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●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。

■ 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。

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

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

新たなライフスタイルを創造する多彩な
商品を、Honda車と同時一体開発。

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

●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。

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）
    　　  （08R79-E7S-001）

＊エアクリーンフィルターと同時装着する場合、
　取付費は必要ありません。

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

Honda GENUINE CHEMICALS
愛車をいつまでも美しく、快適に、Honda車にベストマッチのケミカル用品

2 3 4 5 761

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）
（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。
￥660（消費税10%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。
￥1,320（消費税10%抜き ￥1,200）
80mL（08CBC-X010S1）

4

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

　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。
¥1,320（消費税10%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。

¥7,920（消費税10%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

¥11,880（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

※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。
￥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）
（08CAZ-A010S0）
※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。

アドミラルグレー・メタリック
フレームレッド
カーニバルイエローⅡ
ブリティッシュグリーン・パール
ナイトホークブラック・パール
フレンチブルー・パール
アラバスターシルバー・メタリック
各￥770（消費税10％抜き 各￥700）各15mL

プレミアムスターホワイト・パール
ベース色／トップ色2本セット　各15mL
￥1,430（消費税10％抜き ￥1,300）

3

除菌・消臭剤（持続タイプ）
除菌・消臭効果が持続します。
¥1,298（消費税10%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。

08C52-TNH716M
08C52-TR513
08C52-TY75
08C52-TG547P
08C52-TB92P
08C52-TB630P
08C52-TNH700M

08C52-TNH841P

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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自由で心豊かな移動をめざすHondaが示した一つの究極、S660。

あらゆる人を笑顔に変えるその感動をより広げるために、

開発チームがこだわったのは、人の感性に訴えかける気持ちよさだった。

所有する・眺める・触れる・走る。その全瞬間に心の奥まで響く情感を求め、

さらには快適性やユーティリティーにも、本当に納得できるものを。

試作しては実際に体感する姿勢を貫き、新しい試みに挑戦するたび

何度もぶつかった壁。それでも、手にする人が心から満足できる商品を届けたい。

その一心でやり遂げた。スポーツドライビングの歓びを

よりいっそう広げる懐の深いパフォーマンス。所有感を満たす高い質感とデザイン。

実現したのは、心の琴線に触れる情感豊かなアクセサリー。

それはS660と過ごす人生のひとときを、より彩り深いものにする。

H E A R T  S T R I N G S  S P O R T S

Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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決してハードではなく。あくまでもしなやかで心地よく、なおかつ、高い旋回性能を持ち、

意のままによく曲がる。懐の深い運動性能。それこそが、「Modulo」というブランドネームを掲げ、

私たちが一貫してめざし、守ってきた「スポーツ」。S660のModuloアイテムの開発は、

プロレーシングドライバーのインプレッションの意見も取り入れながら、

実走テストを徹底的に繰り返して進めた。過酷な状況でも４輪で的確に路面を捉え、

まるで吸い込まれるような滑らかなコーナリングを可能にするハンドリングと、安定感のある走り。

あらゆるスキルのドライバーが、日常からワインディングまで幅広いシーンで、

情緒的な気持ちよさが味わえる乗り味を追求した。

さらなる痛快さと心地よさを手に入れる。

04

Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



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。

03 リアロアバンパー

08P99-TDJ-＊＊＊各¥85,800（消費税10%抜き 各￥78,000）各0.6H
※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。
※標準装備のロアガーニッシュを取り外し装着となります。　※ライセンスフレームは別売りです。

リアビューを引き締め、スポーティーな印象を高める。

04 LEDフォグライト 12W（片側）／左右セット／色温度：5,000K（クリア）・3,100K（イエロー）

高輝度LEDで視認性をサポートするとともに、先進的な印象をプラス。

※フロントフェイスキット装着車に装着できます。　※標準装備のライトスイッチを交換します。
＊フロントフェイスキットと同時装着する場合、 （フロントフェイスキットと合計　　　 　）となります。

08V31-E3J-D00¥33,000（消費税10%抜き ¥30,000）
08V38-TDJ-B00¥13,200（消費税10%抜き ¥12,000）1.5H

各1.5H＊
¥44,000（消費税10%抜き ¥40,000）

クリア（消灯時）

本体（イエロー）
08V31-E3J-A00¥30,800（消費税10%抜き ¥28,000）本体（クリア）

合計

取付アタッチメント

Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール

各1.1H 各1.8H

ミッドシップエンジンだから実現できた、フロントの低い躍動フォルム。

その洗練された精悍さを、いかに空力性能と両立させながら磨けるか。それがエアロパーツの課題だった。

開発では、設計、テストドライバー、デザイナー、モデラーが一丸となり、実走を幾度も重ね、理想を追求。

風を滑らかに受け流す機能的な面構成と、ワイドで押し出し感のある形を実現した。

AERODYNAMICS PERFORMANCE

イエロー（消灯時）

使用イメージ

クリア

¥46,200（消費税10%抜き ¥42,000）イエロー

適用マーク： α＝ αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M

αβ

05 おもてなしフォグライトシステム

08V75-PD7-000C¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）0.6H
暗闇での自車前方をフォグライトで明るく。

αβ

全タイプ

02 フロントフェイスキット（バンパー・グリル一体型）

08P98-TDJ-＊＊＊各¥110,000（消費税10%抜き 各￥100,000）各0.7H
※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。
※標準装備のフロントバンパーおよびフロントグリルを取り外し装着となります。
※ライセンスフレームは別売りです。

ワイドで押し出し感のあるデザインで力強い表情を演出。

　アドミラルグレー・メタリック
★プレミアムスターホワイト・パール
フレームレッド
カーニバルイエローII

010
020
050
060

＊＊＊■カラーコード表

αβ

　アドミラルグレー・メタリック
★プレミアムスターホワイト・パール
フレームレッド
カーニバルイエローII

010
020
050
060

＊＊＊
ブリティッシュグリーン・パール
ナイトホークブラック・パール
フレンチブルー・パール

090
0A0
0D0

＊＊＊■カラーコード表αβ

各

01 アクティブスポイラー
車速が約70km/hになると自動で上がり、車速約35km/hで自動格納。
また、運転席側のスイッチにより手動で操作も可能。

※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。
※標準装備のリアガーニッシュを取り外し装着となります。

