
アクセサリーカタログ 携帯アンケート実施中！

ホンダアクセスでは、携帯サイトを使ったアンケートを実施しています。
お答えいただいた方には、もれなく素敵な待ち受け画像を差し上げます。

お答えいただいた方の中から、抽選で毎月50名様に
「Hondaオリジナルグッズ」をプレゼント！

＜参加方法＞
アンケートには、以下の方法でアクセスしてください。

■QRコードを利用して、アクセスしてください。
■下記のURLからもアクセスできます。

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

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。
   https://www.honda.co.jp/C-CARD/

1414 IC19A000
1910 M

19・10～

ZE4 -110

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または「お客様相談室」まで。
株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」 全国共通・フリーダイヤル　　0120-663521 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

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。

●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10％込み）で参考価格です。
■仕様・価格は2019年10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。 https://www.honda.co.jp/ACCESS/

製造事業者

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



Style for Pride.
本当にいいモノを知る人へ。インサイトを選ぶあなたへ。

その美しさを所有する誇りを、さらに深めるためにー

選べる２つのスタイルをはじめ、多彩なアクセサリーで、

もっとあなたらしく走るインサイトヘ。
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Black Sporty Style スポーティーな魅力を、センスよく引き出す。
アルミホイールやスタイリッシュなロアスカートが調和するスタイル。

03 04

Photo：EX　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



スタイルのこだわりを、全身に込めて。
洗練されたデザインで、スポーティー感が際立つ。

ロアスカート（サイド用）
ベルリナブラック／左右セット

伸びやかに流れる造形で、サイドビューをスポーティーに演出。

全タイプ03

05 06

フロントグリルガーニッシュ
グリントブラック塗装

フロントフェイスをよりシャープで印象的な表情に。

全タイプ04

ブラックエンブレム
Hマーク2個＋車名エンブレム

クールなブラッククローム調で、スポーティーな雰囲気を。

05

ロアスカート（フロント用）
ベルリナブラック／セパレート（左右分割)タイプ

躍動感のあるシルエットで軽快な走りを予感させます。

全タイプ

1.3H¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）

01 ロアスカート（リア用）
ベルリナブラック／セパレート（左右分割)タイプ

スポーティーなデザインでリアビューに精悍さをプラス。

全タイプ02

0.8H¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）

0.9H¥44,000（消費税10%抜き ￥40,000） 08F04-TXM-000

0.2H 08F21-TXM-000¥15,400（消費税10%抜き ￥14,000） ※ボディーコートの施工前に装着してください。

※標準装備のエンブレムを取り外し装着となります。

全タイプ

18インチ アルミホイール MS-040
18×7J  PCD114.3mm  インセット45mm  切削／グリントブラック塗装

全タイプ06

※標準装備のアルミホイールを取り外し装着となります。 ※別途、215/45 R18タイヤが必要です。
※写真はアルミホイール用ホイールナット（ブラック）を装着しています。

＊アルミホイールまたはホイールナットと同時装着する場合、取付費は必要
ありません。

※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。

＊アルミホイールと同時装着する場合、取付費は必要ありません。
※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。

アルミホイール用
ホイールロックナット

全タイプ08

¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800）

¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000）
②ブラック／キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

①ブラック／キャップタイプ 4個セット

アルミホイール用
ホイールナット

全タイプ07

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
ブラック／キャップタイプ 20個セット

①

②

※ボディーコートの施工前に装着してください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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。

Photo：EX　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

ブラックスポーティパッケージ
¥110,000（消費税10%抜き ￥100,000）

全タイプ

2.9H 08Z01-TXM-000B¥101,200（消費税10%抜き ￥92,000）
※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 単品価格での合計 パッケージ価格

＋ ＋01 02 03

08F01-TXM-000 08F03-TXM-000 ※マッドガードとの同時装着はできません。

1.4H 08F20-TXM-000¥14,850（消費税10%抜き ￥13,500）

0.6H/1本 08W18-TXM-000¥46,200/1本（消費税10%抜き ￥42,000/1本）

08W42-SZT-000

08W42-SNW-000

08W42-TEA-000

●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

Black Sporty Style

0.3H＊

0.2H＊

0.2H＊

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



07 08

Premium Sporty Style さらなる上質を、存在感あるアイテムで磨く。
クロームメッキの輝きでつくる、スタイリッシュな魅力。

Photo：LX　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

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



佇まいに現れる、品の良い輝き。
見るほどに深く、惹きつけられてゆく。

ドアロアガーニッシュ
クロームメッキ／フロント・リア用左右4枚セット

フロントからリアに流れるクロームメッキのラインが
サイドビューを引き締めます。

全タイプ03

09 10

ドアミラーガーニッシュ
クロームメッキ／左右セット

クロームメッキの輝きが、ドアミラーに上質感を加えます。

全タイプ04バンパーガーニッシュ（フロント用）
クロームメッキ／左右セット

クロームメッキの輝きでフロントフェイスを引き締めます。

全タイプ

0.9H¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000） 08F23-TXM-000

01 トランクガーニッシュ
クロームメッキ

トランクエンドのラインにクロームメッキの輝きでアクセントを。

全タイプ02

0.1H¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000） 08F52-TXM-000

0.4H¥38,500（消費税10%抜き ￥35,000）

パドルライト
LEDホワイト照明(ドア開閉・Hondaスマートキーシステム連動)／左右セット

上質なLED光が、乗降時に足元を照らします。

全タイプ05

※パワーシステムがONの時（リモコンエンジンスターター作動時〈装着車の場合〉）は、解錠またはドアの開閉を行っても
点灯しません。

トランクスポイラー06

各1.7H 08F13-TXM-＊＊＊各¥52,800（消費税10%抜き 各￥48,000）
※カラーコード表★付カラーは￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。
※両端の一部はグリントブラック塗装となります。
※ボディーコートの施工前に装着してください。

LX

両サイドにあるグリントブラックのアクセントが、
リアビューをよりスポーティーに演出します。

■カラーコード表
★プラチナホワイト・パール
ルナシルバー・メタリック

NH-883P
NH-830M

＊＊＊
020
030

■カラーコード表
クリスタルブラック・パール
プレミアムクリスタルレッド・メタリック

NH-731P
R-565M

＊＊＊
050
070 ★★

コスミックブルー・メタリック
プレミアムクリスタルブルー・メタリック

B-607M
B-625M

＊＊＊
090
0D0

★スーパープラチナグレー・メタリック NH-905M
＊＊＊
0E0

※ボディーコートの施工前に装着してください。

プレミアムスポーティパッケージ
¥71,500（消費税10%抜き ￥65,000）

全タイプ

1.3H 08Z01-TXM-000A¥67,925（消費税10%抜き ￥61,750）
※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 単品価格での合計 パッケージ価格

＋ ＋01 02 03

■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。

08F57-TXM-000

0.2H 08R06-TEG-000¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000） ※ボディーコートの施工前に装着してください。 2.7H 08V27-TXM-000¥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）

●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

Photo：LX　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

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10%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。

Premium Sporty Style

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



11 12

Interior 時の深まりとともに魅せる、もうひとつの顔。
随所に施されたイルミネーションが、室内空間をやわらかく彩る。

■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。

Photo：EX・BLACK STYLE　アクセサリー装着車

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



13 14

ドアライニングカバー
ステンレス製／ブラック／フロントドア・リアドア用左右４枚セット

上質なステンレスのカバーが、乗降時のキズ付きを防ぎます。

全タイプ05 シートカバー（ハーフタイプ）
レース地／ホワイト／フロント・リアセット

レース仕立ての白色が、インテリアの清潔感をさらに演出します。

06

※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。

全タイプ

アームレストコンソール
LEDイルミネーション（キャンドルホワイト／ドア開閉・スモールランプ連動／
イルミネーションコントロール対応／左右セット）付

肘をゆったりとかけられる大型のアームレスト。
キャンドルホワイトの光がアームレストの両サイドをやさしく照らします。

04

※標準装備のフロントセンターアームレストを取り外し装着となります。

全タイプ

毛足の長い上質な風合いで、足元に高級感をプラスします。

※オールシーズン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。

フロアカーペットマット（プレミアムタイプ）
消臭・抗菌加工／ヒールパッド付／ブラック／フロント・リアセット07 防水シートカバー

ブラック／左右共用1枚売り08全タイプ

■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。 ■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

