
09・10～

受付時間：9～12時 13～17時/但し、土日・祝祭日・弊社指定休日は除く

H9LGD-YKA2-910

「ホンダファイナンス」はカー

ライフをサポートする安心の

クレジット及び、個人・法人と

もに便利に使えるカーリース

商品をお届けします。

ホンダアクセスのお届けする
Honda純正用品は3年間6万km保証です。

●保証修理を受けられる期間は、弊社製品をＨｏｎｄａ販売会社にて、

Ｈｏｎｄａ車にお取付けした日から３年間とします。

ただし、その期間内であっても走行距離が６万ｋｍまでとします。

（ケミカル用品、油脂類などの消耗品と別扱い保証の用品は除きます）

●お車を安全快適にご使用いただくためには、

お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。

取扱説明書に示す取扱方法にしたがって、ご使用ください。

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

■　　　 内の数字は標準取付時間です。

　取付費は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■仕様・価格は2009年10月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

停止表示板
チェーンを装着する時や、万一クルマを停める時に安心です。折りたためるので、いつでも収納しておけます。

カタログPDFの情報は2009年10月現在のものです。



ナンバーワンの誇りも、
オンリーワンの歓びも。
その走り、その存在感を、時代の先を行く発想と技術で

より魅力的に磨き上げたHondaの最高峰セダン、レジェンド。

所有することが誇りとなるこのプレミアムな一台に、

あなただけのこだわりが加わる時、生まれるのはかつてない歓び。

佇まいや室内に個性をプラスするだけでなく、

ドライブにゆとりをもたらす豊富なアクセサリーが、

今、頂点のクルマを、あなたの唯一無二な存在へと高める。

Photo：レジェンド I  ボディカラーはクリスタルブラック・パール  アクセサリー〈トランクスポイラー、18インチアルミホイール MG-003（ネオブライトフィニッシュ）、スポーツサスペンション〉装着車
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●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリーリストをご覧ください。
●　　  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：レジェンド I  ボディカラーはクリスタルブラック・パール  アクセサリー〈トランクスポイラー、18インチアルミホイール MG-003（ネオブライトフィニッシュ）、スポーツサスペンション〉装着車

Modulo for LEGEND
高まる気品、深まる風格。
レジェンドの風貌を魅力的に引き立てる、モデューロ。

Modulo Concept　　　モデューロは、デザイン、機能、品質のベストを提案します。
： デザイナーがクルマづくりの技と感性で、クルマの個性を一段と際立たせたベストデザイン。
： エンジニアがクルマとカスタマイズを一体開発することにより、完成度の高いＨｏｎｄａ車の基本性能、機能を引出すオリジナルカスタマイズ。
： 単体品質はもちろん、エンジニアが実車走行によるクルマの総合品質を追求。モデューロはすべて、３年間６万ｋｍのロングラン保証、補修用パーツも販売終了後３年間確保。

デザイン
機　　能
品質保証

　 トランクスポイラー
クルマとの一体感を追求したデザインが、
スポーティなイメージをさりげなく演出。
リアビュ－を個性的に彩ります。

01 1818インチアルミホイール MG-003
（ネオブライトフィニッシュ）
豊かなデザイン性と確かな機能性を両立。
足元をドレスアップします。

02 　 スポーツサスペンション
快適な乗り心地とシャープなコーナリングを
かなえ、走りの楽しさを一層深めます。

03

¥84,000　　 （消費税抜き¥80,000）3.2H＊¥42,000　　 （消費税抜き¥40,000）0.7H ¥49,350/1本　　     （消費税抜き¥47,000/1本）0.7H/1本
＊アドバンスパッケージ装備車に装着する場合3.8Hとなります。
※地上高が標準設定より約10mm下がります。
（車両の装備、仕様により、差が生じる場合があります。）

フロント/リア4本セット　　　　 

※締め付け座面形状を変更したため、
旧型のアルミホイール用ホイールロックナットは装着できません。
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Front Corner Sensor

Front Camera System Drive RecorderDrive Recorder

Rear Corner Sensor

Back Sonar

Rear Corner Sensor

Back Sonar

Front Corner Sensor

垂直方向に約105° 水平方向に約135°

ドライバーの視野範囲

フロントカメラシステムの視野範囲

Safety Support
安心にも最高級を。
先進のサポートシステムが、ゆとりに満ちたドライブへ導く。

¥29,400　　 （消費税抜き¥28,000）1.3H

　 リモコンポール
スイッチON時にはイグニション
スイッチに連動して伸縮し、アップ
時には高輝度青色LEDが点灯。
狭い路地や駐車の際、フロント左側
の距離感の目安になります。

