800） 08R31-ES1-001

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

¥5,184（消費税8%抜き ¥4,800）　
08U25-E3F-000

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。

各¥4,320
（消費税8%抜き 各¥4,000） ２列目６：４分割タンブルシート車用/表面撥水加工（Mサイズ）

表面撥水加工/小・中型犬用（25kgまで）

表面撥水加工/リアドア用左右2枚セット

取付位置：助手席、２列目シート（リア席）　サイズ：Ｗ約３５×Ｌ約４５×Ｈ約４０ｃｍ

本体：樹脂製/肉球部：シリコン製

表面撥水加工/超小型犬２匹または小型犬１匹用/飛び出し防止リードフック付

サイズ：Ｗ約２×Ｌ約２７～４０ｃｍ（長さ調節可能）
¥3,240（消費税8%抜き ¥3,000） 08Z41-E6K-000C
■Ｓサイズ（小型犬用）

サイズ：Ｗ約２×Ｌ約６８～１１０ｃｍ（長さ調節可能）

取付位置：２列目シート（リア席）ISOFIXチャイルドシート ロアアンカレッジ部

¥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） 08Z41-E6K-000D
■Mサイズ（中・大型犬用）　

※チャイルドシートとの同一座席での同時装着はできません。※ペットシートプラスわんとの同一座
席での同時使用はできません。※ペットシートサークル、ペットシートマットとの同時使用が可能です。
※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。※駐車時の係留が目的であり、
ペットをケガから、またはペットの生命を守るものではありません。※万一の事故の場合、ペットがケ
ガをしたり死亡するおそれがありますので、走行中は使用しないでください。

Mサイズは片側に
持ち手があるので、
お散歩のときにも
使えます。

07ペットエンブレム

メッキ調　サイズ：W約16×L約6ｃｍ

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

■Honda Dogデザイン

サイズ：W約14.5×L約5ｃｍ

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

■ほねデザイン

¥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）

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。

●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。 ※小物類はすべて撮影のために用意したものです。

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

表面
（コズミックギャラクシー）

全タイプ

ファスナー開イメージ

※走行中は、ペットが動き回ると運転の妨げになるおそれがあり危険ですので、ペットを確実に固定
してください。

コートフック有りタイプ コートフック無しタイプ

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

※スマートレスキューとの運転席での同時装着はできません。
※標準装備箇所または装備無し箇所に装着できます。※標準装備箇所は、標準装備のグラブレールを取り外し装着となります。
※本革巻き部分のカラーは、ブラックのみとなります。
※装着推奨カラー：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になります。

※カサクリップとの同時装着はできません。
※ロングアシストグリップとの同一箇所での同時装着はで
きません。

※１列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム
装備車には必要ありません。

06本革巻きグリップ（グラブレール）

05本革巻きグリップ（アシストグリップカバー）

07グラブレール（運転席用）

全タイプ

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。

¥2,916（消費税8%抜き ¥2,700）　　
08U95-E7R-010H

運転席側/助手席側スライドドア乗降用グリップカバー
左右共用/1個

0.4H

■コートフック有り
グレー、ベージュ　左右共用/1個

各¥4,536（消費税8%抜き 各¥4,200）  
各0.1H

■コートフック無し
グレー、ベージュ　左右共用/1個

各¥4,320（消費税8%抜き 各¥4,000）  
各0.1H

・グレー　 08U95-E7R-021B
・ベージュ 08U95-E7R-011B
取付位置 フリード：2、3列目/フリード+：リア 取付位置 フリード：1、2、3列目/フリード＋：フロント・リア

・グレー 　08U95-E7R-021A
・ベージュ 08U95-E7R-011A

¥1,620（消費税8%抜き ¥1,500）          08U95-TDK-010D0.1H

HB HG B G +HB +HG +B +GG・S +G・S

※Hondaスマートキーのキーケースを取り外し装着となります。
※キーカバー（樹脂製、本革製、シリコン製〈バーバパパコレク
ション〉）、ペットキーカバー（肉球）との同時装着はできません。

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HG（7人乗り） +全G（7人乗り）G・S（7人乗り）HM（7人乗り） M（7人乗り）