サイドステップガーニッシュ
LEDイルミネーション（キャンドルホワイト／ドア開閉連動／INSIGHTロゴ）付／
アルミ（ブラックアルマイト）製／フロント用左右セット

ドアを開けるとキャンドルホワイトに光るINSIGHTロゴが浮かび上がり、
乗り降りをエスコートします。

03

インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション
LEDイルミネーション（キャンドルホワイト／スモールランプ連動／
イルミネーションコントロール対応）／フロントドア用左右セット

スモールランプに連動して、車室内にやわらかなキャンドルホワイトの
LED光が点灯します。

全タイプ01 フットライト
LEDイルミネーション（キャンドルホワイト／ドア開閉・スモールランプ連動／
イルミネーションコントロール対応）／フロント用左右セット

ドアの開け閉めやスモールランプに連動して、前席の足元にやさしい
キャンドルホワイトの光が点灯。乗り降りをサポートします。

全タイプ02

全タイプ

※サイドシルプロテクションフィルムとの同時装着はできません。
※ボディーコートの施工前に装着してください。

取付アタッチメント

本体 （消費税10%抜き 各￥25,000）各¥27,500

合計

●合皮製／ブラック×グレーステッチ
●合皮製／ブラック×ダークグレーステッチ

Photo：EX　アクセサリー装着車

各1.5H各¥55,000（消費税10%抜き 各￥50,000）

1.1H 08E20-TXM-000¥14,300（消費税10%抜き ￥13,000） 0.7H 08E10-TXM-000¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）

0.9H 08E12-TXM-000¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000）

光のアイテムパッケージ
¥56,100（消費税10%抜き ￥51,000）

全タイプ

2.2H 08Z01-TXM-000¥53,295（消費税10%抜き ￥48,450）
※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 単品価格での合計 パッケージ価格

＋ ＋01 02 03

1.5H（消費税10%抜き ￥25,000）¥27,500 08E16-TXM-000

0.3H 08Z03-TXM-000¥22,000（消費税10%抜き ￥20,000） 0.3H 08P36-TXM-010¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）

0.2H 08P15-TXM-010¥48,400（消費税10%抜き ￥44,000）

08U89-TXM-010LXEX
08U89-TXM-030EXB

消灯時

点灯時消灯時

フロントドア用

ブラック×グレーステッチ

ブラック×ダークグレーステッチ

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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。●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

防水性素材を使用しているので、
雨や雪の日でも安心。

全タイプ

08P33-PH4-000
取付位置：運転席／助手席
※レザーシート装備車には装着できません。
※ペットシートプラスわん、マルチボックスとの
助手席での同時装着はできません。

※写真は他車種の装着例です。

¥9,900/1枚（消費税10％抜き ￥9,000/1枚）

メッシュポケット

車内の小物類を収納できる
便利なポケット。

09 全タイプ

08U10-TXM-020

取付位置：センターコンソールボックス横（助手席側）
サイズ：W約20×L約10cm

0.3H

¥3,850（消費税10％抜き ￥3,500）

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



ハイグレードスピーカーシステム
4スピーカーセット（フロント2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。

全タイプ01

フロント用
※標準装備のフロントスピーカー、フロントツィーターを取り外し装着となります。

0.8H

0.8H

ツィーターアタッチメント （消費税10%抜き ￥4,000）¥4,400 08B55-TXM-000

本体 （消費税10%抜き ￥28,000）¥30,800 08A39-1U0-900C

合計 （消費税10%抜き ￥32,000）￥35,200

トランクトレイ
縁高タイプ

濡れものや汚れものも気にせず積載できます。
取り外して水洗いが可能。

全タイプ01

¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）

トランクソフトトレイ

トランクルームをキズや汚れから守ります。
やわらかい素材なので、丸めてコンパクトに収納できます。

全タイプ02

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）

サイドシルプロテクションフィルム
クリア／フロント用左右セット

乗降時のキズ付きから保護。目立ちにくい透明タイプ。

全タイプ02

※サイドステップガーニッシュ、光のアイテムパッケージとの同時装着はできません。

ドアハンドルプロテクションフィルム
クリア／フロント・リア用左右4枚セット

爪などによるキズ付きから保護。目立ちにくい透明タイプ。

全タイプ03

リアバンパープロテクター
ステンレス製／INSIGHTロゴ付

荷物の出し入れの際のキズ付きを防ぎます。ステンレスの上質さも魅力。

全タイプ01

08U45-TXM-000
※トランクマット、トランクソフトトレイとの同時使用はできません。 ※トランクマット、トランクトレイとの同時使用はできません。

ドアエッジプロテクションフィルム
クリア／フロント・リア用左右4枚セット

乗降時のドア外縁部のキズ付きから保護。目立ちにくい透明タイプ。

全タイプ04

トランクネット

トランク内を２分割、荷物を整理するのに便利な
ネットです。二重のネットで、間に小物類も収納可能。

全タイプ04

¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）

トランクフック

トランクの上部に取り付けて、買い物バッグや
トートバッグなどを掛けられます。

全タイプ05トランクマット

¥1,650（消費税10%抜き ￥1,500） 08L96-T9P-0000.2H

消臭・抗菌加工

フロアカーペットマットと同じ素材を使用した
トランク用の上質なマットです。

全タイプ03

サイズ：W約103×L約27cm 取付位置：トランクルーム内 左右両側上部（最大2個取付可能）
許容荷重：3.0kℊ/1個

※トランクトレイ、トランクソフトトレイとの同時使用はできません。

0.2H
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Speaker

Navi Option

Trunk Items

Protection Items

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

本格的な音響空間を創造する、DDリニア テクノロジー。

インサイト専用に音響チューニングされたHonda インターナビとあいまって、
ハイクオリティーなサウンドをお楽しみいただけます。

tuned by 
DIATONE SOUND

移動時間を、より豊かな時間にする
ハイグレードスピーカーシステム。
ワンランク上の音響空間を実現するために、
スピーカー＆ツィーターのセットをアルパインと共同開発。
アルパイン独自のDDリニア磁気回路などを採用し、
ダイナミックな低域とクリアな中高域を実現。
情報量豊かな臨場感溢れるサウンドをお届けします。
また、インサイトに標準装備されたHonda インターナビの
「tuned by DIATONE SOUND」と組み合わせることによって、
その能力を最大限引き出します。

①DDリニア磁気回路
ネオジウムマグネットの磁気を、直接ボイスコイルに作用させることで
強力かつ理想的な磁気回路を実現しています。
②ダブルギャザードエッジ
独自構造により、振動板の安定性を確保しつつ、通常のロールエッジを遥かに
凌ぐ振幅を確保。大入力に対しても余裕のストロークを確保します。
③新・レイヤードハイブリッドファイバー振動板
性質の異なる3種類の極薄素材を合わせることで、極めて速いエネルギー伝達と、
速いエネルギー減衰という相反する性質を高度に両立。
理想的な振動板を実現しています。
④デュアルエミッションドライブ
2つの強力なネオジウムマグネットの駆動により、極めて広い周波数レンジで、
高解像度・ハイスピード・ハイパワーの再生を実現します。

音楽本来の姿を、楽しんでほしい。
DIATONE独自のチューニング技術を
用いることで、車室内形状とスピーカー
に合わせた最良の音響空間が実現。
かつてないリアリティーあふれる音楽
再生が、あなたを大いなる感動体験へ
といざないます。

圧倒的な臨場感を生む、「マルチウェイ・タイムアライメント」。
インサイトの車室特性を踏まえ、
各スピーカーの音を周波数ごと
に細分化し、リスナーに立体的に
音が届くようタイミングや音量を
チューニング。ライブ会場で聴くよう
な圧倒的な臨場感を実現します。

