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Honda 新型「N-WGN」用純正アクセサリーを発売
株式会社ホンダアクセスは、新型「N-WGN」のフルモデルチェンジに伴い、日々のくらしをさら
に便利に、心地よくする純正アクセサリーを 8 月 9 日に全国の Honda Cars から発売します。
新型 N-WGN 用純正アクセサリーは「わたしのまいにち HAPPY Plus」をコンセプトに、日常のカ
ーライフに豊かさをプラスするエクステリアアイテムを中心として、安心をプラスする運転サポート
アイテムや、日常の使い勝手を向上させるユーティリティアイテムをラインアップしました。
エクステリアは、N-WGN 向けにさりげないアクセントが効いたコーディネート「シンプル リラ
ックス」
、楽しさを演出するコーディネート「カジュアル リラックス」
、N-WGN Custom 向けに堂々
とした佇まいを演出する質感にこだわったコーディネートアイテムをご提案し、自分好みにアレンジ
をプラスしていただけます。
安心をプラスする運転サポートアイテムは、ギャザズナビと連携してリアカメラによって日常の駐
車/運転サポートを行う、
「リアカメラ de あんしんプラス２（ダブルビュー）
」※1 や、駐車時録画機
※2
能を新設定 しながら、お求めやすい価格とした「ドライブレコーダー（フロント用）」をご用意。
同時に「ドライブレコーダー（リア用）
」※3 と合わせて装着することで、日々のカーライフに安心感
をプラスします。
ユーティリティアイテムとしては、荷室上段に荷物が積載された状態でも下段から荷物を引き出せ
る「ラゲッジボックス」や「ラゲッジネット」などの積載アイテム、前席の収納付き肘掛け「アーム
レストコンソール」や、助手席側インパネトレイに置いた小物を滑りにくくする「インパネトレイマ
ット」
、ドアエッジを保護する「ドアエッジモール」などの機能アイテムを設定。さらに、女性向け
用 品シリ ーズ第 6 弾とな る、機 能とお しゃ れを 両立さ せたア イテ ムが 揃う「 Elegant Color
Collection(エレガントカラーコレクション)」を新設定するなど、日常に便利さをプラスする純正ア
クセサリーをお客様のニーズに合わせてお選びいただけます。
また、インテリアに馴染む専用デザインの大画面ナビゲーションシステム、
「N-WGN 専用 8 イン
チ プレミアム インターナビ」も便利さをプラスするアイテムとして、ラインアップしました。
※1 エントリー インターナビには装着できません
※2 新型 N-WGN では、ナビ非連動タイプのドライブレコーダーに駐車時録画機能を新たに設定しました
※3 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

エクステリアイメージ（純正アクセサリー装着車）※左から、N-WGN Custom／N-WGN（シンプルリラックス）／N-WGN（カジュアルリラックス）

「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」

https://www.honda.co.jp/ACCESS/n-wgn/
https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/

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）
株式会社ホンダアクセス
コーポレートコミュニケーション部
〒352-8589 埼玉県新座市野火止 8-18-4
URL https://www.honda.co.jp/ACCESS/
ホンダアクセス Twitter http://twitter.com/Honda_Access/
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「N-WGN」主な純正ディーラーオプション

メーカー希望小売価格（税抜き価格）

■N-WGN 用 エクステリアアイテム
<シンプル リラックス>
19,440 円（18,000 円）~

フロントグリル (N-WGN 用)※4
フードエンブレム 車名エンブレム/クロームメッキ調

6,480 円（6,000 円）

デカール (サイド) ライトグレー×ダークグレー/N-WGN ロゴ入り/フロント・リアドア用左右 4 枚セット
27,000 円（25,000 円）
14 インチ アルミホイール MG-022 14×4 1/2J PCD100ｍｍ インセット 40mm タフタホワイト塗装
22,680 円（21,000 円）/1 本
<カジュアル リラックス>
フロントグリル （N-WGN 用）※4

19,440 円（18,000 円）~
6,480 円（6,000 円）

フードエンブレム 車名エンブレム/クロームメッキ調

デカール（センター＆サイド） ブラック×シルバー/N-WGN ロゴ入り/ボンネット・フロントドア・リアドア各左右・テールゲート用 7 枚セット
37,800 円（35,000 円）
ドアミラーカバー （N-WGN 用） ホワイト/交換タイプ/左右セット

8,640 円（8,000 円）

14 インチ アルミホイール MS-024 14×4 1/2J PCD100ｍｍ インセット 40mm ステルスベルリナブラック塗装
25,920 円（24,000 円）/1 本
■N-WGN 用 インテリアアイテム
インテリアパネル（N-WGN 用） 白木目調/インパネトレー＋ドアスイッチパネル部/貼り付けタイプ/
25,920 円（24,000 円）
フロントドア・リアドア用左右 4 枚セット
ステアリングホイールカバー 本革製 ブラウン×アイボリーステッチ／ブラック×ブラックステッチ
シートカバー※5（ファブリック）フルタイプ※6/ブラウン/フロント・リアセット/

運転席・助手席シートバックアッパーポケット&助手席シートバックポケット対応ファスナー付

各 9,720 円（各 9,000 円）
24,840 円（23,000 円）

■N-WGN Custom 用 エクステリアアイテム
38,880 円（36,000 円）

フロントグリル （N-WGN Custom 用） クロームメッキ

15 インチ アルミホイール MS-034 15×4 1/2J PCD100mm インセット 45mm ブラックスパッタリング仕上げ
35,640 円（33,000 円）/1 本
フューエルリッドデカール ハイボスカル（樹脂製）/クロームメッキ調×ブラック塗装