・パワースライドドア装備車用　08U08-E8T-010
・パワースライドドア装備無し車用　08U08-T5A-010 

表面
（パワースライドドア
装備車用）

各¥6,480（消費税8%抜き 各¥6,000） 
・ブルー 08Z41-E9G-B00　・グレー 08Z41-E9G-B20

各¥19,440（消費税8%抜き 各¥18,000） 
・ブルー 08Z41-E6K-000B　・グレー 08Z41-E6K-020B

各¥24,840（消費税8%抜き 各¥23,000） 
・ブルー 08Z41-E9G-A10　・グレー 08Z41-E9G-A20

各¥19,440（消費税8%抜き 各¥18,000） 
・ブルー 08Z41-E6K-000F　・グレー 08Z41-E6K-020F

01 02

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① ② ③ ④ 　 　 ⑤

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

① ② ③ ④

⑬ ⑭ ⑮ ⑯

02 03 05
※写真は他車種の装着イメージです。01～05

ブルー

グレー

ブルー

グレー

ブルー

グレー

ブルー

グレー

カラーは、ブルーとグレーの２色展開です。インテリアに合わせてお選びください01～04

※道路交通法により貼れない場所（ウイン
ドウガラス面、灯火器部など）と、仕様上貼
りつけられない場所（曲率のきつい場所、
段差のある場所、なめらかでない場所）が
あります。詳細については同梱の取扱説
明書でご確認ください。
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全タイプ

全タイプ＊
ワイパーブレード
（撥水ブレードラバー）

※スキー、スノーボードの形状により積載数は異なります。

※スキー、スノーボードの形状により積載数は異なります。

乳児用シート
として使用

幼児用シート
として使用

¥75,600（消費税8%抜き ¥70,000） 
08P90-E2P-001

●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

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

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

※シートベルト固定はできません。
※ペットシートマットとの同時装着はできません。
※同一座席でのユーティリティベルトとの同時使用は
できません。
※チャイルドシートは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。