① DDリニア磁気回路
② ダブルギャザードエッジ
③ 新・レイヤードハイブリッドファイバー振動板
④ デュアルエミッションドライブ

①

②

③ ④

※DDLinearはアルパイン株式会社の登録商標です。

※「tuned by DIATONE SOUND」は、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。※「tuned by DIATONE SOUND」を選択するにはHonda販売会社でのセッティング作業が必要です。※DIATONEは、三菱電機株式会社の登録商標です。

※表示画面は他車種のものです。

■サウンド設定メニュー画面

全タイプ

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。

取付位置：グローブボックス内
※HDMI出力機器とHDMI接続コードを接続するケーブルは
付属していません。
※HDMI接続コードのコネクタは標準タイプです。
※HDMIはHDMI Licensing, LLCの商標です。

取付位置：グローブボックス内

ツィーター

〈マルチウェイ・タイムアライメントを使用した場合〉

実際のスピーカー位置 補正した仮想のスピーカー位置

デジタルTV用フィルムアンテナ
12セグ＋ワンセグ放送用 ２ch01 全タイプHDMI接続コード02 全タイプAUX接続コード

ステレオミニプラグ（φ3.5mm）タイプ03

08U45-TXM-000A

08L96-TEA-000A¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）08P11-TXM-010

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 08P04-TEA-0000.2H

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500） 08P48-TEA-0000.4H

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000） 08P01-TXM-0000.2H

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000） 08P20-TXM-0000.4H

08A41-0S0-020

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）

08A16-0N0-000

¥1,430（消費税10%抜き ￥1,300）
0.5H

1.1H

取付アタッチメント （消費税10%抜き ￥720）¥792 08B22-TLA-Y001.1H
本体 （消費税10%抜き ￥5,000）¥5,500 08A22-7S0-B10

合計 （消費税10%抜き ￥5,720）￥6,292

●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

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。

HDMI出力機器を接続するコードです。

0.5H

※ボディーコートの施工前に装着してください。 はプロテクションフィルム貼付箇所です。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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10月現在のものです。
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フロントカメラシステム
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）

全タイプ01

2.6H

2.6H

取付アタッチメント （消費税10%抜き ￥7,000）¥7,700
ライセンスフレーム(フロント用) （消費税10%抜き ￥3,500）¥3,850

本体 （消費税10%抜き ￥23,000）¥25,300

合計 （消費税10%抜き ￥33,500）￥36,850

樹木やブロック塀などで左右の見通しが悪い場所、狭い路地や駐車
場などでクルマの前方向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。

パーキングセンサー（フロント用）
センサー（2個入り）

全タイプ03
車両のフロントに設置する、2つのセンサーが障害物を感知。車両標準装備のリア用と合わせて、
さらなる安心をバックアップします。

 ・ 超音波センサーにより、車両と障害物のおおよその距離を3段階のブザー音でお知らせ。
 ・ センサーの取り付けには、バンパーと一体感のあるすっきりとした「フラッシュマウント」を採用。

メッキタイプ

※画像補正を行っているため、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。

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

全タイプ02
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。

リモコンエンジンスターター
アンサーバック機能付

全タイプ06
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。

リモコンエンジン
スターターカバー
シリコン製／マットブラック

07

手になじむマットな質感の
専用カバー。

■後退駐車サポート：

■後退出庫サポート：

■後方死角サポート：
■車線キープサポート：

※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行いながら運転
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。

裏面
使用例

表面

サイズ：直径46×厚さ18.5mm
※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。
※Hondaスマートキーは商品には含まれません。

【主な機能】 
■遠隔操作でエンジン始動／停止でき、結果はアンサーバック（LED表示と
ブザー音）で確認できます。
■外気温度に応じてエアコンが自動で動作するので、夏冬でも快適な室温に
してから乗り込めます。（冬の場合は、デフロスターやヒーテッドドアミラーも
自動でONするので、ガラスについた霜を落とす時間が節約できます）
■リモコンエンジンスターター始動中、車両キーを所持していればエンジンや
エアコンを停止することなくスムーズに乗車・走行できます。
■暖機時間の切り換えができます。（10分／20分／30分）
■受信アンテナはインダッシュタイプを採用。車内もスッキリです。
■バッテリー残量警告付きです。（LED表示とブザー音）

〈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。

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）

LEDフォグライト
LEDフォグライト（15.3W〈片側〉）＋フォグライトガーニッシュ／
左右セット（取付アタッチメント含む）

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。

LX04

点灯時 消灯時

■感知範囲イメージ

2.6H
※センサーと障害物との距離が約20cm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。※パーキング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。安全のためパーキング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。

※カラーコード表★付カラーは￥1,100（消費税10％抜き ￥1,000）高となり、表示価格には
含まれません。

※パーキングセンサーの取り付けには、専用工具が必要です。
※フロント用のブザー音と、リア用のブザー音の音色は異なります。
※フロント用、リア用のパーキングセンサースイッチは、個別に
ON/OFF設定できます。

■INSIGHTパーキングセンサー比較表

オプション

Driving Support

おもてなしフォグライトシステム

暗闇での自車前方をフォグライトで明るく。

全タイプ05

0.5H¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）

※LEDフォグライト装備無し車の場合、別途LED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。※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。※リモコンエンジンスターター装着車の場合、リモコンエンジンスターター始動中はおもてなし
フォグライトシステムの機能を利用できません。

■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。フォグライトはパワースイッチオンにも連動
して消灯します。

■降車時、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。

他車種の使用イメージ

●ライセンスフレーム：メッキタイプ用

※新車パッケージまたは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。 ※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

取付アタッチメント （消費税10%抜き ￥7,000）¥7,700
ライセンスフレーム(フロント用) （消費税10%抜き 各￥4,500）各¥4,950

本体 （消費税10%抜き ￥23,000）¥25,300

合計 （消費税10%抜き 各￥34,500）各￥37,950
ベルリナブラックタイプ

●ライセンスフレーム：ダーククローム調メッキタイプ／ベルリナブラックタイプ用

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。

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。

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。

■後退駐車サポート

〈画面表示〉

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。

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。

■後退出庫サポート
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。

■後方死角サポート
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。

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。

■車線キープサポート

〈画面表示〉 〈画面表示〉 〈画面表示〉

08B75-TXM-A00C

08A75-PF6-000

08B75-TXM-A00C

08A75-PF6-000

08P25-PD1-000A

08P25-PD1-010C
ダーククローム調メッキタイプ 08P25-PD1-000B

0.9H

取付アタッチメント （消費税10%抜き ￥5,000）¥5,500 08E92-TXM-A000.9H
本体 （消費税10%抜き ￥25,000）¥27,500 08E91-TLA-000

合計 （消費税10%抜き ￥30,000）￥33,000

08U08-PG0-010A

1.8H 08V31-TXM-000¥69,300（消費税10%抜き ￥63,000）

08V75-PD7-000E

2.2H取付アタッチメント （消費税10%抜き ￥16,000）¥17,600 08V66-TXM-000A

本体 （消費税10%抜き 各￥8,000）各¥8,800 08V67-E8M-＊＊＊＊

合計 （消費税10%抜き 各￥24,000）各￥26,400 各2.2H

★
★
★

★
★ スーパープラチナグレー・メタリック

ルナシルバー・メタリック
クリスタルブラック・パール
プレミアムクリスタルレッド・メタリック
ルーセブラック・メタリック
プラチナホワイト・パール
コスミックブルー・メタリック
プレミアムクリスタルブルー・メタリック

NH-830M
NH-731P
R-565M
NH-821M
NH-883P
B-607M
B-625M
NH-905M

020K
040K
050K
0F0K
0T0K
0Z0K
0H0J
0K0J

＊＊＊＊■カラーコード表

センサー位置

●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

1.3H

取付アタッチメント （消費税10%抜き ￥4,000）¥4,400 08B78-E5X-A011.3H
本体 （消費税10%抜き ￥20,000）¥22,000 08A78-1X0-000