08F12-TDJ-＊＊＊¥46,200（消費税10%抜き 各￥42,000）

08F12-TDJ-001B
¥25,300（消費税10%抜き ￥23,000）

各¥165,000（消費税10%抜き 各￥150,000）

2.1H
スポイラーキット

合計

ベースキット
08F12-TDJ-000A

¥93,500（消費税10%抜き ￥85,000）
ユニット＆アタッチキット

各2.1H

　アドミラルグレー・メタリック
★プレミアムスターホワイト・パール
フレームレッド
カーニバルイエローII

011
021
051
061

＊＊＊
ブリティッシュグリーン・パール
ナイトホークブラック・パール
フレンチブルー・パール

091
0A1
0D1

＊＊＊■カラーコード表

ブリティッシュグリーン・パール
ナイトホークブラック・パール
フレンチブルー・パール

090
0A0
0D0

＊＊＊
※LEDフォグライト装備無し車の場合、別途フロントフェイスキット、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。
※エンジン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Hondaスマートキーの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。

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



07 08●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。

01 15インチ アルミホイール MR-R01（フロント用）＜ステルスブラック塗装＞
16インチ アルミホイール MR-R01（リア用）＜ステルスブラック塗装＞

重厚感と塊感を演出し、力強い走りをイメージさせる艶消し塗装。

08W15-TDJ-000¥31,900/1本（消費税10%抜き ￥29,000/1本）●フロント用 0.6H/1本

0.6H/1本

0.6H/1本

0.6H/1本08W16-TDJ-000¥34,100/1本（消費税10%抜き ￥31,000/1本）●リア用

08W15-TDJ-000A¥26,400/1本（消費税10%抜き ￥24,000/1本）●フロント用

08W16-TDJ-000A¥28,600/1本（消費税10%抜き ￥26,000/1本）●リア用

※標準装備のアルミホイールを取り外し装着となります。 ※アルミホイール用ホイールナット／ホイールロックナットはP21に掲載しています。

03 サスペンション（1台分セット）
様々な路面に対して高い接地感をもたらすセッティング。
スポーティーな走りと、上質な乗り心地を実現。

※標準装備のサスペンションを取り外し装着となります。 ※ディスクローター ドリルドタイプ、スポーツブレーキパッドは重要保安部品につき、交換作業は分解整備に該当します。
また取付作業は専門知識と特殊工具が必要となりますので、自動車整備有資格者のいる販売会社で行ってください。

05 スポーツブレーキパッド
（フロント・リア用 左右セット）

コントロールしやすいブレーキフィールと
耐フェード性を実現し、様 な々走行シーンに対応。
［許容温度：常温域～600℃］

08P89-TDJ-000

¥38,500（消費税10%抜き ￥35,000）1.1H
※標準装備のブレーキパッドを取り外し装着となります。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

（フロント用 15×5J PCD100mm インセット45mm ／リア用 16×6 1/2J PCD100mm インセット50mm）

02 15インチ アルミホイール MR-R01（フロント用）＜プラウドシルバー塗装＞
16インチ アルミホイール MR-R01（リア用）＜プラウドシルバー塗装＞

上品な輝きで、スポーティーな印象を高めるシルバー塗装。

（フロント用 15×5J PCD100mm インセット45mm ／リア用 16×6 1/2J PCD100mm インセット50mm）

フロント用 右側：000A　左側：000B
＊＊＊＊＊＊＊＊■コード表

リア用 右側：000C　左側：000D　
＊＊＊＊＊＊＊＊

04 ディスクローター ドリルドタイプ
放熱性や摩擦粉の除去に優れた効果を発揮。

08P88-TDJ-＊＊＊＊
※標準装備のディスクローターを取り外し装着となります。
※1台分セットでの装着となります。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

フロント用（右側、左側）、リア用（右側、左側）
各¥16,500（消費税10%抜き 各￥15,000）

1.6H

08W60-TDJ-000B¥140,800（消費税10%抜き ￥128,000）1.9H

※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。

凝縮された操る愉しさを、より高密度に。アルミホイールは、より高い接地性を求め、

S660のトラクション性能を理想的に引き出すべく、剛性バランスを最適化。

サスペンションは、タイヤの路面接地性を高めて4輪で舵を切るような感覚を追求。

これらによって、リニアな応答性と安定感のある走りを可能にしている。

WHEELS & SUSPENSIONS

¥66,000（消費税10%抜き ￥60,000）合計

αβ
αβ

αβ

αβ

αβ

全タイプ

全タイプ

Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール

適用マーク： α＝ αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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本物へのこだわり。この上ない充足。

S660を所有し操る、毎日の豊かさを、さらに格別なものにするために、

一点一点、細部までこだわり抜き、理想を追求したアイテムの数々。

上質感あふれるスウェード生地のドアライニングや、本革製のサイドブレーキカバーなど、

オープンカーはインテリアも人の目にふれるエクステリア要素と考え、質感やカラーで魅せる

アイテムを揃えたほか、行動範囲を広げる高い機能性を備えたスタイリッシュなキャリアーや、

ナビゲーション、圧倒的な臨場感を実現したスピーカーシステムもラインアップ。

あなたのS660とそこから広がる日常を、より心満ちるものへと変えていく。

Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。
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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。
●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。

S660のスタイルに一層の艶やかさと上質感を与え、大人の感性に応える

独特な存在感を生み出すエクステリア・アクセサリー。

そして、小旅行やアウトドアでのアクティビティーに対応できる荷物収納力を

叶えるべく、キャリアーを新開発。S660に、新しい歓びをもたらす。

EXTERIOR DRESS UP

各¥132,000（消費税10%抜き 各￥120,000）
αβ

αβ04 ロールトップ

鮮やかさの中に深みのある上質な色合い。

上質な色合いで装いを個性的に演出。
存在感のあるレッドと落ち着きのあるブラウンをご用意。

¥118,800
（消費税10%抜き ￥108,000）

荷物の収納力を大幅に高める「キャリアシステム（TYPUS）」。

01 トップキャリア

トップキャリアを活かすオプション

02 バゲージカバー（車名ロゴ付）

ロールバーガーニッシュに装着するキャリアーベース。
スポーティーかつ、荷物を載せない時の空力性能にも配慮したデザイン。

収納可能荷物サイズ（最大）：W94×L30×H18cm
重量：約0.8kg
ターポリン製（防水性能：IPX4相当）
※荷物はタイダウンベルト等で確実に固定してください。