※チャイルドシートは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。

※チャイルドシートは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。

※乳児用シートとして使用時のオプションです。

※シートベルト固定タイプ装着時のオプションです。

ISOFIX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

オプション

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

●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

型式指定番号  Ｅ4  04443812

02スタンダード（乳児用・幼児用兼用）

03 Hondaジュニアシート（学童用）

¥4,860（消費税8%抜き ¥4,500） 08P90-E1B-000A
04ネストクッション（スタンダード用）

¥39,960（消費税8%抜き ¥37,000） 
08P90-E4R-001A

●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

型式指定番号  Ｅ43  44R-040006

¥7,560（消費税8%抜き ¥7,000） 08P90-SR4-C01
05シートカバークッション（シート座面保護用クッション）

●シートの座面を保護するクッション
※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。

12歳頃
～150cm位

～9㎏ ～13㎏ ～36㎏15～18㎏

3～4歳頃
～100cm位

生後18ヶ月頃
～85cm位～70cm位

生後9ヶ月頃

体重
参考身長
参考年齢

ISOFIX
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

Honda
ジュニアシート

※身長と年齢は参考です。

02  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

01  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

■お子様の体格によるご使用の目安

03

■チャイルドシート適用表

ISOFIX
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

取付位置

フリード フリード+

品　名
（乳児用）
（幼児用）
（乳児用）
（幼児用）

（学童用）

1列目シート 3列目シート2列目シート
キャプテンシート 6：4分割タンブルシート
左右席

前向き
×
×
×
×注1

×注1

後向き
×
×
×
×

×

前向き
×
○注2
×
○

○

後向き
○注2
×
○
×

×

左右席
前向き
×
○注2
×
○

○

後向き
○注2
×
○
×

×

左右席
前向き
×
×
×
○

○

後向き
×
×
○
×

×

中央席
前向き
×
×
×
○

○

後向き
×
×
○
×

×

Honda ISOFIX Neo

スタンダード

Hondaジュニアシート

助手席

前部座席 後部座席

左右席
前向き
×
×
×
×注1

×注1

後向き
×
×
×
×

×

前向き
×
○注2
×
○

○

後向き
○注2
×
○
×

×

中央席
前向き
×
×
×
○

○

後向き
×
×
○
×

×

助手席

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。Child Seat Others

ホルダーセット
フットセット
バーセット（１３７ｃｍ）
アシストバー

0.6H

（消費税8%抜き ￥28,300）
（消費税8%抜き ￥13,000）
（消費税8%抜き   ￥6,500）
（消費税8%抜き   ￥7,200）

¥30,564
¥14,040
¥7,020
¥7,776

合計 ¥59,400（消費税8%抜き ¥55,000）

08L15-TRE-000
08L02-TA1-A01
08L02-TA1-G00
08L16-TA1-000

許容荷重：２５ｋｇ　※ルーフより約１１ｃｍ高くなります。
※荷物を積載する場合は、必ず使用目的に合った別売の純正アタッチメントとの組み合わ
せで使用してください。
※指定された物以外は積載しないでください。

01ベースキャリア

02スキー/スノーボードアタッチメント（ロック付）

03スキー/マストホルダー

ホルダーセット+フットセット+バーセット+アシストバーの組み合
わせでベースキャリアになります。

スノーボード２枚、またはスキー板４セット積載可能です。

アタッチメント
※各アタッチメントの装着には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。

05タイヤチェーン（スチールチェーン）

※スタッドレスタイヤには装着できない場合があり
ます。

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

ルーフを活用すれば、遊び心がもっとひろがる キャリアシステム（TYPUS）

新車時の輝きを長く保ち、
メンテナンスも楽に。

雨の日の運転に安心をもたらす、
ウルトラウインドウコーティングDX。

¥27,000（消費税8%抜き ¥25,000） 08L03-E09-000A

サイズ：W83.5×H12cm　積載部幅：28cm×2

■ガルウイングタイプ

１８５/６５Ｒ１５タイヤ用

06ワイパーブレード（スノータイプ）

¥7,020（消費税8%抜き ¥6,500）　08T22-E7J-001A
長さ：６５０ｍｍ

■運転席側用

¥4,050（消費税8%抜き ¥3,750）　08T22-T6A-000C
長さ：３７５ｍｍ

■助手席側用

¥3,564（消費税8%抜き ¥3,300）　08T22-SFA-000
長さ：３３０ｍｍ

■リア用

04防水シートカバー

＊2列目6：4分割タンブルシート（可倒式シート）には
装着できません。
※シートカバー（合皮製）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同一座席での同時装
着はできません。
※マルチボックスとの助手席での同時装着はできま
せん。

¥9,720/1枚
（消費税8%抜き ¥9,000/1枚）
08P33-PH4-000

ブラック/左右共用1枚売り

¥2,052（消費税8%抜き ¥1,900）　　
08T24-T5A-000　長さ：６５０ｍｍ

■運転席側用

¥1,458（消費税8%抜き ¥1,350）　　
08T24-T6A-000A　長さ：３７５ｍｍ

■助手席側用

スノーボード２枚、またはスキー板４セット積載可能です。
¥19,440（消費税8%抜き ¥18,000） 08L03-E09-000B

サイズ：W80×H12cm　積載部幅：62.5cm

■フラットタイプ

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。
¥1,058（消費税8%抜き ¥980） 　　    08L03-TA1-003

サイズ：W5.5×H5cm

１セット積み

06 運転席＋助手席＋リア用セット

単品価格での合計  ¥14,634 （消費税8%抜き ￥13,550）
セット価格  ¥11,534（消費税8%抜き ￥10,680）

お得なセット07

08T22-TDK-001

ワイパーブレードセット
（スノータイプ）

詳しくは販売会社へお問い合わせください。

ボディーコート

■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。 ■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 グランデ／プレミアム グラスコーティング ハイ
ドロフォビックを無償補修（再施工または、部分補修）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。

■年1回ボディーコート施工後の状態確認のために販売会社で点検をお受けください。 ■点検でお手入れが必要となった場合は、お客様ご自身でメンテナ
ンスキットを用いたメンテナンスを行っていただくか、または販売会社にて有料メンテナンスをお受けください。 ■お客様ご自身でメンテナンスを行った場合
は、販売会社へ入庫していただき、点検をお受けください。この場合点検は無料です。