合計 （消費税10%抜き ￥24,000）￥26,400

約60～45

約45～35

約35以下

センサー感知範囲（単位：cm） ブザー音

遠距離
中距離
短距離

ピッピッピッ（やや遅い断続音）

ピピピピピ（速い断続音）

ピー（連続音）

■パーキングセンサー感知範囲

なし

なし

ナビ画面表示

マルチインフォメーション・
ディスプレー表示

フロント用
（アクセサリー）

あり

あり

リア用
（車両標準装備）

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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。

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

各2.6H

ホームページで動画を
ご覧いただけます。

※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。

取付位置：ライセンスフレーム部
※写真は他車種の装着例です。 

ガイド線表示： ①カメラから約50cm　②カメラから約15cm
③車両の幅（サイドミラー含まず）＋約25cm

ワイドビュー

ノーマルビュー

ガイド線表示： ①カメラから約1m　②カメラから約50cm
③車両の幅（サイドミラー含まず）＋約25cm

シースルービュー

駐車場などでの前への幅寄せもサポート。

フロントノーズを少し出すことで
左右から来るクルマや人を確認可能。

ガイド線でクルマの幅がわかるので、
狭い道ですれ違う時にも安心して
クルマを寄せられます。

インストルメントパネルのイメージとカメラ映像を重ね、
見えにくい場所にある物への注意を促します。

視野範囲
イメージ

視野範囲
イメージ

視野範囲
イメージ

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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Driving Support

●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、コネクタ部が露出する部分があります。●本体を
グローブボックスに装着時、収納物が本体やコネクタ部に当たらないようご注意ください。本体やコネクタ部が破損するおそれがあります。●ドアの開閉によりG（衝撃）を検知して記録する場合があります。また、本体をグローブボックスに装着時、グローブボックスの開閉によりG（衝撃）を検知して記録
する場合があります。●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。

ドライブレコーダー（フロント用） DRH-204VD
ナビ・スマートフォン連動タイプ／駐車時録画機能付／カメラ別体型〈取付アタッチメント含む〉

駐車時も安心。前後同時録画（オプション）に対応した高画質ナビ・スマートフォン連動モデル。

01

1.7H
¥42,900（消費税10%抜き ￥39,000）

08E30-PF7-A00A 

全タイプ

カメラ取付位置：運転席側／
本体取付位置：グローブボックス内　
※3 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※11 ※13 ※14

再生イメージ

micro SDカード
（32GBまたは16GB）

本体

カメラ

SDカード
変換
アダプター

ドライブレコーダー（リア用） 
DRH-194SG GPS付〈取付アタッチメント含む〉

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。

06 全タイプ

後方駐車録画キット07

取付位置：リアウインドウ上部中央
※1 ※2 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 
※11 ※12 ※15 ※16

駐車録画（衝撃検知）モードをプ
ラスする追加キット。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。

■駐車録画（衝撃検知）モード

micro 
SDカード
（8GB）

本体

SDカード
変換アダプター

ドライブレコーダー（フロント用） DRH-197SM
GPS／液晶モニター／駐車時録画機能付〈取付アタッチメント含む〉

駐車時も安心。水平130°の記録が可能な広角・高画質モデル。

05 全タイプ

取付位置：運転席側
※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9
 ※11 ※15 ※16 micro SDカード

（16GB）

本体

SDカード
変換アダプター

＊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。
■イラストは説明のためのイメージです。

衝撃を検知すると自動で録画！
駐車時

パワースイッチオフ パワースイッチオン

衝撃
録画 衝撃監視 衝撃監視 録画　録画 ＊1 ＊2

（約30秒間）

DRH-194SG用オプション

※1 別途クリップ（91561-TA5-A11）が1個必要です。※2  雨や雪などがリアガラスに付着して後方の状況が記録できない場合があります。※3 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。※4 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。※5 本機は、micro SDカードへの常時記録／上書き型のドライブレコーダーです。micro SDカードの記憶容量が一杯になると古い動画から消して
新しい動画を記録（上書き）します。※6 G（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。※7 記録した動画／静止画を残したい場合は、micro SDカードを抜いてパソコンなどに保存していただく必要がありますのでご
注意ください。※8 必ず各ドライブレコーダー同梱のmicro SDカードをご使用ください。DRH-204VD用オプションの追加用micro SDカード 32GBは、他のドライブレコーダーでは使用できません。※9 GPS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。※10 後方駐車録画キットと同時装着しない場合、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。※11 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。※12 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。※13 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。※14 パワースイッチオン時、停車中かつ録画中のみ、本機とスマートフォンをWi-Fi接続できます。ナビからドライブレコーダーの操作をおこなうとWi-Fi接続は切断されます。 ※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。また、ドライブレコーダー（リア用）で録画した動画はドライブレコーダー（フロント用）では再生できません。 ■iOSは、Ciscoの米国および他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ■ App Store
は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■ AndroidおよびGoogle Playは、Google, LLCの商標です。 ■ Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

ナビ画面再生イメージ

ドライブレコーダーパッケージ 全タイプお得な
パッケージ

「ナノイー」うるケア・ヴェールライト
※「ナノイー」はパナソニック株式会社の技術です。

全タイプ01

取付位置：LEDルームランプ部　サイズ：直径180mm　ルーフからの厚み：約45mm
※標準装備のLEDルームランプを取り外し装着となります。
※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。
※「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
※「ナノイー」について、詳しくはパナソニック株式会社のホームページをご覧ください。
※写真は他車種の装着例です。

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

全タイプ02

取付位置：LEDルームランプ部　サイズ：L192×W130×H33mm
※標準装備のLEDルームランプを取り外し装着となります。
※LEDルーフ照明、「ナノイー」うるケア・ヴェールライトとの同時装着はできません。
※写真は他車種の装着例です。

イオンの力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。

アロマモーメント 全タイプ05
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。
●ディフューザーキット

●エッセンシャルオイル（5mL）

※照明は、常時点灯モードと点滅モードに切り換えができます。
※ディフューザーの保証期間はお買い上げ日より1年間（2万kmまで）です。
※エッセンシャルオイル、オイルパッドは、消耗品のため保証の対象にはなりません。

キット内容
・ディフューザー（オレンジLED照明付／1個）
・エッセンシャルオイル（5mL）
・オイルパッド（装着済1枚／交換用3枚）

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

●交換用オイルパッドセット（5枚セット）

※消耗品のため保証の対象にはなりません。
※オイルの種類を変える場合や、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。

追加用

※エアーアロマ 　 は、air aroma社の商標です。　※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。　※詳しくは専用カタログをご覧ください。 

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。

クルマの中でエステ気分
お肌や髪にやさしい水に包まれた弱酸性の
「ナノイー」を放出し、室内を爽やかな環境に
導きます。

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。 イオン放出・LEDルーフ照明点灯イメージ「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。

オレンジLED照明点灯イメージ

Comfort Items

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

全タイプ03

取付位置：LEDルームランプ部
※標準装備のLEDルームランプを取り外し装着となります。
※「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。
※写真は他車種の装着例です。

※標準装備のバルブを取り外し装着となります。

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。

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

全タイプ04
白色光でトランクルーム内を照らします。

面発光ライト スポットライト LEDランプ 標準ランプ

ブルーイルミネーション

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000） 2.4H¥58,300（消費税10%抜き ￥53,000）
単品価格での合計 パッケージ価格