アルミの輝きで上質感を高めるアクセント。

06 フューエルリッド（アルミ製）
仕上がりの質感にこだわったアルミダイキャスト製。

0.2H

※標準装備のフューエルリッドを取り外し装着となります。

※ボディーコートの施工前に装着してください。

自分らしさを楽しむ、特別な一台に。

0.4H 0.5H

05 デカール
よりスポーティーな印象のストライプと、存在感のあるチェッカーの2種類。

各¥16,500（消費税10%抜き 各￥15,000）
●ストライプ 　  　08F30-TDJ-000A ●チェッカー　　 　 08F30-TDJ-000B

トップキャリアにベストフィットするサイズのソフトケース。
突然の雨や高速走行時の虫付きから荷物を守ります。

¥20,350
（消費税10%抜き ￥18,500）

08L02-PC2-000A

●ボルドーレッド　　　  08P57-TDJ-010 ●ブラウン　　　　 08P57-TDJ-010A

チェッカー

ストライプ

ブラウン

ボルドーレッド

シルバー×ブラック塗装 ブラック塗装

目に見えない、聴覚の領域にも艶と個性を。

07 ユーロホーン

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）
高音と低音、2つのホーンが放つ和音による、重厚感あふれる音色。

08P80-TDJ-0000.9H

※標準装備のホーンを取り外し装着となります。
実際の音色を
試聴いただけます。

●シルバー×ブラック塗装 ¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）
0.2H●ブラック塗装　　　 ¥25,300（消費税10%抜き ￥23,000）

08L02-PC2-0001.0H

03 タイダウンベルト（ブラック／5本セット）
トップキャリアに最適な長さで荷物を固定できるベルト。

長さ：約105×幅：約2.5cm（4本）
長さ：約250×幅：約2.5cm（1本）

¥6,050
（消費税10%抜き ￥5,500）
08L02-PC2-000B

全タイプ

全タイプ

全タイプ 全タイプ

全タイプ

08F59-TDJ-000A

08F59-TDJ-000

※装着にはトップキャリアが必要です。

全タイプ

許容荷重：10.0kg
サイズ：W98×L23×H5cm
※ロールトップより約2.7cm高くなります。
※ボディカバー（フルタイプ）、ハーフボディカバーとの
同時装着はできません。
※許容荷重を超えない範囲でご使用ください。
※荷物はタイダウンベルト等で確実に固定してください。
※指定された物以外は積載しないでください。

Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール
適用マーク： α＝αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



ライトタン×アイボリーステッチ

レッド×ダークグレーステッチ

グレー×ダークグレーステッチ

ブラック×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。

■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。

しっとりとした手触りと、上質な
風合いを醸し出すスウェード生地。

形状と素材にこだわり、
運転時のさらなる快適さを追求。

03 ドライビングパッド
（ラックス スェードⓇ製／ブラック／コンソールパッド車名ロゴ付）

適度なクッション性をもつパッドが、
左肘・左足を保持。 快適な走りをサポートする。

¥15,400（消費税10%抜き ￥14,000）

乗車時の気分を高ぶらせる、
洗練されたデザイン。

1.6H

02 サイドステップガーニッシュ
ＬＥＤホワイトイルミネーション（ドア開閉連動／車名ロゴ）付／左右セット

¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）

ステンレス製のパネルやホワイトLEDを採用し、
上質な空間を演出。

08E12-TDJ-000 08R31-PB1-010

01 ドアライニングパネル（左右セット）
スウェード生地にステッチ加工を施した
高級感あふれる仕様。

各¥30,800（消費税10%抜き 各￥28,000）各0.2H
●レッド×ダークグレーステッチ　 08Z03-TDJ-010B
●グレー×ダークグレーステッチ　08Z03-TDJ-020B
●ブラック×グレーステッチ　　　 08Z03-TDJ-030B
●ライトタン×アイボリーステッチ 08Z03-TDJ-040B

素材と巧みなつくり込みが醸す高い質感。さらに、上質な味わいで

トータルにコーディネートされたデザインが、走りの高揚感を演出する。

INTERIOR DRESS UP

重厚な存在感と、握りやすい形状を
実現したチタンシフトノブ。

チタン独特の輝きにこだわった、バフ研磨仕上げの
シフトノブ。シフトブーツにはカラーステッチを採用。

シフトノブ

使うほどにしっくりと馴染む、
心地よい操作感。

06 セレクトノブ（本革製）

使うほどに味わい深い上質感と、
優れた握りやすさや操作感を実現。

各¥9,900（消費税10%抜き 各￥9,000）

※標準装備のセレクトノブを取り外し装着となります。

●ブラック×レッドステッチ　08U92-TDJ-010B
●ブラック×グレーステッチ　08U92-TDJ-020B

CVT車専用

05

シフトノブ（チタン製）

08U92-TDJ-000

¥18,700（消費税10%抜き ￥17,000）
※標準装備のシフトノブを取り外し装着となります。

※ラックス スェードⓇはセーレン株式会社の登録商標です。

α 単体でもご購入いただけます

0.2H

細部にまでこだわり抜いた、
質感の高い造り込み。

04 サイドブレーキカバー（本革製）
サイドブレーキの先端まで覆うように造り込み、
装着時の高い質感を追求。

各¥5,940（消費税10%抜き 各￥5,400）
●ブラック×レッドステッチ　08F58-TDJ-010
●ブラック×グレーステッチ　08F58-TDJ-020

