2019年5月10日

Honda 新型 SHUTTLE(シャトル)用純正アクセサリーを発売

株式会社ホンダアクセスは、マイナーモデルチェンジを行った Honda 新型「SHUTTLE(シャトル)」
の発売に際し、純正アクセサリーを同車発売の同日となる 5 月 10 日（金）に全国の Honda Cars に
て発売します。
SHUTTLE 純正アクセサリーは、『アクティブ ツアラー』をコンセプトに休日の趣味やお出かけで
の使い勝手に加え、精悍さやタフさを感じさせるエクステリアアイテムなどを多数ラインアップしま
す。
エクステリアアイテムには、躍動感のあるスタイリングを生み出すロアスカートを設定。新たに
LED ビームライトを組み合わせることで一層の存在感を演出します。また新たに設定する前後のロア
ガーニッシュは SUV を思わせる高輝度シルバー仕上げで、たくましさや力強さを演出します。
SHUTTLE の特徴でもある広大なラゲッジスペースを活用するアイテムとして、ダブルステッチと
革調で高級感のあるラゲッジボードやテールゲート開口部を保護するエプロン付きのラゲッジマッ
ト、濡れた荷物も気にせず積むことができるラゲッジトレイなどさまざまなタイプをラインアップ。
さらに、夜間に便利なラゲッジイルミネーションやプライバシーを保護するトノカバー、荷物の積み
降ろし時の傷付きを防止するテールゲートガーニッシュカバーなどを組み合わせることでアクティ
ブなカーライフをサポートします。

「SHUTTLE HYBRID Z・Honda SENSING」
純正アクセサリー装着イメージ

「商品情報サイト」
「ホンダアクセスプレスインフォメーションサイト」

「SHUTTLE HYBRID X・Honda SENSING」
純正アクセサリー装着イメージ

https://www.honda.co.jp/ACCESS/shuttle/
https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/
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「SHUTTLE」主な純正アクセサリー

[エクステリアアイテム]
フロントグリル
リアライセンスガーニッシュ
ロアガーニッシュ
フロント用
リア用
※１
ロアスカート
デカール サイド
[インテリアアイテム]
サイドステップガーニッシュ

メーカー希望小売価格(

)内消費税抜き本体価格

27,000 円(25,000 円)
14,904 円(13,800 円）

スマートブラック
スマートブラック

SHUTTLE ロゴ入り/フロント・リアドア用左右 4 枚セット

29,160 円(27,000 円)
29,160 円(27,000 円)
64,800 円(60,000 円)
23,760 円(22,000 円)

フロント部 LED ホワイトイルミネーション

27,000 円(25,000 円)

高輝度シルバー
高輝度シルバー
LED ビームライト(エンジン<パワー>スイッチ連動)付

(ドア開閉連動/SHUTTLE ロゴ)付/フロント・リア用左右 4 枚セット

フットライト

11,880 円(11,000 円)

LED ホワイト照明
(ドア開閉・スモールランプ連動)/フロント左右＋フロントコンソールポケット部のセット
LED ブルー照明(ドア開閉・スモールランプ連動)/フロント左右セット

スピーカーイルミネーション

10,800 円(10,000 円)
21,600 円(20,000 円)

LED ホワイトイルミネーション(エンジン<パワー>スイッチ連動)/スピーカー部(メッキ調)/フロント左右セット

ラゲッジボード(プレミアムタイプ) 合皮製/ストライプ調デザイン
ラゲッジイルミネーション
LED ホワイト照明(テールゲート開閉連動)/左右セット
ラゲッジマット
トノカバー
ラゲッジトレイ
テールゲートガーニッシュカバー ステンレス製
ラゲッジネット
サイズ：L88×W45cm

[お得な純正アクセサリーパッケージ]
光のアイテムパッケージ

単品合計価格 60,480 円(56,000 円)

→

32,400 円(30,000 円)
17,280 円(16,000 円)
15,120 円(14,000 円)
08,640 円(08,000 円)
14,040 円(13,000 円)
12,960 円(12,000 円)
08,640 円(08,000 円)

パッケージ価格 48,384 円(44,800 円)

[フットライト(ホワイト照明) + サイドステップガーニッシュ + スピーカーイルミネーション]

コンソールパッケージ

単品合計価格 11,880 円(11,000 円)

→

パッケージ価格 9,720 円(9,000 円)

→

パッケージ価格 39,960 円(37,000 円)

[LED ダウンライト + コンソールボックストレイ]

ラゲッジパッケージ

単品合計価格 49,680 円(46,000 円)

[ラゲッジボード(プレミアムタイプ) + ラゲッジイルミネーション]

セーフティサポートパッケージ※2 単品合計価格 38,880 円(36,000 円) →

パッケージ価格 33,048 円(30,600 円)※3

[パーキングセンサー(フロントコーナー+リアコーナー) + リアカメラ de あんしんプラス 2(ダブルビュー)]

ドライブレコーダーパッケージＡ 単品合計価格 48,384 円(44,800 円) →

パッケージ価格 47,304 円(43,800 円)

[ドライブレコーダー(フロント用)液晶モニター付 + ドライブレコーダー(リア用)]

ドライブレコーダーパッケージ C 単品合計価格 54,000 円(50,000 円) →

パッケージ価格 52,920 円(49,000 円)

[ドライブレコーダー(フロント用)GPS/液晶モニター付 + ドライブレコーダー(リア用)]

ドライブレコーダーパッケージ D 単品合計価格 57,240 円(53,000 円) →

パッケージ価格 56,160 円(52,000 円)

[ドライブレコーダー(フロント用)ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付 + ドライブレコーダー(リア用)]

新車パッケージ

単品合計価格 61,560 円(57,000 円)

→

パッケージ価格 58,482 円(54,150 円)

[フロアカーペットマット(プレミアムタイプ) + ドアバイザー +
ライセンスフレーム(メッキタイプ/フロント・リア用 + ナンバープレートロックボルト]

※1…ミッドナイトブルービーム・メタリック、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プラチナホワイト・パール、
プレミアムベルベットパープル・パールは\3,240(消費税 8%抜き\3,000)高となります。
※2…ミッドナイトブルービーム・メタリック、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プラチナホワイト・パール、
プレミアムベルベットパープル・パールは\2,160(消費税 8%抜き\2,000)高となります。
※3…パッケージには装着に必要なアタッチメントは含まれておりません。別途ご購入いただく必要があります。

お客様からの商品についてのお問合せ先：
「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 0120-663521」
受付時間：9～12 時、13～17 時（土日･祝日･弊社指定定休日は除く）

－2－
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で参考価格です。