※コーナーセンサー（フロント用）との同時装着はできません。

06

　 フロントカメラシステム（カラーCMOSカメラ/約120万画素）
ライセンスフレームに取り付けたカメラが、クルマの右/左/前方の状況を
ナビ画面に表示。クルマの先端部分を少し出すだけで、樹木やブロック塀
などで左右の見通しがききにくい場所での視界をサポートします。停車時
および低速走行時に、自動的にカメラ映像に切り替えるモードも設定可能。

04 　 コーナーセンサー
バンパーに装着された超音波センサーが障害物との距離により、3種類の
ブザー音で接近を警告。狭い道での右左折や、縦列駐車などに便利です。

05

本体
コントロールユニット
取付アタッチメント
ライセンスフレーム（フロント用）
セット合計

¥31,500（消費税抜き¥30,000）
¥12,600（消費税抜き¥12,000）
￥10,500　　 （消費税抜き¥10,000）
¥3,675（消費税抜き¥3,500）
¥58,275　　 （消費税抜き¥55,500）

1.8H

1.8H

■コーナーセンサー/フロント用（超音波感知システム・2センサー）
本体
取付アタッチメント
セット合計

¥9,450（消費税抜き¥9,000）
¥17,850　　 （消費税抜き¥17,000）
¥27,300　　 （消費税抜き¥26,000）

0.8H

0.8H

¥16,800（消費税抜き¥16,000）
¥17,850　　 （消費税抜き¥17,000）
¥34,650　　 （消費税抜き¥33,000）

0.9H

0.9H
※フロント用はリモコンポールとの同時装着はできません。

約25cm以内

約25～40cm以内

約40～50cm以内

約25cm以内

約25～40cm以内

約40～60cm以内

約50cm以内

約50～100cm以内

約100～150cm以内

ピーという連続音

ピ、ピ、ピという早い断続音

ピッ、ピッ、ピッという遅い断続音

電子ブザー音
感知範囲

フロント用 リア用 バックソナー

コーナーセンサー

■コーナーセンサー&バックソナー/リア用（超音波感知システム・4センサー）
本体
取付アタッチメント
セット合計

バックソナー

03　 映像コード
（ドライブレコーダー専用）
Honda HDDインターナビシステム
で再生する時に必要です。

■急ブレーキや衝撃の前後20秒間（約12秒前から約8秒後）を録画
カメラ撮影している映像と、内蔵マイクで録音している音を、リアルタイムで記録。
急ブレーキや衝撃を感知して、20秒間（約12秒前から約8秒後）のデータを保存。
また、スイッチ操作により、いつでも映像・音を記録でき、ヒヤリとした瞬間の状況などを客観的に確認できます。

❶

❷

❸

本体
取付アタッチメント
セット合計

¥49,350（消費税抜き¥47,000）
￥5,250　　 （消費税抜き¥5,000）
¥54,600　　 （消費税抜き¥52,000）

1.8H

1.8H

01　 ドライブレコーダー
急ブレーキや急ハンドル、クルマに衝撃が加わると、ブザーで警告すると
同時にその前後20秒間の映像（約12秒前から約8秒後）、音声、速度、
加速度、日時を自動的に保存。映像を確認する際は、ナビや、SDメモリー
カード対応のパソコンで気軽に行えます。

■セット内容
①ドライブレコーダー本体
②広画角CCDカメラ
③SDメモリーカード（再生ソフト内蔵） ■その場でナビ画面で、再生が可能

別売のドライブレコーダー専用映像コードを利用して、Honda HDDインターナ
ビシステムのビデオ入力端子と接続すれば、本体内のデータをいつでも再生で
きます。またSDメモリーカードに対応したパソコンでも再生可能。
※パソコンの動作環境：Windows2000 SP4以降/XP SP2以降/Vista 
※ナビゲーションシステムでの再生は映像のみです。

■広画角CCDカメラで前方を撮影
高感度（約27万画素相当）の広角カラーCCDカメラは、垂直方向に約
105°、水平方向に約135°という広画角を実現。超小型にもかかわらず、
広い視野で撮影が可能です。

■本体とカメラの設置は目立たない位置に
本体とカメラは場所を取らないセパレートタイプ。それぞれ、フロント
センターアームレストのアンダーボックス内、ルームミラー裏にすっきりと
収まります。本体の寸法は、縦113mm/幅70mm/厚さ20mm。