＋01 02DRH-204VD（32GBキット） 後方録画カメラ

1.4H 08E30-PH2-000

¥27,500
（消費税10%抜き ￥25,000）

08E31-PF7-000¥9,350（消費税10%抜き ￥8,500）

1.0H 08E30-PG3-000

¥27,500
（消費税10%抜き ￥25,000）

0.6H＊ 08E30-PG3-000A

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）

＊DRH-194SG、ドライブレコーダーパッケージと同時
装着する場合、標準取付時間は　　  となります。0.1H

1.2H

1.2H

取付アタッチメント （消費税10%抜き ￥3,000）¥3,300 08R75-E5A-000A

本体 （消費税10%抜き ￥25,000）¥27,500 08R75-E5A-000

合計 （消費税10%抜き ￥28,000）￥30,800
0.2H

0.2H

サブハーネスアタッチメント （消費税10%抜き ￥500）¥550 08E14-T4R-000

本体 （消費税10%抜き ￥17,200）¥18,920 08R75-E0H-A00

合計 （消費税10%抜き ￥17,700）￥19,470

0.2H

0.2H

サブハーネスアタッチメント （消費税10%抜き ￥500）¥550 08E14-T4R-000

本体 （消費税10%抜き ￥12,000）¥13,200 08E13-E81-010

合計 （消費税10%抜き ￥12,500）￥13,750

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）08E13-E4A-A00

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

A00
B00
C00

X03
X04
X05

＊＊＊ ＊＊＊■エッセンシャルオイル
ラベンダー ドロップ
ピンキー ロゼ
ピュア ハーブ

D00
E00
F00

X06
X07
X08

＊＊＊ ＊＊＊

各¥3,080（消費税10%抜き 各￥2,800）08R72-E3G-＊＊＊
各¥1,540（消費税10%抜き 各￥1,400）08CUC-＊＊＊- 0S0

¥330（消費税10%抜き ￥300）08R72-E3G-G00

08E30-PF7-A00C

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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。

＊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。07

¥55,000（消費税10%抜き ￥50,000） 2.4H¥53,900（消費税10%抜き ￥49,000）
単品価格での合計 パッケージ価格

＋05 06DRH-197SM DRH-194SG＊
08E30-PG3-E00

●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

■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。

●32GBキット

1.7H
¥39,600（消費税10%抜き ￥36,000）

08E30-PF7-A00B

●16GBキット

後方録画カメラ02
DRH-204VD用オプション

取付位置：リアウインドウ上部中央　※1 ※2
＊DRH-204VDと同時装着する場合、標準取付時間は  　　  となります。

1.2H＊ 08E30-PF7-000A¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000）

追加用 micro SDカード 32GB
（変換アダプター付）03

0.7H

DRH-204VD ／ 後方録画カメラ01 02 DRH-197SM05DRH-189N04 DRH-194SG06

後方の録画と駐車時録画モードをプラスする追加キット。
前方の映像と同期した後方の映像が録画できます。

　後方録画カメラ

本機で録画した動画の再生や、本機の設定変更がスマート
フォンでおこなえます。App StoreもしくはGoogle Playストア
で「withDR」を検索し、インストールしてください。

スマートフォンアプリ「withDR」

※本機とiPhoneまたはAndroidスマートフォンとのWi-Fi接続が必要です。
※動作確認済みのバージョンは、iOS 10.3以降/11/12、Android 6.0/7.0/
 7.1/8.0/9.0です。

ドライブレコーダー（フロント用） DRH-189N
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〉

駐車時も安心。2つの駐車時録画モ－ドを搭載した高画質ナビ連動モデル。

04

1.1H

¥30,800
（消費税10%抜き ￥28,000）

08E30-PA2-B01

全タイプ

取付位置：運転席側
※3 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 
※11 ※13 ※16

micro 
SDカード
（16GB）

本体

SDカード
変換アダプター

ナビ画面再生イメージ

在庫無くなり次第販売終了

〇〈衝撃検知〉（オプション）

フロント用 リア用

1920×1080（高画質／標準モード）  1280×720（長時間モード）

約300万画素
HDR

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）

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
10件

MOV（動画）／ JPEG（静止画）
27FPS

幅 約7.9×長さ 約4.8×高さ 約2.2cm

̶

̶
Windows 7/8.1/10
専用ビューアーソフト

〇〈パワースイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920╳1080

約400万画素
HDR

約80分（高画質モード）
約160分（標準モード）

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

MP4（動画）
30FPS

幅 約6.5×長さ 約6.5×高さ 約3.7cm

2.4インチ

̶
Windows 7/8/8.1/10
専用ビューアーソフト

〇〈パワースイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920×1080（標準モード） 1280×720（長時間モード）

約200万画素
HDR

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

MP4（動画）／JPEG（静止画）
30FPS（フリッカーレス撮影機能付）
幅 約6.8×長さ 約10.3×高さ 約2.5cm
幅 約4.0×長さ 約7.0×高さ 約5.2cm ̶ ̶ ̶

̶

〇
Windows 7/8.1/10
専用ビューアーソフト

〇〈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

約260分（高画質モード）
約350分（標準モード）

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

MP4（動画）／JPEG（静止画）
28FPS

幅 約5.5×長さ 約8.4×高さ 約3.6cm

̶

̶
Windows 7/8/8.1/10

付属の専用ビューアーソフト

件数

推奨OS
再生ソフト

駐車時録画
画像サイズ

117°（水平）×63°（垂直）130°（水平）×73°（垂直）128°（水平）×70°（垂直） 117°（水平）×70°（垂直）画角
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）
記録方式
フレームレート

サイズ
本体
カメラ（別体）
液晶モニター

スマートフォン連動（Wi-Fi接続）
〇（本体内蔵GPS機能）〇（本体内蔵GPS機能）〇（ナビ内蔵GPS機能） 〇（ナビ内蔵GPS機能）自車位置記録

パソコン動作
環境

SDカード
32GB
SDカード
16GB

約660分／約330分＊（標準モード）
約1110分／約550分＊（長時間モード）
約290分／約140分＊（標準モード）
約510分／約250分＊（長時間モード）

＊オプションの後方録画
　カメラ装着時

■駐車時録画モード

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

①駐車後も録画を継続！ ②衝撃を検知すると自動で録画！
駐車時

パワースイッチオフ パワースイッチオン

衝撃

＊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。
　DRH-204VDの場合、パワースイッチオフの約30秒後（1分後／3分後に変更可）から録画を開始します。

＊2 衝撃を検知すると、　　  　  は約4秒後、　 は約5秒後から約60秒間の動画を最大10件まで記録します。
※DRH-204VDと後方録画カメラを同時装着した場合、前方と後方の動画を同時に記録します。
■イラストは説明のためのイメージです。 

01 04 0502

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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Key Cover

Pet Items

キーカバー
樹脂製

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 全タイプ

スマートキーケース
本革製／ブラック／キーホルダー・カードケース付

高級感のある本革仕様のキーケースです。

03

ペットシートプラスわん01

全タイプ

アンティーク
パリ

シルバー
カーボン

ハワイアンコスメティックビジュー
フラワー

ビビッド
ラブ

コズミック
ギャラクシー

サイバー
エントリー

（表面）

みけねこ スノー
フラワー

マーブル
フラワー

カモフラージュ

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。 ※キーカバー（シリコン製）、スマートキーケース、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。 ※写真は他車種キーの装着例です。

各¥4,400（消費税10%抜き 各￥4,000）
●デラックス ●スタンダード

キーカバー
シリコン製

スマートキーを傷から守る、マットな質感。4色からお選びいただけます。

02 全タイプ

マット
ブラック

スウィート
ピンク

アクセント
イエロー

マット
ネイビー

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。
※キーカバー（樹脂製）、スマートキーケース、
ペットキーカバー（肉球）との同時装着はでき
ません。

※写真は他車種キーの装着例です。

わんこの飛び出しを防ぐ、ペットのための快適空間。

※チャイルドシート、ペットシートサークルとの同一座席での同時装着はできません。※防
水シートカバー、マルチボックスとの助手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）とのリア席（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。※シート座面の温度が高い場合、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。※リア席の中央座席は、座面形状の
特性上、安定性が確保できないおそれがあるため使用しないでください。※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。

※Hondaスマートキーは商品には含ま
れません。

※キーカバー（樹脂製／シリコン製）、
ペットキーカバー（肉球）との同時
装着はできません。

※リモコンエンジンスターターのリモ
コンはスマートキーケース内に収納
できません。

取付位置：助手席、リア席（中央座席を除く）　サイズ：W約35×L約45×H約40cm

全タイプ

ペットエンブレム04
わんこがいることを、かわいらしくアピール。

全タイプ

ペットシートサークル
表面撥水加工／小・中型犬用（25kgまで）02

中型犬もゆったり乗れる、広々空間。
メッシュエリアからわんこの様子も見られます。

※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。※スマート
クリップ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）とのリア席（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。