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。

08

0.1H

0.1H

許容荷重：２０ｋｇ
ガルウイングタイプ

許容荷重：20kℊ
フラットタイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

取付位置：運転席/助手席/
2列目キャプテンシート（運転席側/助手席側）

全タイプ 全タイプ

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

注1〈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。
注2〈HYBRID車に取り付ける場合〉
サポートレッグを設置するフロア面は平坦な面であることを確認してください。シートの前後位置によっては、サポート
レッグの設置フロア面が平坦ではなく安定しない場合があります。その場合は、シート前後位置を調整してください。

※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。

[幼児用] 体重9㎏～18㎏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15㎏～36㎏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。

ご使用可能なお子様の目安

0.6H 0.1H

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。

●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。

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。

キックガード

※ペットシートマットとの同時使用はできません。
※シートバックグリップ、シートバックテーブル、ペットシートサークル、USB
チャージャー（２列目〈リア〉シート用）との同一箇所での同時使用はできま
せん。
※車両装備のシートバックポケット（助手席）、シートバックアッパーポケット
（運転席/助手席）との同一箇所での同時使用はできません。

¥3,240/1枚（消費税8%抜き ¥3,000/1枚） 
08P33-SYA-000A

グレー/運転席・助手席シートバック取付用/左右共用 １枚売り

全タイプ

お子様の足蹴りからシートを保護。

シートやフロアカーペットマットのゴミを回転ブラシ
でかき上げ吸い取ります。

ハンディークリーナー

サイズ：88×68×221㎜
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※本革シート等のキズつきやすいシートには使用しないでください。

¥10,778（消費税8%抜き ¥9,980） 08U54-PA4-0M0
アクセサリーソケット電源タイプ（コード長：5m）/
LEDライト・回転ブラシ・ノズル付

全タイプ

小型で使いやすいクルマ用クリーナー。

モーター駆動回転ブラシ 点灯イメージ

暗がりでも使いやすい
LEDライト搭載

約45.3㎝

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB

HG

B G +HB

+HG

+B

+G・S

+G

G・S

+全HB HG B GHE G・S

+全HB HG B GHE G・S

+全HB HG B GHE G・S

ウインドウコート

※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。

①新車の輝きを長期間維持できる
②汚れが付きにくく、落ちやすくなり、日々の洗車が楽になる
③ボディーにガラス被膜を形成し、深みのある光沢感が得られる

■ボディーコーティング3大特徴
①優れた撥水性によって雨天時の視界が良好に
②水滴や汚れが落ちやすくなり、洗車が楽に

■ウインドウコーティング特徴

光沢感・滑水性・防汚性・耐久性、
全てにおいて質を追求した撥水
タイプボディーコートです。ガラス
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。

雨の日でもワイパーによる水切れがよくなり、クリア
な視界を確保することができ、安心です。

■ホンダアクセスの『プレミアム グラスコーティング』シリーズ

グランデ
あらゆる点でバランスのとれた撥
水タイプボディーコートです。汚
れが付きづらく、水切れの良さを
実感いただけます。

ハイドロフォビック

日頃のお手入れができるメンテナンスキット付き

※グランデ施工前、施工後の撥水イメージ

未施工

※施工イメージ

施工済

※効果持続は約2年間が目安です。
※効果の目安は、使用状況・環境により異なります。

06

07

¥5,940
（消費税8%抜き ¥5,500） 
08U95-PC9-000E

コンパクトなツールをホル
ダーに格納。普段は邪魔に
ならず、いざという時はス
ムーズに使用できます。

スマートレスキュー
全タイプ

事故や災害など、
いざという時の救出・脱出ツール。

取付位置：運転席グラブレール
※本革巻きグリップ（グラブレール）との
運転席での同時装着はできません。

※別途グラブレール（運転席用）が必要
です。

※1列目シート用i-サイドエアバッグシス
テム+サイドカーテンエアバッグシス
テム装備無し車は、別途グラブレー
ル（運転席用）が必要です。

08

※写真は他車種の装着例です。

超硬チップ付き自動ポンチ ベルトカッター

※フロントガラスは割れません

シートベルトを切る窓ガラスを割る

押し込む

カチッ

0

わ
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。
¥1,058（消費税8%抜き ¥980）  08L03-TA1-003