Option

1秒前 0.1秒前 0秒 衝突を感知 8秒後

　 オプションスイッチ
手元で映像データを、任意で保存し
たい時に使用する手動スイッチ。
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■SDメモリーカードに約15件まで記録
映像と音を保存するメディアとして、SDメモリーカードを採用。標準装備されて
いる512MB容量のSDメモリーカードで、最大15件の保存が可能。
※保存件数は自動による約10件、スイッチ操作による約5件。
※上記保存件数を超えた場合、古いものから上書きされます。

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

※詳しくは専用カタログをご覧ください。

¥2,100　　  （消費税抜き¥2,000）0.6H＊

¥1,050（消費税抜き¥1,000）＊本体と同時装着する場合は0.1Hとなります。
※交通安全上、運転中の操作はしないでください。

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

本体：フロントセンターアームレストのアンダーボックス内 カメラ：ルームミラー裏

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリーリストをご覧ください。
●　　  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。

※別途車両クリップ（91561-SJK-003）が必要となります。
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￥58,800　　 （消費税抜き¥56,000）1.6H

　 リモコンエンジンスターター（イモビライザー対応）
離れた場所からリモコン操作でエンジンをスタート。エアコンをセットして
おけば乗車時には車内が適温になっています。始動後、約10分でエンジンは
自動停止。アンサーバック機能付。

　 ペットキャリー
ペットを連れてのドライブをサポート
するペットキャリー。ISOFIXチャイル
ドシート固定バーに取り付けるタイプ
なので走行中に転倒などを防ぎます。

　 ペットシートマット（Mサイズ）
脱着が簡単で、小型犬から大型犬まで
使えるサイズの、表面撥水加工された
シートマット。

［電波到達距離］
見通しの良い場所では
約250m以内、ただし周囲の
状況により異なります。

［アンサーバック機能］
車両の状態などをディスプレイで確認できます。
○エンジン始動/停止 ○暖機運転残時間
○ドアロック/アンロック ○セキュリティ警報履歴
○室内温度 ○その他（リモコン電池残量）

※HDSによるセッティング作業が必要です。
※一般公道での使用、閉め切った車庫での使用はおやめください。
※エンジンの暖機運転以外には使用しないでください。
※地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼動させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。