取付位置：リア席　サイズ：W約54×L約85×H前方約38cm、後方約58cm

全タイプ ペット車外飛び出し防止リード03
クルマからの飛び出しなどを防ぎます。

全タイプ

メッシュカバー閉 メッシュカバー開

飛び出し防止
リードフック

ペットキーカバー （肉球） 
本体：樹脂製／肉球部：シリコン製05

肉球の感触も楽しめるキーカバー。

全タイプ

くろ しば しろ

※ボディーコートの施工前に装着してください。詳しくは、販売会社にご相談ください。※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。

装着イメージ

Child Seat

前向き装着

後ろ向き装着

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。

i-Sizeチャイルドシート 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

準汎用型型式指定番号 129R-000001E43

型式指定番号 44R-040006E43型式指定番号 04443812E4

型式指定番号 44R-040004E43

●身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、お子様の身体への負担を軽減します。

●シートの座面を保護するクッション

オプション

新安全基準「UN-R129」適合のチャイルドシートです。時代のニーズに
応えた安全性を備え、大切なお子様へより安全な環境をお届けします。

お子様の体格によるご使用の目安

■お選びの際には、お子様を実際に座らせるなどして体格にあったものをお選びください。
注1：お子様の身長が71cm以上、かつ月齢が15ヶ月を超えるまでは、前向きで使用しないでください。
注2：〈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エアバッグから出来るだけ遠ざけて取り付けてください。
※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。※チャ
イルドシートはリコールの対象となるため、Hondaでは登録カードを使ってお客様の情報を把握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。

チャイルドシート適用表

乳児用
後ろ向き装着

幼児用
前向き装着

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。

※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。

※チャイルドシートとの同一座席での同時装着はできません。 ※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。

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

Honda Baby ＆ Kids i-Size
（サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用）01

スタンダード
（乳児用・幼児用兼用）03

ネストクッション
（スタンダード用）05 シートカバークッション

（シートベルト固定タイプに適用）06

Hondaジュニアシート
（学童用）

04

Honda ISOFIX Neo
（サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用）02

全タイプ 全タイプ

全タイプ

ボディーコート 詳しくは販売会社へお問い合わせください。

ホンダアクセスの
『プレミアム グラスコーティング ハイドロフォビック』

取付位置：リア席ISOFIXチャイルドシート ロアーアンカレッジ部
※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
クルとの同時使用が可能です。※ISOFIXチャイルドシート ロアー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。

●Ｓサイズ（小型犬用） ●Ｍサイズ（中・大型犬用）

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

超小型犬２匹または小型犬１匹用／
表面撥水加工／飛び出し防止リードフック付

Hondaジュニアシート

Honda
ISOFIX Neo

スタンダード

Honda Baby ＆ Kids i-Sizei-Sizeチャイルドシート

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

品　名
左右席助手席

後部座席前部座席

前向き 後向き 前向き 後向き
中央席

前向き 後向き

（乳幼児用）
（乳児用）
（幼児用）
（乳児用）
（幼児用）
（学童用）

×
×
×
×
 ×注2

 ×注2

×
×
×
×
×
×

○注1

×
○
×
○
○

○
○
×
○
×
×

×
×
×
×
○
○

×
×
×
○
×
×

08F44-PG0-＊＊＊＊

各¥3,300（消費税10%抜き 各￥3,000）
08F44-PG0-＊＊＊＊

各¥1,650（消費税10%抜き 各￥1,500）
08U08-PG0-＊＊＊

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）08U08-T3W-010

●ブルー 08Z41-E6K-010F
●グレー 08Z41-E6K-020F

各¥19,800（消費税10%抜き 各￥18,000）
●ブルー 08Z41-E9G-A10
●グレー 08Z41-E9G-A20

各¥25,300（消費税10%抜き 各￥23,000）

片側に持ち手があるので、お散歩のときにも使えます。
サイズ：W約2×L約27～40cm（長さ調節可能）
08Z41-E6K-000C
¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）

サイズ：W約2×L約68～110cm（長さ調節可能）
08Z41-E6K-000D
¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）

メッキ調 サイズ：W約16×L約6cm

●Honda Dogデザイン

08Z41-E9G-000A
¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）

サイズ：W約14.5×L約5cm

●ほねデザイン

08Z41-E6K-000G
¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800）

1シートサイズ：W約9×L約7.5cm
1個サイズ：W約4.6×L約4.3cm

●肉球デザイン（1シート2個入り）

08Z41-E6K-000H
¥2,200（消費税10%抜き ￥2,000）

●くろ 08Z41-E9G-010C ●しば 08Z41-E9G-020C ●しろ 08Z41-E9G-030C

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。※「くろ」と「しろ」は2トーンではありません。
※キーカバー（樹脂製／シリコン製）、スマートキーケースとの同時装着はできません。

各¥4,400（消費税10%抜き 各￥4,000）

●ISOFIXロアーアンカレッジ固定タイプ
●装着が簡単な、本体／ベース分離タイプ
●Hondaブランドを表現したデザイン
●通気性にすぐれたメッシュ素材を採用
●リクライニング機構（1段階・前向きのみ）
●洗えるシートカバー

08P90-E9T-000
¥121,000（消費税10%抜き ￥110,000）

●ISOFIXロアーアンカレッジ固定タイプ
●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
●洗えるシートカバー

08P90-E2P-001
¥77,000（消費税10%抜き ￥70,000）

●難燃性素材使用
●5点式ハーネス採用
●洗えるシートカバー

08P90-E1B-000¥34,650（消費税10%抜き ￥31,500）
●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
●洗えるシートカバー

08P90-E4R-002A¥40,700（消費税10%抜き ￥37,000）

08P90-E1B-000A¥4,950（消費税10%抜き ￥4,500） 08P90-SR4-C01¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000）

■デザインコード表
ビジューフラワー
コスメティック
ビビッドラブ
コズミックギャラクシー
アンティークパリ
シルバーカーボン

010F
020F
030F
040F
010E
020E

ハワイアン
サイバーエントリー
みけねこ
スノーフラワー
マーブルフラワー
カモフラージュ

030E
040E
050E
060E
070E
080E

＊＊＊＊ ＊＊＊＊

■デザインコード表
マットブラック
スウィートピンク
アクセントイエロー
マットネイビー

010
020
030
040

＊＊＊

新車時の輝きを長く保ち、メンテナンスの手間も軽くするボディーコート。

※撥水写真はイメージです。効果の目安は使用状況・環境により異なります。

ボディー表面に被膜を形成することで、ワックスよりも高い耐久性をもち、新車時のような輝きを長期間保つことができます。
また被膜により汚れがつきにくく、簡単に落とすことができます。

新車の美しさを長期間維持。
光沢感・滑水性・防汚性・耐久性、すべてにおいてバランスのとれた撥水タイプ
ボディーコートです。
ガラス被膜で、汚れがつきづらく、深みのある光沢感が長期間持続します。

■新車施工後、年1回の無料点検をお受けいただくことで、向こう1年間ずつ（最長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
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。■ボディーコート施工後には装着できないアクセサリーがありますので、各アクセサリーの注意事項をご確認ください。

■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。

ハイドロフォビック施工後イメージ 日頃のお手入れができるメンテナンスキット付き

ブルー

グレー

ブルー

グレー

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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。●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

※〔 　　 〕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。※装着カットは、すべて他車種の装着例です。01 02 詳しくは専用カタログをご覧ください。

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

Others

2 3

4 5 76

1

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。
￥1,100（消費税10%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。
￥1,320（消費税10%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。
￥1,760（消費税10%抜き ￥1,600） 
300mL（08CDE -A030M1）

6

クルマ長持ちケミカル・・・クルマをいつまでも大切に

　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。
￥1,320（消費税10%抜き ￥1,200）
80mL（08CBC-X010S1）