各0.8H

各¥25,850（消費税10%抜き 各￥23,500）

※標準装備のシフトノブ、シフトブーツを取り外し装着となります。

●シフトブーツ　ブラック×レッドステッチ　08U92-TDJ-010A
●シフトブーツ　ブラック×グレーステッチ　08U92-TDJ-020A

各0.2H

各0.1H

ブラック×レッドステッチ ブラック×グレーステッチ

ブラック×レッドステッチ

ブラック×グレーステッチ

ブラック×レッドステッチコンソールパッド

ニーパッド

ブラック×グレーステッチ

シフトノブ（チタン製）×シフトブーツ
6MT車専用

6MT車専用

2点セット

0.1H

消灯時

点灯時

13 14

αβ

αβ全タイプ 全タイプ 全タイプ αβ

Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール

適用マーク： α＝ αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



●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。

※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。
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USBメモリーデバイスコード

¥1,650（消費税10％抜き ￥1,500） 
08A41-0N0-000

04
USBメモリーデバイスを接続し、
音楽を再生するコード。

AUX接続コード05

¥1,100（消費税10％抜き ￥1,000）
08A16-0K0-020
※iPod対応USBプレーヤー／AM・FMチューナー装備車用※コードを延長して使用したい場合に必要となります。 ※センターディスプレー(internavi POCKET連携対応)装備車用

ポータブルオーディオプレーヤー等を接続するコード。
両側ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ。

DRIVE SOUND TUNING

S k y  S o u n d  S p e a k e r  S y s t e m

VTRコード06
ビデオカメラ等を接続し、センターディスプレーに
映像を映すためのコード。

09 スカイサウンドスピーカーシステム
フロント／リア用セット

圧倒的な臨場感を実現する8スピーカーのセットを、お得な価格で設定。
フロント＋リアスピーカー装着時専用の音質調整により、実力をフルに発揮。

光や風とともに、音楽を浴びて駆ける体験を。オープンボディーの特性を踏まえ、

リアリティーに満ちた音響環境を生む「スカイサウンドスピーカーシステム」。

08

耳元で中高域の音圧を向上。小型・軽量で高性能を達成した
アルパイン製の新開発4.5cmスピーカーを採用。S660にふさわしい
デザインにも徹底的にこだわった、多角形モチーフのスピーカー。

スカイサウンドスピーカーシステム
リア用（運転席・助手席ヘッドレストスピーカーセット）

¥38,500（消費税10％抜き ￥35,000） 3.0H  08A55-TDJ-010B

＋
07

音の持つ豊かな情報量を存分に再現する、アルパイン独自の
「DDリニア磁気回路」採用ハイグレードスピーカー。
ツィーターは高域の音像を上昇させ、音の広がり感を増幅。　

※標準装備のスピーカー、フロントピラーガーニッシュを取り外し装着となります。
※17cmネオジウム（デュアル／2WAY）スピーカー、2.5cmソフトドームツィーターとの同時装着はできません。
※17cmネオジウム（デュアル／2WAY）スピーカー装着車の場合、取り外し装着となります。
※2.5cmソフトドームツィーター装着車の場合、ツィーターは装着されたままですが使用できなくなります。

¥51,700（消費税10％抜き ￥47,000） 0.9H  08A55-TDJ-A10A

ミッドシップエンジンが放つ心躍る音。颯爽と風を切る音。S 660だからこそ味わえるそうした醍醐味と、より高い次元で

融合するリスニングの喜びを徹底追求。目の前に音像を創り上げ、臨場感あふれる音とするために専用設計した

ツィーターガーニッシュと、その音像を損なわず音の明瞭さを高めるために専用設計したリアスピーカーガーニッシュ。

リアスピーカーは、低歪かつ広帯域でフラットな特性を実現したアルパイン製新スピーカーを採用し、さらに、

ハイパスフィルターも専用にチューニング。何度も実走試験を繰り返して試作・試聴を重ね、あたかもボーカリストと

眼前で相対しているような、琴線を揺さぶるリアリティーに満ちたクリアなサウンドを実現した。

スカイサウンドスピーカーシステム
フロント用（ピラーツィーター／ドアスピーカー左右セット）

オーディオオプション

単品価格での合計 
¥90,200（消費税10％抜き ￥82,000）

セット価格
¥85,800（消費税10％抜き ￥78,000）　　　 08A55-TDJ-A10C3.5H

サウンドを試聴いただけます。
（ヘッドフォン／イヤフォン推奨）

α全タイプ

α全タイプ

17cmネオジウムデュアルスピーカー
 GS-1120DL（左右セット）

¥7,700（消費税10％抜き ￥7,000） 0.3H  08A38-TY0-A00
※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。

01

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。

¥13,200（消費税10％抜き ￥12,000） 0.7H  08A39-0E0-211¥13,200（消費税10％抜き ￥12,000） 0.3H  08A38-TY0-B00
※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。

※スカイサウンドスピーカーシステム フロント／リア用セット、フロント用との同時装着はできません。

2.5cmソフトドームツィーター
GS-3930T（左右セット）

0317cmネオジウム2WAYスピーカー
 GS-1120XL（左右セット）

02

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。
幅広い音域で高音質な
2WAYスピーカー。

S660の室内に
適したレイアウトで、
中高音域の広がりを生み出す。

α全タイプ α全タイプ α全タイプ

α β全タイプ

¥2,200（消費税10％抜き ￥2,000）
　　　 08A16-0K0-0000.7H

for iPod対応USBプレーヤー／AM･FMチューナー、センターディスプレー

適用マーク： α＝ αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。

DRIVE SOUND TUNING
光や風とともに、音楽を浴びて駆ける体験を。オープンボディーの特性を踏まえ、

リアリティーに満ちた音響環境を生む「スカイサウンドスピーカーシステム」。



＊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5秒後
から約60秒間の動画を最大10件
まで記録します。

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

エンジンスイッチオフ エンジンスイッチオン
■駐車時録画モード

衝撃

■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。

17 18

●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。●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。●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。

※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。 ※本機は、micro SDカードへの常時記録／上書き型のドライブレコーダーです。micro SDカードの記憶容量が
一杯になると古い動画から消して新しい動画を記録（上書き）します。 ※G（衝撃）を検知して記録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。 ※記録した動画を残したい場合は、micro SDカードを
抜いてパソコンなどに保存していただく必要がありますのでご注意ください。 ※必ず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。 ※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。 ※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。 ※本機で記録した動画はナビで再生できません。