￥25,200（消費税抜き￥24,000）

アンテナ装着位置

リモコン

Utility
ディテールに息づく心づかいが、
レジェンドとのひと時をさらに快適にする。

　 ドアバイザー
窓を少し開けて換気が行えます。
ボディラインと一体感のあるデザインです。

01

フロント/リア 4枚セット
¥18,900　　 （消費税抜き¥18,000）0.5H

　 マッドガード
水や泥、小石などの跳ね上げから
ボディサイド下部を保護します。

02

フロント/リア 左右セット
¥26,250　　 （消費税抜き¥25,000）0.5H

　 ライセンスフレーム
ナンバープレートをセンスよくドレスアップ。フロント用はフロントカメラ
システムの装着ベースにもなります。

06 　 ナンバープレート
ロックボルト
ナンバープレートの盗難抑止に貢
献するほか、ワンポイントのアクセ
サリーとしてお使いいただけます。

07

マックガード社製
3本入セット/ボルト長：20mm
¥3,150（消費税抜き¥3,000）

マックガード社製
キャップタイプ（4個セット） 
¥6,300（消費税抜き¥6,000）

　 アルミホイール用ホイール
ロックナット
盗難防止効果の高いロックナット
です。

08 　 VICS光・電波ビーコン
ユニット
FM-VICS機能に加え、一般道用の
光ビーコン、高速道用の電波ビー
コンの受信が可能。渋滞時の迂回
ルート検索も行えます。

15

¥31,290　　 （消費税抜き¥29,800）0.7H

　 インターナビ・ハンズフリー
TELコード
インターナビの情報通信に必要です。
また携帯電話を手に持たずに通話
ができます。

16

FOMA用/WIN用
各¥4,200　　 （消費税抜き各¥4,000）0.5H

　 トランクトレイ
濡れた物や汚れた物を安心して積み込めます。
03

￥21,000（消費税抜き￥20,000）

　 トランクフロアネット
トランク内に敷くだけで、走行中の荷物を滑り
にくくするゴム製ネットです。

04

￥5,250（消費税抜き￥5,000）

　 ラゲッジネット
トランク内のフックを利用し、荷物を固定。
縦に固定することも可能です。

05

¥7,350　　 （消費税抜き¥7,000）0.2H

■愛車をより美しく、より快適に使いこなすために。

　 ボディカバー
耐久性の高いポリエステル100%素材。
雨やホコリからボディを守ります。

14

￥21,000（消費税抜き￥20,000）

■日々のカーライフの快適を深める。

■愛車のドレスアップやアクセサリーの盗難防止に。 ■ナビゲーションシステムに、さらなる知性と快適を。

■フロント用
メッキタイプ
カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）

¥3,675 　　（消費税抜き¥3,500）0.1H
¥3,675　　 （消費税抜き¥3,500）0.1H

¥3,675 　　（消費税抜き¥3,500）0.1H

■リア用
カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）
※リア用はナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。

※字光式ナンバープレートには装着できません。
※封印部には装着できません。

※締め付け座面形状を変更したため、
旧型のアルミホイールには装着できません。

　 シートカバー
（ハーフタイプ/エンブロイダーレース）
ヘッドレストとシート上部をカバー。
カレント柄を採用しています。

12

¥39,900　　 （消費税抜き¥38,000）0.4H 

　 ランバーフィットサポート
ドライバーの体型に合わせて形状を固定できる
ので、身体にフィットし、腰痛を軽減できます。
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¥10,290（消費税抜き¥9,800）
※サイドエアバッグ装備車の助手席ではご使用できません。
※成形後は元にもどらなくなります。
※ご購入の際は販売会社にて商品のご確認、
　または説明を受けた上でご購入ください。

※別途車両クリップ（91561-SJK-003）が必要となります。 ※写真はFOMA用です。
※インターナビUSBコードとの同時装着はできません。
※交通安全上、運転中の通話は避けてください。
やむをえず受ける場合は「かけ直す」ことを伝え、
安全な場所に停車してから発信してください。

フロント リア

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）

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリーリストをご覧ください。
●　　  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。

￥21,000
（消費税抜き￥20,000）
※ペットキャリー、ISOFIX
チャイルドシートとの同時
装着はできません。

※ペットシートマットとの同時装着はできません。
※ISO FIXチャイルドシート固定バー以外には装着できません。
※走行中はすべての開口部を閉じてご使用ください。

ファスナー閉

ファスナー開

09 10 11

¥5,250（消費税抜き¥5,000）

　 インターナビ・データ通信
USB
ナビと接続することで、インターナビ
の各種サービスを手軽にご利用でき
ます。便利な月額定額制。

詳しくは http://www.premium-club.jp/willcom/

※通信を利用するには通信契約を完了した
「インターナビ専用W-SIM」が必要です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※別途インターナビUSBコードが必要です。
※ハンズフリー通話等の音声通話には対応していません。
※QQコールをご利用になる際は、お手持ちの携帯電話
からコールセンターにご連絡ください。

17 　 インターナビUSBコード
インターナビ・データ通信USBとナビ
を接続するコードです。

18

¥7,875　　 （消費税抜き¥7,500）0.5H

詳しくは http://www.premium-club.jp/

※インターナビUSBコードは、フロントセンターアームレスト
内のUSBジャックを他の機器との接続に使用している
場合、インターナビ・データ通信USBとナビを接続する
のに必要となります。
※インターナビ・ハンズフリーTELコードとの同時装着は
できません。
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① ② ③

④ ⑤ ⑥

　 スチールチェーン
オーソドックスなスチール製
チェーン。

※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。

Utility

■上質な室内を、より情緒豊かな空間に。

■厳しい天候でのドライブに、確かな安心感を。

　 オートソック
（応急用タイヤ滑り止め）
タイヤにかぶせるだけの簡単
装着なので、突然の降雪時でも
安心。軽量コンパクトなため、
いつでもクルマに携帯できます。

04

※使用限度に達するまで、再使用が可能です。 
※チェーン規制時には通行できない場合があります。
※スタッドレスタイヤセットには装着できません。

■大切な人の安全を守るチャイルドシート。

　 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、シガーライターソケット
に差し込めば、車内に香りが広がります。