4

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

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

タイヤチェーン
（スチールチェーン）

¥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）

※スタッドレスタイヤには装着できません。
※タイヤサイズを確認してお買い求めください。

全タイプ

●215/55R16、215/45R18タイヤ用

¥23,100（消費税10%抜き ￥21,000）
●215/50R17タイヤ用

どこリラ（クッション）全タイプ アルミホイール用
ホイールロックナット

全タイプ

①キャップタイプ ４個セット

¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800）

＊アルミホイールまたはホイールナットと同時装着する場合、
取付費は必要ありません。

※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。

※撥水ガラスコート施工処理車専用ワイパー
ブレードラバーです。※撥水ガラスコートの施工
について詳しくは、販売会社にご相談ください。

収納ケース 全タイプ

ワイパーブレード
（撥水ブレードラバー）

全タイプ

0.1H

0.1H

ワイパーブレード
（スノータイプ）

全タイプ

¥7,150（消費税10%抜き ￥6,500）
●運転席側用

¥4,950（消費税10%抜き ￥4,500）
●助手席側用

合皮製

いざという時に役立つセットアイテムです。
防災安心セット

停止表示板
収納に便利な折りたたみ式。

¥2,640（消費税10%抜き ￥2,400）

レスキューマンⅢ
いざという時の救出・脱出ツールです。

¥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）
※取付台のはがれ等は保証の対象にはなりません。

運転席側用＋助手席側用セット
ワイパーブレードセット（スノータイプ）

単品価格での合計

¥12,100
（消費税10%抜き ￥11,000）

セット価格
¥10,890
（消費税10%抜き ￥9,900）

全タイプ

アシストグリップ
（ヘッドレスト取付仕様）

両手でつかまりやすい形状。
乗降時にも役立ちます。

全タイプ

¥16,610（消費税10%抜き ￥15,100）
取付位置：助手席ヘッドレスト部
※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。
※ペットシートサークル、ペットシートプラスわんとのリア席（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。
※写真は他車種の装着例です。

吊革グリップ

腕を高く上げなくても楽に握れるから、
走行時に揺れても安心です。

全タイプ

¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800）
取付位置：リアグラブレール部　
※ペットシートサークル、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。

※走行中の姿勢の保持が目的であり、乗降の際の補助を目的としたものでは
ありません。

※写真は他車種の装着例です。

※タブレットホルダー、ハンガーの装着にはスマートクリップが必要です。※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。
※写真は他車種の装着例です。

タブレットホルダー
リア席でタブレット端末のコンテンツが
快適に楽しめます。ホルダー回転機構付き。

全タイプスマートクリップ
タブレットホルダー、ハンガーを装着する
ベースです。角度調整機構付き。

全タイプ ハンガー　
ジャケット、ショートコート等を
キレイに掛けられます。

全タイプ

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000）
許容荷重：1.0kg
※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。

本革巻きグリップ（グラブレール）
左右共用1個売り

握ったときの安心感を高める本革二重貼り。

全タイプ

グレー／コートフック無しタイプ

グレー／コートフック有りタイプ

折りたたみ時

①

②

展開時

お得な
セット

※標準装備のグラブレールを取り外し装着となります。※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。※本革巻き部分のカラーはブラックのみとな
ります。※推奨カラー：グレー　　    ／ベージュ               。　　　は、推奨カラーを
選択した場合でも、内装ルーフ色とは色味が異なります。※写真は他車種の装着例
です。

EXB EXBLXEX

08U95-E9V-000A 08U95-E9V-000B

¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000）
取付位置：運転席・助手席ヘッドレスト部 

08U08-E6J-010 ¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000）
〈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

08U08-E6J-010A 08U08-E6J-010B

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。
¥3,630（消費税10%抜き ￥3,300）
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。

08R63-E7C-010

助手席を便利な収納場所に。脱着も容易。 
¥5,720（消費税10%抜き ￥5,200）
取付位置：助手席
収納部サイズ：W約31×D約37×H約22.5cm
※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鳴る場合が
あります。ブザーは一定回数を超えると止まります。

※写真は他車種の装着例です。

マルチボックス（ブラウン） 全タイプ

08U13-E3E-A00

②キャップタイプ ４個セット（マックガード社製）

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000）
08W42-SJK-002A

08W42-SR3-E00

取り外したナットを
収納するケースです。
¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
08W42-TF0-000

08T01-621-003

08T01-721-A02

ボディカバー
Hマーク付

¥18,700（消費税10%抜き ￥17,000）

純正ならではのジャストフィット
サイズです。

08P34-TXM-000

¥7,920（消費税10%抜き ￥7,200）

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

08Z47-PC1-A00A
●1人用

¥11,880（消費税10%抜き ￥10,800）
08Z47-PC1-A00B

●2人用

¥15,840（消費税10%抜き ￥14,400）
08Z47-PC1-A00C

●3人用

08M09-S2K-001 08Z26-E8E-000

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。

¥1,320（消費税10%抜き ￥1,200）
※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。

08Z47-PC1-A00D

除菌・消臭剤（持続タイプ）
除菌・消臭効果が持続します。

※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。

¥1,298（消費税10%抜き ￥1,180）
08Z47-PC1-A00E

わさびd’air（デェール）
カーエアコン用消臭抗菌剤です。

¥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）
※消耗品のため保証の対象にはなりません。
＊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。

0.1H＊

08R79-E7S-001

08T22-TV8-001A

08T22-E7J-001A

08T22-TV8-001
¥1,760（消費税10%抜き ￥1,600）
●助手席側用

¥2,090（消費税10%抜き ￥1,900）
●運転席側用

08T24-T5A-000

08T24-TEA-000

●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

01 02 03

13

16

ランバーフィットサポート 全タイプ

シートと身体のすきまを埋め、
あなたの腰をサポートします。 
¥10,780（消費税10%抜き ￥9,800）
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※体型に合わせて成型・硬化させるため、成型後は元に戻らなくなります。
※販売会社にて商品のご確認、または説明を受けた上でご購入ください。
※写真は他車種の装着例です。

08R31-ES1-001

11

14 15

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。
¥10,978（消費税10%抜き ￥9,980）
サイズ：88×68×221mm
※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。

ハンディークリーナー
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

08U54-PA4-0M0

12

09 静電気除去プレート
運転席・助手席共用１個売り

全タイプ

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。
¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）
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）
※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。
※ボディーコートの施工前に装着してください。

0.1H 08R73-PA1-000

10

04

07

05 06

08

01 02 03 04

05 06 07 08

09

暗がりでも使いやすい
LEDライト搭載

点灯イメージモーター駆動回転ブラシ
1210

13

11

14 15 16

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

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。
¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）
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。※写真は他車種の装着例です。

スマートレスキュー 全タイプ

08U95-PC9-000E

各¥4,400（消費税10%抜き 各￥4,000）
●コートフック無しタイプ

各0.1H
08U95-E7R-021Aグレー 08U95-E7R-011Aベージュ

取付位置：フロント・リア

各¥4,620（消費税10%抜き 各￥4,200）
●コートフック有りタイプ

各0.1H
08U95-E7R-021Bグレー 08U95-E7R-011Bベージュ

取付位置：リア

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。
￥660（消費税10%抜き ￥600）
600mL（08CBA-A060S0）

　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｡
￥1,540（消費税10%抜き ￥1,400）
420mL（08CBZ-A010L1）

2

クルマ美しケミカル・・・新車の輝きをいつまでも 

　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。
3

ルナシルバー・メタリック（08C52-TNH830M）
クリスタルブラック・パール（08C52-TNH731P）
コスミックブルー・メタリック（08C52-TB607M）
ルーセブラック・メタリック（08C52-TNH821M）
各￥770（消費税10％抜き 各￥700）各15mL

プレミアムクリスタルレッド・メタリック（08C52-TR565M）
プラチナホワイト・パール（08C52-TNH883P）
プレミアムクリスタルブルー・メタリック（08C52-TB625M）
スーパープラチナグレー・メタリック（08C52-TNH905M）
ベース色／トップ色2本セット 各15mL
各￥1,430（消費税10％抜き 各￥1,300）