¥27,500（消費税10％抜き ￥25,000）
08E30-PH2-000

06 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〉
  

1.3H

駐車時も安心。水平130°の記録が可能な
広角・高画質モデル。

取付位置：運転席側

SDカード
変換アダプター

本体

micro SDカード
（16GB）

再生イメージ

08A50-TDJ-000L
本体 　 ¥217,800（消費税10％抜き ￥198,000）

合計  ¥222,200（消費税10％抜き ￥202,000）
取付アタッチメント¥4,400（消費税10％抜き ￥4,000）

1.1H

1.1H

08B50-TDJ-000A

※トップキャリアと同時装着する場合、積載物によってはTVチューナーの受信性能に
影響する場合があります。

S660専用 スカイサウンド インターナビ ＶＸＵ－１９２ＳＳｉ

NAVIGATION
SYSTEM

TVチューナーの
取付位置：助手席足元クラリオン製

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

★通信費が無料※3のリンクアップフリーに対応。インターナビ交通情報をはじめ、多彩な
情報サービスを気軽に活用できます。また、渋滞を予測したルート案内や空いている駐車
場を探したりする機能などを、カーナビではもちろん、パソコン、スマートフォンでもご利用
いただけます。詳しくはインターナビ ホームページをご覧ください。

■基本性能
・7インチ W-VGA
 静電容量式タッチパネル
・フラッシュメモリー 32GB
・ハンズフリー通話（Bluetooth®接続）

■オーディオ＆ビジュアル機能
・AM/FMチューナー（ワイドFM対応）
・USBメモリーデバイス対応（音楽＆ビデオ）※1
・iPod/iPhone対応（USB接続）
・Bluetooth®オーディオ再生
・地上デジタルTV対応（12セグ＋ワンセグ）※2

■その他の機能
・Gメーター表示
・ダイナミックガイドライン
・ウェブブラウザ表示
・車両メーター内時計連動機能

■ナビゲーション機能
・インターナビ対応★

・有償地図更新
 （初回は2020年末頃を予定）

※1著作権で保護された音楽・ビデオファイルは再生できません。音楽ファイルはMP3/WMA/AAC（AACは拡張子が「.m4a」のみ）が再生できます。ビデオファイルはMP4/M4V/AVIが再生できます。 ※2 TVチューナーキットのみ視聴できます。地上デジタル
TVは「2アンテナ×2チューナー」仕様となります。※3 「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。
＊｢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。＊インターナビ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。 ＊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。＊スマートフォンアプリ「internavi POCKET」、「Sound of Honda version S660」、「Rev Beat S660」は利用できません。＊スマートフォンでWi-Fi接続を利用するには、テザリング契約が
必要です。詳しくは、ご契約の通信事業者にご確認ください。＊テザリング機能の設定方法について詳しくは、お使いのWi-Fiデバイスの取扱説明書をご確認ください。
●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TV画面
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。 
■iPod、iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple 
Inc.の商標です。  ■Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、本田技研工業株式会社と株式会社ホンダアクセスはライセンスに基づき使用しています。 ■Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

●「モニター部」駆動方式：TFTアクティブマトリクス方式／画面サイズ：7インチ W-VGA／画素数：1,152,000画素（800×480×3） ●「NAVI部」GPSアンテナ：マイクロストリップ平面アンテナ／受信周波数：1575.42MHｚ（C/Aコード）／受信方式：パラレル13
チャンネル ●「オーディオ部」最大出力：30W×4／負荷インピーダンス：4Ω ●「AM部」受信周波数：522～1629kHz／音声：モノラル ●「FM部」受信周波数：76.0～99.0MHz／音声：ステレオ ●「Bluetooth部」受信周波数：2402～2480MHz／規格：
Ver.3.0／対応プロファイル：HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/DUN/SPP/MAP/DID ●「Wi-Fi部」対応規格：IEEE 802.11b/g/n／対応周波数：2.4GHz／対応チャンネル：1～13チャンネル／対応セキュリティー：OPEN/WEP/WPA/WPA2/WAP ●TV
チューナーキット「地上デジタルTV部」受信チャンネル：UHF13～52チャンネル（470～710MHz）／放送方式：地上デジタル放送方式（日本） ●「地図データ収録時期」道路（高速・有料）：2017年6月／道路（国道・県道）：2017年4月／交通規制：2017年5月

「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。

※新車コースでは、スピーカー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。

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
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。

●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。

¥1,650（消費税10％抜き ￥1,500）
08A41-0N0-000

03 USBメモリーデバイスコード
  

iPod/ iPhoneやUSB機器などを車内で再生するためのコード。

全タイプ

α全タイプ α全タイプ05 ETC車載器 音声ガイドタイプ （アンテナ分離型） 
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。
LEDランプでETCカードの挿入状態も確認可能。

※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。

コードの長さ：1ｍ
※コードを延長して使用したい場合に必要となります。

※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。最新のコントロール可能なiPod、iPhoneおよびその他の接続確認リストについては https://www.honda.co.jp/navi/support/ をご覧ください。

本体

合計

¥11,000（消費税10％抜き ￥10,000）

　  　   ¥5,500（消費税10％抜き ￥5,000）

 ¥16,500（消費税10％抜き ￥15,000）
取付アタッチメント

08E23-PH0-B00

08E24-TDJ-B00E
＊

＊

＊6MT車は 、CVT車は となります。1.3H 1.2H

04 発話型ETC2.0車載器（GPS付／アンテナ分離型）
GPSとスピーカーを搭載。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。

※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。

本体

合計

¥27,500（消費税10％抜き ￥25,000）

　  　¥4,400（消費税10％抜き ￥4,000）

¥31,900（消費税10％抜き ￥29,000）
取付アタッチメント

08E25-PH0-B00

08E26-TDJ-B00E
＊

＊
＊6MT車は 、
CVT車は となります。

1.3H
1.2H

取付位置 : 
グローブボックス内

＊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。
■「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。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. リアカメラ
2. 照明付オーディオリモートコントロールスイッチ
3. センターコントロールスイッチ
4. ハンズフリーマイク

「ナビ装着用スペシャルパッケージ」は、
スカイサウンド インターナビ専用装備のセットです。

2 3●スカイサウンド インターナビ装着時は、音楽･映像メディアと接続可能なUSBジャック（5V／最大1.5A）が1個利用できます。●字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