10,800 円（10,000 円）

3D デカール ハイボスカル（樹脂製）メッキ調/フロント・リアドア各左右・テールゲート用 5 枚セット
23,760 円（22,000 円）
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-2価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税 8%込み）です。2019 年 10 月以降は新消費税率（10%）に基づき精算させてい
ただきます。別途取付アタッチメントが必要な場合があります

■N-WGN Custom 用 インテリアアイテム
48,600 円（45,000 円）

ステアリングホイール 本革製/ブラック×シルバーステッチ

インテリアパネル （N-WGN Custom 用） 黒木目調/インパネトレー＋ドアスイッチパネル部/貼り付けタイプ/
25,920 円（24,000 円）
フロントドア・リアドア用左右 4 枚セット
10,800 円（10,000 円）

スポーツペダル アルミ/ステンレス製
シートカバー※5 合皮製/フルタイプ※6/ブラック/フロント・リアセット/運転席・助手席シートバック

アッパーポケット＆シートバックポケット付

49,680 円（46,000 円）

■イルミネーションアイテム
サイドステップガーニッシュ LED ブルーイルミネーション（ドア開閉連動/N-WGN ロゴ付）/フロント用左右セット
21,600 円（20,000 円）
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 ブルーイルミネーション（エンジンスイッチ連動）/
14,040 円（13,000 円）

フロントドア用左右セット

フットライト＆センターコンソールイルミネーション LED ブルーイルミネーション（ドア開閉・スモールランプ連動）/
フロント左右＋センターロアーボックス部セット
15,120 円（14,000 円）
5,400 円（5,000 円）

ドアミラースイッチ（照明付）交換タイプ/発光色︓ホワイト
■ナビゲーション
N-BOX/N-WGN 専用 8 インチ プレミアム インターナビ VXU-195NBi 本体

199,800 円（185,000 円）

スタンダード インターナビ VXM-195VFi 本体

165,240 円（153,000 円)

ベーシック インターナビ VXM-194VFi 本体

127,440 円（118,000 円）

エントリー インターナビ VXM-194Ci 本体

105,840 円（98,000 円）

■運転サポートアイテム
ドライブレコーダー フロント用 GPS/液晶モニター付/駐車時録画機能付

27,000 円（25,000 円）

ドライブレコーダーリア用 GPS 付

27,000 円（25,000 円）

ドライブレコーダーリア用オプション 後方駐車録画キット

3,780 円（3,500 円）

リアカメラ de あんしんプラス 2（ダブルビュー）※5 for ギャザズナビ（ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車専用）
25,920 円（24,000 円）
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■ユーティリティアイテム
ラゲッジボックス

15,120 円（14,000 円）

ラゲッジネット

8,640 円（8,000 円）

アームレストコンソール N-WGN 用/N-WGN Custom 用

各 14,580 円（各 13,500 円）

インパネトレイマット シリコン製 N-WGN 用/N-WGN Custom 用

各 7,560 円（7,000 円）

ドアエッジモール フロント・リアドア用左右 4 本セット ホワイト/シルバー/ブラック

各 10,584 円（各 9,800 円）

■インテリアコーディネートアイテム エレガントカラーコレクション
シートカバー※5 フルタイプ※6(ファブリック/ネイビー×ボルドーピンク/フロント・リアセット)/助手席バッグキーパー許容荷重︓3kg/
運転席・助手席シートバックアッパーポケット&助手席シートバックポケット対応ファスナー/ティッシュ BOX ポケット付※8

31,320 円（29,000 円）

インテリアパネル ボルドーピンクパール

インストルメントパネル（助手席側）部/交換タイプ
ドアライニングパネル部/貼り付けタイプ/フロントドア・リアドア用左右 4 枚セット

フロアカーペットマット ブラック/ボルドーピンク縁取り/消臭・抗菌加工/ヒールパッド付/

フロント・リアセット

14,040 円（13,000 円）
18,360 円（17,000 円）
19,440 円（18,000 円）

ステアリングホイールカバー 合皮製/ネイビー×ボルドーピンクステッチ

9,720 円（9,000 円）

シフトノブ 本革製/ネイビー×ボルドーピンクステッチ

8,100 円（7,500 円）

エンブレム ハイボスカル(樹脂製)/W 約 15.6×L 約 6cm/取付位置:リア車名エンブレム下

3,780 円（3,500 円）

キーカバー デラックス/シャンパンゴールド(樹脂製)

4,860 円（4,500 円）

■お得なパッケージ
光のアイテムパッケージ

32,400 円（30,000 円）

インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーションとサイドステップガーニッシュのセット（合計税込 35,640 円のところ）

ドライブレコーダーあんしんパッケージ A

222,480 円（206,000 円）

N-BOX／N-WGN 専用 8 インチプレミアムインターナビ VXU-195NBi とドライブレコーダーナビ連動タイプ/駐車時録画機能付のセット
（合計税込 230,040 円のところ）

ドライブレコーダーあんしんパッケージ B

248,400 円（230,000 円）

N-BOX／N-WGN 専用 8 インチプレミアムインターナビ VXU-195NBi とドライブレコーダーナビ連動タイプ/駐車時録画機能付とドライ
ブレコーダーリア用のセット（合計税込 257,040 円のところ）

※4 プラチナホワイト・パール/ピーチブロッサム・パール/プレミアムガットブラウン・パール/プレミアムアイボリー・パール II は
2,160 円（消費税８％抜き 2,000 円）高となります
※5 アレルクリーンプラスシート装備車の場合、抗アレルゲン・抗ウイルス効果はなくなりません
※6 アームレストコンソールと同時装着する場合、シートカバーのアームレスト部は装着できません
※7 エントリー インターナビには装着できません
※8 W242×L118×H62mm 以上のサイズのティッシュ BOX を収納することはできません
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