01

ディフューザーキット 各¥2,940（消費税抜き各¥2,800）

●追加用エッセンシャルオイル（5㎖） 各¥1,470 （消費税抜き各¥1,400） ●交換用オイルパッドセット（5枚セット） ¥315 （消費税抜き¥300）

　 LED照明付灰皿
Hondaのロゴマークと灰皿口が
ブルーのLEDライトで浮かび
上がります。フタを閉めた後も、
約10～15秒間光り続けます。

02

￥5,040（消費税抜き￥4,800）
LEDバルブ・ホワイト（1個入）
¥3,675（消費税抜き¥3,500）

　 LEDルームランプ
電球を付け替えるだけで、
シャープなホワイト照明に
変わる「LEDルームランプ」。

03

※後席室内灯のみ装着できます。

各¥16,800（消費税抜き各¥16,000）

　 スーパーグリップ2
グリップ力、制動性能、乗り
心地のすぐれたネットタイプ
のゴム製チェーン。

05 　 ワイパーブレード
（スノータイプ）
降雪時でもスムーズに作動。
凍結防止用カバー付。

0807

¥18,900　　（消費税抜き¥18,000）0.2H

●235/50R17タイヤ用 ●245/45R18タイヤ用

¥33,075（消費税抜き¥31,500）
●235/50R17タイヤ用 ¥24,150（消費税抜き¥23,000）

●235/50R17タイヤ用

¥26,250（消費税抜き¥25,000）
●245/45R18タイヤ用

　 スタッドレスタイヤセット
雪道の走りに欠かせない
スタッドレスタイヤ＋ホイール
のセットです。

06

価格は販売会社にお問い合わせください。

●17インチアルミホイール
標準装備のアルミホイール（17×8J）
タイヤ：ブリヂストンBLIZZAK REVO GZ（235/50R17）
●18インチアルミホイール
標準装備のアルミホイール（18×8J）
タイヤ：ブリヂストンBLIZZAK REVO GZ（245/45R18）

※スタッドレスタイヤセットには装着できない
場合があります。

キット内容 ： ディフューザー（1個）/エッセンシャルオイル（3㎖）/オイルパッド（1枚）/取扱説明書

①オレンジ パラダイス ②フレッシュ シトロン
③コーラル ミント ④ラベンダー ドロップ
⑤ピンキー ロゼ ⑥ピュア ハーブ

車両限定型ISOFIXチャイルドシート

シートベルト固定タイプ

ベースシートを、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。
さらに、より確実に固定するため、クルマにトップテザーで固定。
万一の衝突時にも前方移動を効果的に抑制します。
1台で乳児から幼児まで使用できます。

左右席助手席
前部座席取付位置

品名
（乳児用）
（幼児用）
（乳児用）
（乳児用）
（幼児用）
（乳児用）
（幼児用）
（乳児用）
（幼児用）
（学童用）

後部座席

ー
○
ー
ー
○
ー
○
ー
○
○

前向き
○
ー
○
○
ー
○
ー
○
ー
ー

後向き
ー
ー
ー
ー
注
ー
注
ー
注
注

前向き
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

後向き
ー
ー
ー
ー
○
ー
○
ー
○
○

前向き
ー
ー
○
○
ー
○
ー
○
ー
ー

後向き
中央席

ISOFIX
タイプ ASIMOスーパーデラックス

ベーシック

ASIMOスーパーデラックス

ベビーシート
Honda Baby ISOFIX
Honda Kids ISOFIX

ASIMOジュニアシート

■チャイルドシート適用表

LED ノーマル

運転席側＋助手席側セット

●オプションをご用意しています。詳しくは巻末のアクセサリーリストをご覧ください。
※ご購入の際には、販売会社にご相談のうえ、お子様の体格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、取り付け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、ご使用
方法等については、車両の取扱説明書及び、商品に添付の「取扱説明書」を必ずご覧ください。※チャイルドシード等について
詳しくは「チャイルドシート」専用カタログをご覧ください。

　 ASIMOスーパーデラックス（乳児用・幼児用兼用）09

本体
ベースシート（トップテザータイプ）
セット合計 

¥39,795（消費税抜き¥37,900）
¥13,650（消費税抜き¥13,000）
¥53,445（消費税抜き¥50,900）

国土交通大臣型式指定番号　 C-515

注〈助手席SRSエアバッグ装備車の助手席に、やむを得ずチャイルドシート（幼児用、学童用）を取り付ける場合〉
必ず前向き取り付けとし、助手席シートを一番後ろに下げ、SRSエアバッグからできるだけ遠ざけて取り付けてください。