08A50-TDJ-T00L
本体  ¥247,500（消費税10％抜き ￥225,000）
02  スカイサウンド インターナビ＋TVチューナーキット01  スカイサウンド インターナビ

合計  ¥262,900（消費税10％抜き ￥239,000）

取付アタッチメント   ¥4,400（消費税10％抜き ￥4,000）
2.2H

2.2H

08B50-TDJ-000ATVチューナー
取付アタッチメント ¥11,000（消費税10％抜き ￥10,000）

08B56-TDJ-010

※助手席足元のスペースが狭くなります。 

取付位置 : 
グローブボックス内

駐車時録画
画像サイズ
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）
件数

〇〈エンジンスイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920×1080

130°（水平）×73°（垂直）
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

記録方式
フレームレート

サイズ

自車位置記録
スマートフォン連動（Wi-Fi接続）

パソコン動作環境

本体
カメラ（別体）
液晶モニター

推奨OS
再生ソフト

MP4（動画）
30FPS

幅約6.5×長さ約6.5×高さ約3.7cm
―

2.4インチ
〇（本体内蔵GPS機能）

―
Windows 7/8/8.1/10
専用ビューアーソフト

for ナビ装着用スペシャルパッケージ

for スカイサウンド インターナビ

USBメモリーデバイス
音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生03 USBメモリーデバイスコード

iPod/iPhone

■USB機器

■ Lightningコネクタ装備のiPod/iPhone

車両標準装備の
USBジャック

車両標準装備の
USBジャック

Lightning-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属）

音楽再生音楽再生

適用マーク： α＝ αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M
■画面はすべてハメコミ合成です。

スマートフォンなどで広く採用
されている静電容量式タッチパ
ネルを採用し、ボタンを探すこ
となく直感的に操作できます。
※走行中は一部操作が制限されます。

100%サーバールート配信を実現。
サーバーにある最新の情報で
道案内をおこなうため、ナビの
地図では未開通の道路も案内
します。

Bluetooth®で接続すれば、スマート
フォンの中の音楽を再生できます。
iPhoneをUSBで接続すれば、充電
しながら音楽を楽しめます。

運転中にかかる前後左右のGに
加え、アクセルペダル開度や
ブレーキ圧、水温を表示します。

ハンドルの切れ角とともに変化
するガイドラインをナビ画面に
表示。進路が予測でき、バック
駐車時の運転をサポートします。

スマートフォンやWi-Fiルーター
などとWi-F iで接続すれば、ナビ
に搭載したブラウザアプリでイ
ンターネットが閲覧できます。

スマートフォンの音楽再生に対応 走る喜びを加速させる
「Gメーター表示」

スマートフォンのような直感操作 「鮮度」の高い道案内 ダイナミックガイドライン ウェブブラウザ表示に対応

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



表面 裏面

03 ボディカバー
純正ならではのジャストサイズで、雨やキズなどからクルマを保護。

●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。

07 コーナーセンサー（超音波感知システム・２センサー／リア用左右セット）
２つのセンサーで車両の後方左右にある障害物を感知。縦列駐車などで便利。

センサー感知範囲イメージ図

各1.2H

本体

合計

      各¥8,800
　  　   ¥9,900
各¥18,700

（消費税10％抜き 各￥8,000）

（消費税10％抜き ￥9,000）

（消費税10％抜き 各￥17,000）

取付アタッチメント 1.2H

08V67-＊＊＊-＊＊＊＊

08V67-TDJ-000A

※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。
※コーナー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。
安全のためコーナーセンサー使用時も直接目視で周囲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。

約60～45cm

約45～35cm

約35cm以下

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

感知範囲 電子ブザー音
3種類の警告音でお知らせ

※走行中は使用できません。
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

04 パーキングシェード（車名ロゴ付）
付属のゴムベルト・ストラップを車両に
固定して装着。 車内から手軽に脱着可能。

08P39-TDJ-000A¥7,150（消費税10％抜き ￥6,500）アクティブスポイラー装着無し車用
アクティブスポイラー装着車用

08P34-TDJ-000
08P34-TDJ-000A

08P34-TDJ-000B 08P39-TDJ-000

●フルタイプ

各¥16,500（消費税10%抜き 各¥15,000）

※ハーフボディカバーとの同時使用はできません。
※キャリアシステムとの同時装着はできません。

※ハーフボディカバーとの同時使用はできません。

●ハーフボディカバー

¥6,600（消費税10%抜き ¥6,000）
※ボディカバー（フルタイプ）との同時使用はできません。

0.1H

専用バッグ付

センサー（カラードタイプ）

収納バッグ
一体型

●フルタイプ（Modulo X 専用）

¥19,800（消費税10%抜き ¥18,000）

専用バッグ付

※カラーコード表★付カラーは￥2,200（消費税10％抜き ￥2,000）高となり、
表示価格には含まれません。

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。

05 リモコンエンジンスターター
（アンサーバック機能付）

【主な機能】 ■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。

1.0H

1.0H

本体
取付アタッチメント

合計 ¥30,800

（消費税10％抜き ￥23,000）
（消費税10％抜き ￥5,000）

¥25,300
¥5,500

（消費税10％抜き ￥28,000）

08E91-E7H-001
08E92-PB1-A00

19 20■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。

08 車検証ケース（車名ロゴ付）
車名ロゴ付きの専用車検証入れ。名刺ホルダー付き。

08U13-TDJ-000¥4,950（消費税10%抜き ¥4,500）

09 コンソールサイドボックス（車名ロゴ付）

サイズ ： 幅21×高さ14.5×奥行き（展開時）11.5cm　　取付位置 : 助手席側

オーナー心をくすぐる車名ロゴ付き。

08U12-TDJ-000¥3,850（消費税10％抜き ￥3,500）

展開時

取付位置 : 助手席側

13 ドリンクホルダー
ドライバーが手を伸ばせば自然にドリンクに手が
届く配置。使用しない時は取り外し可能。

08U31-TDJ-010¥6,050（消費税10%抜き ¥5,500）0.1H
※助手席に乗車する際は、ドリンクホルダーを取り外してください。
※チャイルドシートを装着する場合は取り外してください。