サイズ：W5.5×H5cm

１セット積み

0.1H

※写真は他車種の装着例です。

39 40●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。

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。



Standard Items Package

■プレミアムタイプ
　（１、２、３列目用セット/エクステンションマット付）

03ドアバイザー

各¥43,200（消費税8%抜き 各¥40,000）   

各¥8,640（消費税8%抜き 各¥8,000）  

各¥12,960（消費税8%抜き 各¥12,000）         各0.6H

フロント・リア用 左右４点セット

¥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）          08R04-TDK-000
フロント・リア用 左右４枚セット

0.6H

I N D E X

フロント用

フリード フロント用 フリード リア用

２列目６：４分割タンブルシート用

01フロアカーペットマット（消臭・抗菌加工/ヒールパッド付） 02ラバーマット（縁高タイプ/左右セット）

04マッドガード

心地よい質感の素材で、足元に上質感と快適性をプラスします。

車内の換気などに効果を発揮。

泥水などの跳ね上げからボディーを保護します。

フロアカーペットマットの上に敷けるので、履物が濡れている場合でも、フロアを汚す
心配がありません。運転席は専用ホルダーでしっかりと固定でき、運転中のずれを防
ぎます。

FF車用
4WD車用

FF車用
4WD車用

08P15-TRE-010A
08P15-TRG-010A
08P15-TRG-010B
08P14-TRE-010A
08P14-TRG-010A
08P14-TRG-010B

プレミアムタイプ

スタンダードタイプ

フリード+
ガソリン車
ハイブリッド車
エクステンションマット付
ガソリン車

ハイブリッド車

２列目キャプテンシート用
２列目６：４分割タンブルシート用 
２列目キャプテンシート（FF車）用
２列目キャプテンシート（4WD車）用
２列目６：４分割タンブルシート用 
２列目キャプテンシート用
２列目６：４分割タンブルシート用
２列目キャプテンシート（FF車）用
２列目キャプテンシート（4WD車）用
２列目６：４分割タンブルシート用 

08P15-TDK-010A
08P15-TDK-010B
08P15-TDL-010A
08P15-TDL-010B
08P15-TDL-010C
08P14-TDK-010A
08P14-TDK-010B
08P14-TDL-010A
08P14-TDL-010B
08P14-TDL-010C

プレミアムタイプ

スタンダードタイプ

フリード

ガソリン車

ハイブリッド車
エクステンション
マット付

ガソリン車

ハイブリッド車

※ラバーマットとの同時装着が可能です。 ※運転席側のマットは、必ず専用ホルダーに固定して使用してください。
※　　　　 のフロアカーペットマットは標準装備です。

■フリード/フリード＋（4WD車）用  08P00-TDK-0＊0
■フリード＋（ＦＦ車）用  08P00-TRE-0＊0

プレミアムタイプ

プレミアムタイプ

スタンダードタイプ

全タイプ

全タイプ

■スタンダードタイプ（１、２、３列目用セット）

各¥32,400（消費税8%抜き 各¥30,000）  

各0.3H

各0.3H

■プレミアムタイプ
　（フロント・リア用セット/エクステンションマット付）

各¥39,960（消費税8%抜き 各¥37,000）   

■スタンダードタイプ（フロント・リア用セット）

各¥24,840（消費税8%抜き 各¥23,000）  

各0.2H

各0.2H

+全

■プレミアムタイプ（フロント・リア用セット）

¥34,560（消費税8%抜き ¥32,000）  
0.2H

カラー：ブラック

カラー：ブラック

＊シートカバーと同時装着する場合、標準取付時間は 　　　となります。

HB HG HE
■プレミアムタイプ（１、２、３列目用セット）

各¥37,800（消費税8%抜き 各¥35,000）  
各0.3H

※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。
※ロアスカート（サイド）との同時装着はできません。