※イラストは説明のためのイメージです。

ホームページで動画を
ご覧いただけます。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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。

0.2H＊

0.2H＊

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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フロアカーペットマット （プレミアムタイプ） 
消臭・抗菌加工／ヒールパッド付／ブラック／フロント・リアセット01 全タイプ

毛足の長い上質な風合いで、足元に高級感をプラスします。

ナンバープレートの盗難を抑止する
オシャレアイテム。

ドアバイザー
ステンレスモールタイプ／フロント・リア用左右４枚セット03 全タイプ

ライセンスフレーム05 全タイプ ナンバープレートロックボルト
3本入りセット／ボルト長：20mm（マックガード社製）06 全タイプ

車内の換気に効果を発揮する、便利アイテム。

フロント用

オールシーズンマット
縁高タイプ／樹脂製／ブラック02 全タイプ

濡れた靴の水、汚れなどからフロアを守ります。

マッドガード
フロント・リア用左右4点セット04 全タイプ

＊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。

■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。

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）

＊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。
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

※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。

※オールシーズン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。

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

単品価格での合計 
¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）

セット価格
¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）お得な

セット ●ダーククローム調メッキタイプ 08Z01-PD1-A00H

●メッキタイプ 08Z01-PD1-A00G

●ベルリナブラックタイプ 08Z01-PD1-A10J

Package Basic Items

INDEX
LEDフォグライト
LEDルーフ照明
LEDルームランプ
アームレストコンソール（LEDイルミネーション付）
アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）
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
インナードアハンドル ＆ ドアポケットイルミネーション
オールシーズンマット
おもてなしフォグライトシステム
キーカバー（樹脂製／シリコン製）
サイドシルプロテクションフィルム
サイドステップガーニッシュ
シートカバー(ハーフタイプ）
収納ケース
除菌・消臭剤（スチームタイプ／持続タイプ）
スマートキーケース
スマートクリップ

スマートレスキュー
静電気除去プレート
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
停止表示板
ドアエッジプロテクションフィルム
ドアバイザー
ドアハンドルプロテクションフィルム
ドアミラーガーニッシュ
ドアライニングカバー
ドアロアガーニッシュ
どこリラ（クッション）
ドライブレコーダー
トランクガーニッシュ
トランクスポイラー
トランクソフトトレイ
トランクトレイ
トランクネット

トランクフック
トランクマット
「ナノイー」うるケア・ヴェールライト
ナビオプション
ナンバープレートロックボルト
パーキングセンサー（フロント用）
ハイグレードスピーカーシステム
パドルライト
ハンガー
ハンディークリーナー
バンパーガーニッシュ（フロント用）
フットライト
プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
ブラックエンブレム
フロアカーペットマット（プレミアムタイプ）
フロントカメラシステム
フロントグリルガーニッシュ
ペットエンブレム
ペットキーカバー（肉球）
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
防災安心セット
防水シートカバー
ボディカバー
本革巻きグリップ（グラブレール）
マッドガード
マルチボックス
メッシュポケット
ライセンスフレーム
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）
リアバンパープロテクター
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
レスキューマンⅢ
ロアスカート（フロント／リア／サイド）
ワイパーブレード（撥水ブレードラバー／スノータイプ）
わさびd’air（デェール）
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¥48,400（消費税10%抜き ￥44,000） 08P15-TXM-0100.2H

※ボディーコートの施工前に装着してください。 ※カラーコード表★付カラーは￥3,300（消費税10％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（リア用）、ブラックスポーティパッケージとの同時装着はできません。

¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000） 0.4H

各¥9,900（消費税10%抜き 各￥9,000）
※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。
※リア中央席用のマットはありません。

各¥4,950（消費税10%抜き 各￥4,500）各0.1H＊

各¥4,950（消費税10%抜き 各￥4,500）

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 0.1H＊

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
0.2H＊

単品価格での合計 
各¥13,200（消費税10%抜き 各￥12,000）

セット価格
各¥12,100（消費税10%抜き 各￥11,000）

リア用
全タイプ

メッキタイプ

フロント用 リア用

ベルリナブラックタイプダーククローム調メッキタイプ

ロアスカート（フロント用）
¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）

2.9H

¥101,200（消費税10%抜き ￥92,000）

¥110,000（消費税10%抜き ￥100,000）
単品価格での合計

パッケージ価格

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

ブラックスポーティパッケージ 詳しくはP.05へ▶全タイプ

プレミアムスポーティパッケージ 詳しくはP.09へ▶全タイプ

＊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。 ※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

ドライブレコーダーパッケージ 全タイプ

＊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。   ※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

新車パッケージ 全タイプ

フロアカーペットマット
 （プレミアムタイプ） 

¥48,400
（消費税10%抜き ￥44,000）

ライセンスフレーム
 （メッキタイプ／フロント・リア用） 

各¥3,850
（消費税10%抜き 各￥3,500）

ナンバープレートロックボルト
¥3,300
（消費税10%抜き ￥3,000）

ドアバイザー
¥30,800
（消費税10%抜き ￥28,000）

ロアスカート（リア用）
¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）

ロアスカート（サイド用）
¥44,000（消費税10%抜き ￥40,000）

インナードアハンドル&
ドアポケットイルミネーション
¥14,300（消費税10%抜き ￥13,000）

2.2H

¥53,295（消費税10%抜き ￥48,450）

¥56,100（消費税10%抜き ￥51,000）
単品価格での合計

パッケージ価格

¥85,800（消費税10%抜き ￥78,000）

¥90,200（消費税10%抜き ￥82,000）
単品価格での合計

パッケージ価格

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

光のアイテムパッケージ 詳しくはP.13へ▶

詳しくはP.19へ▶

詳しくはP.26へ▶

全タイプ

フットライト
¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）

サイドステップガーニッシュ
¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000）

バンパーガーニッシュ（フロント用）
¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）

1.3H

¥67,925（消費税10%抜き ￥61,750）

¥71,500（消費税10%抜き ￥65,000）
単品価格での合計

パッケージ価格

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

トランクガーニッシュ
¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）

ドアロアガーニッシュ
¥38,500（消費税10%抜き ￥35,000）

●フロント用 08P18-TXM-010 ●リア用 08P19-TXM-000

08R04-TEG-000 08P00-TXM-＊＊＊

各¥19,800（消費税10%抜き 各￥18,000）
各0.2H

プラチナホワイト・パール
ルナシルバー・メタリック
クリスタルブラック・パール
プレミアムクリスタルレッド・メタリック
コスミックブルー・メタリック
ルーセブラック・メタリック
プレミアムクリスタルブルー・メタリック
スーパープラチナグレー・メタリック

NH-883P
NH-830M
NH-731P
R-565M
B-607M
NH-821M
B-625M
NH-905M

020
030
050
070
090
0A0
0D0
0E0

＊＊＊■カラーコード表

●メッキタイプ 08P25-PD1-000A

●ダーククローム調メッキタイプ 08P25-PD1-000B
●ベルリナブラックタイプ 08P25-PD1-010C

●メッキタイプ 08P26-PD1-000A

●ダーククローム調メッキタイプ 08P26-PD1-000B
●ベルリナブラックタイプ 08P26-PD1-010C

¥55,000（消費税10%抜き ￥50,000） 2.4H¥53,900（消費税10%抜き ￥49,000）
単品価格での合計 パッケージ価格

＋DRH-197SM DRH-194SG
08E30-PG3-E00

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000） 2.4H¥58,300（消費税10%抜き ￥53,000）
単品価格での合計 パッケージ価格

＋DRH-204VD（32GBキット） 後方録画カメラ
08E30-PF7-A00C

08Z01-TXM-000B

08Z01-TXM-000A

0.7H＊

0.6H

08Z01-TXM-011C

08Z01-TXM-000

08P25-EJ5-C00A

●適用マーク： =全タイプ全タイプ =EX・BLACK STYLEEXB =EXEX =LXLX

0.2H

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%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0.2H＊

0.1H

0.1H

各0.1H

＊

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。