08E10-TDJ-000

08P16-TDJ-040

ドア開閉に連動し点灯。
スモールランプ連動時は、
淡い光で空間を彩る。

¥11,000（消費税10％抜き ￥10,000）
0.6H

14 フットライト 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）／運転席・助手席セット

十分なクッション性と上質な風合いの生地を採用。

各¥17,600（消費税10%抜き 各¥16,000）
●レッド 08P15-TDJ-010A　●シルバー 08P15-TDJ-020A　●ブラック 08P15-TDJ-030A

各0.2H

レッドを差し色にした
スポーティーなチェッカー柄。

¥28,600（消費税10%抜き ¥26,000）

αβ

αβ

11 フロアカーペットマット プレミアムタイプ
（ヒールパッド・アルミオーナメント付／運転席・助手席セット）

レッド

シルバー

ブラック

10 シートセンターバッグ（ベルト1本付属／車名ロゴ付）

17 ハイケルビンバルブ

シート間にジャストフィットし、車内に収納力をプラス。S660のスポーツレザー
シートと同じ合成皮革とラックススェード®を使い、スタイリッシュなデザインに。
取り外せば、斜めがけやウエストバッグスタイルなどの持ち方ができ、普段使い
のバッグとしても活用可能。愛車の存在を常に身近に感じられる。

●ブラック  08U51-PB1-010
●ブラック×レッド  08U51-PB1-030

各¥27,500（消費税10%抜き 各¥25,000）

※ラックス スェード®はセーレン株式会社の登録商標です。

※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。

※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。

取付位置：コンビニフック
サイズ：縦 約24（リング部除く）×横 約13×マチ部 約5cm
ベルトの長さ：約69～約128.5cm ／ 許容荷重：1.5kg

CVT車専用

ブラック ブラック×レッド

S 660ロゴ付

本体

合計

　   ¥13,200（消費税10％抜き ￥12,000）

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）

インテリアランプを交換するだけで、3種類のパターンに対応。

取付位置：インテリアランプ部

※標準装備のインテリアランプを取り外し装着となります。 ※アドバンスドルームミラー、LEDルームランプ、オートデイナイト
ミラーとの同時装着はできません。※写真は他車種の装着例です。

16

面発光ライト ブルーイルミネーションスポットライト

サブハーネスアタッチメント
本体

0.2H

0.2H 08E13-E81-010

08E14-T4R-000

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

見やすさを向上させるとともに、室内にシャープなイメージを演出。 
●インテリアランプ用

¥3,850（消費税10％抜き ￥3,500） 08E13-E4A-A00
※標準装備のインテリアランプの電球を取り外し装着となります。 ※LEDルーフ照明との同時装着はできません。※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。※写真は他車種の装着例です。

LEDルームランプ 標準ランプ

β

¥550（消費税10％抜き ￥500）

¥13,750（消費税10％抜き ￥12,500）

12 フロアカーペットマット デザインタイプ
（ヒールパッド・アルミオーナメント付／運転席・助手席セット）

ブリティッシュグリーン・パール
ナイトホークブラック・パール
フレンチブルー・パール
アラバスターシルバー・メタリック

T4G
TDJ
TDJ
SYY

0S0J
0A0K
0D0K
A20K

　アドミラルグレー・メタリック
★プレミアムスターホワイト・パール
フレームレッド
カーニバルイエローII

TDJ
TDJ
TDJ
TDJ

010K
020K
050K
060K

■カラーコード表 ＊＊＊-＊＊＊＊ ＊＊＊-＊＊＊＊ ■

※１個使用となります。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

●ライセンスランプ用 W5W（5W）（2個セット）

08V30-E89-000E0.1H

●ヘッドライト ハイビーム用 HB3（60W）（2個セット）

※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。

08V30-E89-000D0.3H

¥7,700
（消費税10%抜き ¥7,000）

¥2,310
（消費税10%抜き ¥2,100）

αβ M 全タイプ

シルエット+ロゴのデザインも含むステッカー。

18 エンブレムデザイン（ステッカー）

¥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）08F30-TDJ-000
シートサイズ ： A4

※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。

全タイプ

全タイプ

06 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）

全タイプ

オートデイナイトミラー（フレームレス仕様）02

08V03-TDJ-000A

作動後

作動前

01 アドバンスドルームミラー
（エンジンスイッチ連動／カメラ画素数：約200万画素）

08V09-PG7-B00¥64,900（消費税10％抜き ￥59,000）
08V09-PG7-000A¥9,900（消費税10％抜き ￥9,000）

¥74,800（消費税10％抜き ￥68,000）

本体

合計

取付アタッチメント 1.8H

1.8H

¥17,600（消費税10％抜き ￥16,000）
¥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）

¥20,900（消費税10％抜き ￥19,000）

本体

合計

取付アタッチメント

カメラモード カメラ取付位置

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の切り替え
ができます。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。 

後方からの強い光をセンサーで検知し、鏡面の反射を自動で制御。鏡面周りの樹脂
フレームをなくしたスタイリッシュなデザイン。

※標準装備のルームミラーを取り外し装着となります。
※LEDルーフ照明、オートデイナイトミラーとの同時装着はできません。
※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。
※ロールトップ取り外し時などの強い外光がディスプレーに当たる状況では画面が見えにくくなる
　場合がありますので、ミラーモードで使用してください。
※太陽光や照明等で照らされた物がリアガラスに反射して映像に映る事があります。
※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。
※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。

※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見える範囲や死角となる範囲が異なります。
※写真やイラストは説明のためのイメージで、画面はハメコミ合成です。 ※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

全タイプ

全タイプ全タイプ

α全タイプ

α全タイプ

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40°約10°
約9°約6°

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

■カメラ視野範囲

08V03-TDJ-0000.7H

0.7H

※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、LEDルーフ照明との同時装着はでき
ません。※写真は説明のためのイメージです。※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。

※本体下部のレバーでミラーモード・カメラモードの切り替えが可能。

0.2H

08U08-PG0-010A¥2,750（消費税10%抜き ¥2,500）
※リモコンエンジンスターターは商品には含まれません。

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。

《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。

オプション

適用マーク： α＝ αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M

UTILITY
カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。



アンティークパリ シルバーカーボンビジューフラワー コスメティック

ハワイアン サイバーエントリー

コズミックギャラクシー

みけねこ

ビビッドラブ

マーブルフラワースノーフラワー カモフラージュ アクセントイエロー マットネイビーマットブラック スウィートピンク

●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。21 22Photo ： α（6MT）　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムスターホワイト・パール