+B +G +G・S

B G G・S

+HB +HG +HE

フリード ハイブリッド車（２列目６：４分割タンブルシート）用

フリード ハイブリッド車用

フリード用

ハイブリッド車
エクステンションマット

※小物類はすべて撮影のために用意したものです。

各0.2H

■フロント用

各¥8,640（消費税8%抜き 各¥8,000）  
■2列目（リア）用

1.2H

カラーコード表
★ホワイトオーキッド・パール
ルナシルバー・メタリック
モダンスティール・メタリック
シトロンドロップ
コバルトブルー・パール

NH-788P
NH-830M
NH-797M
GY-31
B-553P

＊
1
2
3
7
8

ブルーホライゾン・メタリック
★プレミアムスパークルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★フォレストグリーン・パール

B-613M
NH-812P
R-565M
BG-66P

＊
9
A
B
C

FREED

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX
＝HYBRID Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G 
＝G・Honda SENSING
＝Modulo X Honda SENSING

＝B
＝G
＝G・Honda SENSING

＝HYBRID B
＝HYBRID G・Honda SENSING
＝HYBRID EX

全タイプ
F全

HB
HG

B
G

HE

+HB
+HG

+B

+G・S
+G

+HE

●適用マーク 

＝全タイプ
＝右記
全タイプ

+全
＝右記
全タイプG・S

HM M

FREED＋

HB HG B GHE G・S +全

フリード

ハイブリッド車

ガソリン車

フロント用
リア用
フロント用
リア用

08P18-TRG-010A
08P19-TRG-000A
08P18-TRE-010A
08P19-TRE-000A

フリード+

ハイブリッド車

ガソリン車

＊シートスライド時、取り外しが
必要な場合があります。

フロント用
２列目キャプテンシート＊用
２列目６：４分割タンブルシート用
フロント用
２列目キャプテンシート＊用
２列目６：４分割タンブルシート用

08P18-TDL-010A
08P19-TDL-000A
08P19-TDL-000B
08P18-TDK-010A
08P19-TDK-000A
08P19-TDK-000B

HB HG B GHE G・S

HM M

※フロアカーペットマットとの同時装着が可能です。
※運転席側のマットは、必ず専用ホルダーに固定して使用し
てください。

ＡＣコンセント
ETC車載器
LEDフォグライト
LEDルーフ照明
ＬＥＤルームランプ
USBチャージャー
アクアクリーンミラー
アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）
アドバンスドルームミラー
アルミスロープキット
アルミホイール
アルミホイール用ホイールナット
アルミホイール用ホイールロックナット
アロマモーメント
インテリアパネル
インパネイルミネーション
インパネマット
エアロバンパー
エンブレムイルミネーション
オートサイドステップ
オートデイナイトミラー
オートリトラミラー
おもてなしフォグライトシステム
カサクリップ
キーカバー
キーデコレーション
キックガード
キャリアシステム
グラブレール
クロスバー
コーナーカメラシステム（2ビュー）
コンビニフック

