
キーカバーコレクション　web適用表 2022年5月現在

＜キーカバー　樹脂製＞

名称・種類 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

① N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B60B ¥4,400 ¥4,000

② CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A60B ¥4,400 ¥4,000

③ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-060B ¥4,400 ¥4,000

④ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B70C ¥4,400 ¥4,000

⑤ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A70C ¥4,400 ¥4,000

⑥ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-070C ¥4,400 ¥4,000

⑦ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B80D ¥4,400 ¥4,000

⑧ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A80D ¥4,400 ¥4,000

⑨ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-080D ¥4,400 ¥4,000

⑩ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B90E ¥4,400 ¥4,000

⑪ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A90E ¥4,400 ¥4,000

⑫ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-090E ¥4,400 ¥4,000

⑬ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B10A ¥3,300 ¥3,000

⑭ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A10A ¥3,300 ¥3,000

⑮ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-010A ¥3,300 ¥3,000

⑯ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B20A ¥3,300 ¥3,000

⑰ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A20A ¥3,300 ¥3,000

⑱ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-020A ¥3,300 ¥3,000

⑲ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B30A ¥3,300 ¥3,000

⑳ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A30A ¥3,300 ¥3,000

㉑ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-030A ¥3,300 ¥3,000

スタンダード

スパークルジュエリー

スタンダード

くつしたねこ

デラックス

カリフォルニアホワイト

デラックス

プリズムオーロラ

デラックス

クロコダイル

デラックス

イミテーションカーボン

スタンダード

ハートピーコック
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名称・種類 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

㉒ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B40A ¥3,300 ¥3,000

㉓ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A40A ¥3,300 ¥3,000

㉔ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-040A ¥3,300 ¥3,000

㉕ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08F44-PM4-B50A ¥3,300 ¥3,000

㉖ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08F44-PM4-A50A ¥3,300 ¥3,000

㉗ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08F44-PM4-050A ¥3,300 ¥3,000

※Hondaスマートキー装備車のみ装着できます。

※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）、ペットキーカバー（肉球）、スマートキーケース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。

※リモコンエンジンスターター（Hondaスマートキーシステム搭載タイプ）には装着できません。

＜キーカバー　シリコン製＞

名称・種類 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

① N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-E9Y-060 ¥1,430 ¥1,300

② CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08U08-PG0-010 ¥1,650 ¥1,500

③ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08U08-PM4-010 ¥1,980 ¥1,800

④ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-E9Y-010 ¥1,430 ¥1,300

⑤ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08U08-PG0-020 ¥1,650 ¥1,500

⑥ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08U08-PM4-020 ¥1,980 ¥1,800

⑦ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-E9Y-040 ¥1,430 ¥1,300

⑧ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08U08-PG0-030 ¥1,650 ¥1,500

⑨ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08U08-PM4-030 ¥1,980 ¥1,800

⑩ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08U08-PG0-040 ¥1,650 ¥1,500

⑪ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08U08-PM4-040 ¥1,980 ¥1,800

⑫ カジュアルブルー N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-E9Y-020 ¥1,430 ¥1,300

⑬ シックブラウン N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-E9Y-030 ¥1,430 ¥1,300

⑭ ナチュラルホワイト N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-E9Y-050 ¥1,430 ¥1,300

※Hondaスマートキー装備車のみ装着できます。

※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）、ペットキーカバー（肉球）、スマートキーケース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（Hondaスマートキーシステム搭載タイプ）には装着できません。

マットネイビー

スタンダード

ポリゴンデザイン

スタンダード

トリコロール

マットブラック

スウィートピンク

アクセントイエロー
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＜キーカバー　本革製＞

名称・種類 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

①
ブラック×ブラックステッチ

2ボタン用

N-BOX（リアパワースライドドア装備無し車用）／N-ONE／

N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN
08U08-T6G-010 ¥3,300 ¥3,000

②
ブラック×ブラックステッチ

3ボタン用
N-BOX（リア左側パワースライドドア装備車用） 08U08-TY0-030 ¥3,300 ¥3,000

③
ブラック×ブラックステッチ

4ボタン用
N-BOX（リア両側パワースライドドア装備車用） 08U08-TY0-030A ¥3,300 ¥3,000

④
ブラック×ブラウンステッチ

2ボタン用

CR-V（ハンズフリーアクセスパワーテールゲート装備無し車用）／シャトル／

フィット／フリード（両側パワースライドドア装備無し車用）
08U08-T5A-010 ¥3,300 ¥3,000

⑤
ブラック

2ボタン用
ヴェゼル（ハンズフリーアクセスパワーテールゲート装備無し車用）／シビック 08U08-PM4-010A ¥3,300 ¥3,000

⑥
ブラック×ブラウンステッチ

3ボタン／4ボタン用

CR-V（ハンズフリーアクセスパワーテールゲート装備車用）／

オデッセイ（ハンズフリーアクセスパワーテールゲート装備無し車用）／

フリード（両側パワースライドドア装備車用）

08U08-E8T-010 ¥3,300 ¥3,000

⑦
ブラック

3ボタン／4ボタン用

ヴェゼル（ハンズフリーアクセスパワーテールゲート装備車用）／

ステップ ワゴン（AIR用）
08U08-PM4-010B ¥3,300 ¥3,000

⑧
ブラック

5ボタン用
ステップ ワゴン（SPADA用） 08U08-PM4-010C ¥3,300 ¥3,000

※Hondaスマートキー装備車のみ装着できます。

※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（Hondaスマートキーシステム搭載タイプ）には装着できません。

※エンジンスタートボタンの誤操作の懸念があるため、エンジンスタートボタン付Hondaスマートキーには装着しないでください。

＜ペットキーカバー（肉球）＞

名称・種類 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

① N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08Z41-PG0-010A ¥4,400 ¥4,000

② CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08Z41-E9G-010C ¥4,400 ¥4,000

③ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08Z41-PM4-010 ¥4,400 ¥4,000

④ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08Z41-PG0-020A ¥4,400 ¥4,000

⑤ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08Z41-E9G-020C ¥4,400 ¥4,000

⑥ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08Z41-PM4-030 ¥4,400 ¥4,000

⑦ N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08Z41-PG0-030A ¥4,400 ¥4,000

⑧ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08Z41-E9G-030C ¥4,400 ¥4,000

⑨ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08Z41-PM4-020 ¥4,400 ¥4,000

※Hondaスマートキー装備車のみ装着できます。

※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／本革製）、スマートキーケースとの同時装着はできません。

※「くろ」と「しろ」は2トーンではありません。

※リモコンエンジンスターター（Hondaスマートキーシステム搭載タイプ）には装着できません。

くろ

しば

しろ
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＜リモコンエンジンスターターカバー　シリコン製＞

名称・種類 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

① スウィートピンク N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-PG0-020B ¥3,300 ¥3,000

② マットネイビー N-BOX／N-ONE／N-VAN（+STYLE FUN（ターボ含む））／N-WGN 08U08-PG0-040B ¥3,300 ¥3,000

③ マットブラック
CR-V／アコード／インサイト／ヴェゼル／オデッセイ／シャトル／

ステップ ワゴン／フィット／フリード
08U08-PG0-010A ¥2,750 ¥2,500

※MT車には装着できません。

※リモコンエンジンスターターは商品には含まれません。

4