ボディーコート

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』

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。

詳しくは販売会社へお問い合わせください。

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。

■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。

■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。

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

ワイパーブレードセット （スノータイプ）
運転席側用＋助手席側用

お得な
セット

セット価格
¥8,360（消費税10％抜き ￥7,600） 08T22-E7J-D01単品価格での合計 ¥9,350（消費税10％抜き ￥8,500）
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ハワイアン
サイバーエントリー
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020E
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12 ランバーフィットサポート
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。

08R31-ES1-001¥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、成型後は元にもどらなくなります。
※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。

※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。

型式指定番号  E43 44R-040006

06 シートベルト固定タイプチャイルドシート

08P90-E4R-002A¥40,700 （消費税10％抜き ￥37,000）
●Hondaジュニアシート（学童用） 

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

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。

［スタンダード］［デラックス］

※写真はすべて
裏面です。

表面

03 アルミホイール用ホイールロックナット

●キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

¥6,600

¥5,280
●キャップタイプ 4個セット

04 アルミホイール用ホイールナット 

08W42-SR3-B00

各¥3,080 （消費税10％抜き 各￥2,800）

¥3,850 （消費税10％抜き ￥3,500）
08W42-TF0-000

05 収納ケース

※取り外したナットを収納するケースです。

αβ●ブラック／キャップタイプ 16個セット
08W42-TDJ-000

（消費税10％抜き ￥4,800）

（消費税10％抜き ￥6,000）

●ブラック／キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

¥7,700（消費税10％抜き ￥7,000）

¥5,280
●ブラック／キャップタイプ 4個セット

（消費税10％抜き ￥4,800）

ブラック

マックガード社製

マックガード社製
（ブラック）

08W42-SR3-E00

08W42-SNW-000

08W42-SJK-002A

08W42-TEA-000

メッキタイプ

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

ナンバープレートロックボルト マックガード社製
（ボルト長：20mm／4本入りセット）

¥3,850（消費税10％抜き ￥3,500） 08P25-EJ5-K00A
※字光式ナンバープレートには装着できません。

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。

13
ナンバープレートをよりスポーティーに演出。

各¥3,850（消費税10％抜き 各￥3,500）

各¥4,950（消費税10％抜き 各￥4,500） 

ライセンスフレーム（フロント用／リア用）

●フロント用 メッキタイプ　　08P25-PD1-000A
●リア用 メッキタイプ　　08P26-PD1-000A

●フロント用 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

●リア用 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-PD1-010D

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

14

各0.1H

各0.1H

08U54-PA4-0M0¥10,978（消費税10％抜き ￥9,980）

02 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

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。

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。

暗がりでも使いやすい
LEDライト搭載

モーター駆動
回転ブラシ

取付位置：フロントドアパネルラッチ上部（運転席側・助手席側）

点灯イメージ

08R73-PA1-000¥2,750（消費税10％抜き ￥2,500）

01 静電気除去プレート （運転席・助手席共用1個売り）
取付イメージ

0.1H

※ボディーコートの施工前に装着してください。※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。

全タイプ全タイプ

ワイパーブレード （スノータイプ）

A：運転席側用  ¥5,500（消費税10％抜き ￥5,000）
B：助手席側用  ¥3,850（消費税10％抜き ￥3,500） 

降雪時の視界をサポート。

カラフルで鮮やかなデザインのキーカバー。

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。

撥水ガラスコート施工処理車専用の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。

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

C

D

10 ワイパーブレード （撥水ブレードラバー）11

C：運転席側用  ¥1,760（消費税10％抜き ￥1,600） 
D：助手席側用   ¥1,760（消費税10％抜き ￥1,600） B

A
08T22-E7J-001F

08T22-E7J-001E

08T24-TY3-000

08T24-T5A-000A

0.1H

0.1H

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

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
●メッキタイプ 08Z01-PD1-000C

セット価格

¥10,175（消費税10％抜き ￥9,250）単品価格での合計
¥11,550（消費税10％抜き ￥10,500） 0.2H

セット価格
各¥12,375（消費税10％抜き 各￥11,250）各0.2H

●ダーククローム調メッキタイプ 08Z01-PD1-000D
●ベルリナブラックタイプ 08Z01-PD1-A10K
単品価格での合計
各¥13,750（消費税10％抜き 各￥12,500）

全タイプ

全タイプ
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●キャップタイプ 16個セット

適用マーク： α＝ αβ＝ β全タイプ＝全タイプ Modulo X＝ M

07 キーカバー（本革製／ブラック×ブラウンステッチ）

¥3,300 （消費税10％抜き ￥3,000） 
08U08-T5A-010

全タイプ

※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）との同時装着はできません。

■カラーコード表
マットブラック
スウィートピンク

010
020

アクセントイエロー
マットネイビー

030
040

＊＊＊ ＊＊＊

08 キーカバー （樹脂製）

●スタンダード 

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

●デラックス 

各¥4,400（消費税10％抜き 各￥4,000）
08F44-PG0-＊＊＊＊

全タイプ

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。
※キーカバー（本革製／シリコン製）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。
※写真は他車種の装着例です。

09 キーカバー （シリコン製）
各¥1,650（消費税10％抜き 各￥1,500） 08U08-PG0-＊＊＊

※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／本革製）との同時装着はできません。

全タイプ

S660アクセサリー装着車のインプレッション映像や、
フォトギャラリーをホームページで公開中
https://www.honda.co.jp/ACCESS/s660/

0.2H＊
各0.3H＊

0.2H＊

0.2H＊

0.2H＊

＊アルミホイール、ホイールナット、サスペンション、ディスクローター ドリルドタイプ、スポーツブレーキパッドのいずれかと
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、サスペンション、ディスクローター ドリルドタイプ、スポーツブレーキパッドのいずれかと同時装着する
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。

カタログPDFの情報は2019年10月現在のものです。