ご使用可能なお子様の目安：
［幼児用］体重9kg～18kgのお子様（生後9ヶ月～4歳位）で一人座りができ、首が安定したお子様、

座ったときチャイルドシートによってお子様が支えられること。
［学童用］体重15kg～36kgのお子様（4歳～12歳位）で一人座りができるお子様、

座ったときチャイルドシートによってお子様が支えられること。
※ご購入の際には、販売会社にご相談のうえお子様に合ったものをお選びください。※取り付けるチャイルドシートの位置およびお子様の
体格により、取り付け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。※アダプターまたはアンカープレート
アタッチメントを使用する場合は、ISOFIXとして前向きに取り付ける場合のみ、必ずお使いください。

※●Honda Baby ISOFIX、●Honda Kids ISOFIXについては、シートベルト固定のみでのご使用となります。ISOFIX固定ではご使用できません。

　 ベビーシート
（乳児用）
10

¥15,750（消費税抜き¥15,000）
国土交通大臣型式指定番号　C-1007

■洗えるシートカバー■難燃性素材使用
■移動の際に便利なアーム付

　 Honda Baby 
ISOFIX（乳児用）
11

¥77,175（消費税抜き¥73,500）
欧州安全基準型式指定番号　04301146

■洗えるシートカバー■難燃性素材使用
■移動の際に便利なキャリーハンドル付
※下側のISOFIXベースを取り外しての装着となります。

　 Honda Kids 
ISOFIX（幼児用）
12

¥69,825（消費税抜き¥66,500）
欧州安全基準型式指定番号　04301133

■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

　 ベーシック
（乳児用・幼児用兼用）
13

¥31,290（消費税抜き¥29,800）
国土交通大臣型式指定番号　C-1002

■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

　 ASIMOスーパーデラックス
（乳児用・幼児用兼用）
14

¥39,795（消費税抜き¥37,900）
国土交通大臣型式指定番号　C-515

■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

　 ASIMOジュニアシート
（学童用）
15

¥38,850（消費税抜き¥37,000）
欧州安全基準型式指定番号　04443515

■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

ベースシート（トップテザータイプ）

シートベルト
固定タイプ

■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
※ISOFIX（トップテザータイプ）適用車専用です。 ※ペットシートマットとの同時装着はできません。

■Honda カーケアメニュー 施工価格、施工時間、保証内容について詳しくは販売会社にお問い合わせください。詳しくは専用カタログをご覧ください。

for Body

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリーリストをご覧ください。
●　　  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。

澄んだ輝きと滑水性
ウォータースプラッシュコート
汚れが付きにくく、汚れても水洗い洗車で
落とせます。界面活性剤とシリケート樹脂が
塗装表面に被膜を形成し、ボディの塗装を
保護するとともに汚れの付着を防ぎます。

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

新車登録時の施工で

5年間保証

洗車時等
多量の水をかけた場合

Photo ： 滑水性イメージ 少量の降雨時

水

ガラス系素材
界面活性剤

for Aluminum Wheels

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

雨天時の視界確保
撥水ガラスコート
ガラス専用の撥水処理剤です。雨水や
クルマの跳ね上げた水が水滴となって
流れ、水膜にならないので雨の日のド
ライブが快適です。撥水ブレードラ
バーとの併用で、撥水効果が約1年間
持続します。

for Windows

アルミホイール表面

水

コーティング層

施工前 頑固な汚れが簡単に除去できない。 施工後 水洗いで汚れが簡単に落ちる。

運転席側＋助手席側セット
￥5,250　　（消費税抜き￥5,000）

　 ワイパーブレード
（撥水ブレードラバー）
「撥水ガラスコート」施工処理車専用
ワイパーブレードです。

16

※「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。

0.2H 

施工前 施工後

汚れ（ブレーキダスト、油等）

17インチ

18インチ

優れた光沢と撥水性
ブライトポリマー
光沢感が強く、降雨時には水をはじきます。
耐久性に優れたフッ素樹脂をベースとした
塗膜保護剤です。密着性に優れた透明被膜
を塗装表面に形成し、塗装面を保護します。

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

新車登録～3ヵ月以内の施工で

5年間保証

Photo ： 撥水性イメージ
低撥水のガラス系被膜
ウルトラグラスコーティング
ガラス系被膜が、ボディの塗装を長期間
保護します。熱や摩耗に強く、酸化に
よる劣化が起きにくく汚れが付きにくい
無 機 被 膜 な ので、水 洗 いで 汚 れ を
落とせます。

Photo ： 低撥水イメージ

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

新車登録時の施工で

5年間保証

トップテザー装着位置
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