ア

カ
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サイドステップガーニッシュ
サイドステップガーニッシュカバー
シートカバー
シートバックグリップ
シートバックテーブル
ステアリングホイールガーニッシュ
ステアリングホイールカバー
スポーツペダル
スマートクリップ
スマートレスキュー
スライドドアウインドウメッシュ
スライドレールシステム
静電気除去プレート
セレクトノブ
センサー
センサーインジケーター
センターコンソールバッグ
タイダウンベルト
タイヤチェーン（スチールチェーン）
タブレットホルダー
チャイルドシート
吊革グリップ
テールゲートカーテン
テールゲートストラップ
テールゲートスポイラー
ドアアームレストパッド
ドアバイザー
ドアハンドルプロテクションカバー
ドアライニングイルミネーション
ドキュメントバッグ
どこリラ（クッション）
ドライブレコーダー
ドリンクホルダーグリップ
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「ナノイー」うるケア・ヴェールライト
ナビ ＆ オーディオ
　おすすめナビ
　ナビラインアップ
　ナビオプション 
　オーディオ
ナンバープレートロックボルト
ねこちゃんリッド
バーバパパコレクション
ハイケルビンバルブ
灰皿
ハロゲンフォグライト
ハンガー
ハンズフリースライドドア
ハンディークリーナー
バンパーコーナープロテクター
ハンモックテーブル
フットライト
プライバシーシェード
プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
フロアカーペットマット
フロアグリップ
フロントカメラシステム
フロントグリル
ヘッドサポートキット
ペット用品
防水シートカバー
本革巻きグリップ
マッドガード
マルチボックス
マルチユースバスケット
メロちゃんボタン
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ユーティリティフック
ユーティリティベルト
ライセンスフレーム
ラゲッジクッションマット
ラゲッジトレイ（フリード用）
ラゲッジトレイ（フリード+用）
ラゲッジネット（テールゲート部/フリード用）
ラゲッジネット（テールゲート部/フリード+用）
ラゲッジネット（フリード+用）
ラゲッジボックス
ラゲッジマット（フリード用）
ラゲッジマット（フリード+用）
ラゲッジマルチボード
ラゲッジマルチマット
ラバーマット(縁高タイプ)
ランバーフィットサポート
リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）
リアカメラ no 水滴クリーナー
リア席モニター
リアバンパープロテクションフィルム
リアワイドカメラシステム
リモコンエンジンスターター
リモコンエンジンスターターカバー
ルーフネット
ルーフラック
ロアスカート（サイド）
ロアスカート（フロント）
ロールサンシェイド
ロングアシストグリップ
ワイパーブレード（スノータイプ）
ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）
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光のアイテムパッケージ　01

・フリード（Sパッケージ装備車）用/フリード Modulo X用　08Z01-TDK-020
・フリード（Sパッケージ装備無し車）用　08Z01-TDK-010
・フリード+用　08Z01-TDK-020A

各1.7H

各2.3H

商品の詳細は
P10をご覧ください。

単品価格での合計
各¥48,600（消費税8%抜き 各¥45,000）

パッケージ価格  
各¥38,880（消費税8%抜き 各￥36,000）

1.0H＊

1.0H＊

全タイプ

フットライト（1列目〈フロント〉用） サイドステップガーニッシュ（フロント用）フットライト（2列目〈リア〉用）

ドライブレコーダーパッケージ04 商品の詳細は
P27をご覧ください。全タイプ

フロント用 リア用

ユースフルパッケージ02

08Z01-TDK-010B

商品の詳細は
P11をご覧ください。

単品価格での合計

¥21,168（消費税8%抜き ¥19,600）

パッケージ価格  
¥16,200（消費税8%抜き ￥15,000）

全タイプ

センターコンソールバッグ シートバックテーブル（１キット）インパネマット

積載パッケージ03

・FF車用　  08Z01-TDK-000C
・4WD車用 08Z01-TDK-000D

商品の詳細は
P17をご覧ください。

単品価格での合計
各¥75,600（消費税8%抜き 各¥70,000）

パッケージ価格  
各¥64,800（消費税8%抜き 各￥60,000）

全タイプ

ルーフラックラゲッジトレイラゲッジマルチボード

（FREED+用）

各0.6H

各0.6H

パッケージ価格単品価格での合計

08E30-PG3-C00¥52,920（消費税8%抜き ￥49,000） 2.3H¥54,000（消費税8%抜き ¥50,000）GPS／液晶モニター付＋リア用

08E30-PG3-D00¥56,160（消費税8%抜き ￥52,000） 1.9H¥57,240（消費税8%抜き ¥53,000）ナビ連動タイプ／駐車時録画機能付
＋リア用 1.9H

2.3H

08E30-PG3-A00¥47,304（消費税8%抜き ￥43,800） 2.3H2.3H¥48,384（消費税8%抜き ¥44,800）液晶モニター付＋リア用A
C
DD

※後方の駐車録画（衝撃検知）モードの利用には、別途「後方駐車録画キット」が必要です。

41 42●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。

上質なホワイトLEDで心地よい空間を。お得なパッケージ

お得なパッケージ

日常の「あるといいな」をセットで。お得なパッケージ

家族の荷物や趣味の道具がかしこく積める。

安心感をさらに高めるフロント・リア用のセット。

お得なパッケージ

カタログPDFの情報は2019年5月現在のものです。




