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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は、Honda 「FREED(フリード)」 「FREED+ （フリードプラス）」のモデル
チェンジに際し、純正アクセサリーを 10 月 18 日（金）に全国の Honda Cars から発売します。 
 

フリード用純正アクセサリーは、フリードをより個性的にドレスアップするエクステリア用品を中
心に、さまざまなニーズに合わせてカスタマイズでき、幅広いお客様の使い勝手に応えるアイテムを
多数ラインアップしました。 

エクステリアでは、クロームを使ったグリルとガーニッシュ、15 インチアルミホイールで完成さ
せる上質なスタイルや、ロアスカートなどのエアロパーツによるスポーティーなスタイル、
CROSSTAR （クロスター）をベースとしたアクティブなスタイルまで、さまざまなテイストのカスタ
マイズを楽しめる新アイテムを追加しました。 

両手が荷物などでふさがっていても足先をかざすことでスライドドアを自動で開閉できるハンズ
フリースライドドアを右側スライドドアにも追加するなど、これまでもご好評いただいているフリー
ドの快適・便利アイテム、フリード+の積載・車中泊アイテムを引き続きラインアップしています。 
 

「商品情報サイト」   https://www.honda.co.jp/ACCESS/freed/ 
「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/press/ 

2019年10月18日 

FREED クロームスタイル 
（フリード HYBRID G･Honda SENSING） 

Honda「FREED/FREED+」用純正アクセサリーを発売 
 

FREED CROSSTAR アクティブスタイル 
(フリード＋ HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING) 

 

ハンズフリースライドドア  
リア右側パワースライドドア用 

 



 

 
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。 

「FREED/FREED+」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） 
 
【エクステリア】 
・フロントグリル（カラードタイプ/クロームメッキ）   各 38,500 円（35,000 円）※9 

（ダーククロームメッキ）        49,500 円（45,000 円） 
・ロアスカート（フロント）※1       40,700 円（37,000 円）※9 
・ロアスカート（サイド／左右セット）※1      44,000 円（40,000 円）※9 
・ロアスカート（リア）※1※2        44,000 円（40,000 円）※9 
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・ドアロアガーニッシュ（クロームメッキ）      41,800 円（38,000 円） 

（シルバー塗装）      38,500 円（35,000 円） 
・テールゲートガーニッシュ（クロームメッキ）※2     25,300 円（23,000 円） 

（シルバー塗装） ※2     22,000 円（20,000 円） 
・リアライセンスガーニッシュ（ダーククロームメッキ）※1    16,500 円（15,000 円） 
 ・15 インチアルミホイール MG-028 （切削クリア／ベルリナブラック塗装）  25,300 円 （23,000 円）/1 本 
・15 インチアルミホイール ME-017（丸塗りフルメタルグレー） 17,600 円（16,000 円）/1 本 
・LED フォグライト（５連タイプ）※1      

(フォグライトガーニッシュ︓クロームメッキ)※1       74,800 円（68,000 円） 
(ダーククロームメッキ)※1         77,000 円（70,000 円） 

 
【ドライブサポートアイテム】 
・ハンズフリースライドドア （リア右側パワースライドドア用/リア左側パワースライドドア用）※3 
 本体＋スイッチキット＋取付アタッチメント     各 29,700 円（27,000 円） 
・ドライブレコーダー（フロント用）DRH-204VD※5 

(ナビ・スマートフォン連動タイプ／駐車時録画機能付／カメラ別体型 
※後方録画カメラ（オプション）追加で前後同時録画対応 

      32GB キット     42,900 円（39,000 円） 
      16GB キット     39,600 円（36,000 円） 
・後方録画カメラ（DRH-204VD 用オプション）        16,500 円（15,000 円） 
 
お得なパッケージ 
・ドライブレコーダーパッケージ※5 

ドライブレコーダー（フロント用）DRH-204VD 32GB キット＋後方録画カメラ 
単品価格での合計 59,400 円のところお得なセット価格で       58,300 円（53,000 円） 
 

・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 
            27,500 円（25,000 円） 
・ドライブレコーダー（リア用）DRH-194SG        27,500 円（25,000 円） 
・アドバンスドルームミラー（取付アタッチメント含む）      74,800 円（68,000 円） 
・パーキングセンサー（フロント用）本体＋スイッチキット＋取付アタッチメント 
          29,150 円（26,500 円）※9 
 
【インテリア】 
・インパネイルミネーション（LED ホワイトイルミネーション）      19,800 円（18,000 円） 
・ドアライニングイルミネーション（フロントドア用左右セット/LED ホワイトイルミネーション） 
            14,300 円（13,000 円） 
お得なパッケージ 
・光のアイテムパッケージ        

フットライト（1 列目〈フロント〉用）＋フットライト（2 列目〈リア〉用）＋サイドステップガーニッシュ  
単品価格での合計 49,500 円のところお得なセット価格で       39,600 円（36,000 円） 

 
 



 

 
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。 

【アウトドアアイテム】 
・ル―フラック（ネット付）※4      15,400 円 （14,000円） 
・ラゲッジマルチボード※4       44,000 円 （40,000円） 
・ラゲッジボックス（折りたたみ収納タイプ/間仕切り付）※4   13,200 円 （12,000円） 
・テールゲートカーテン※4       26,400 円 （24,000円） 
・ラゲッジクッションマット※4      22,000 円 （20,000円） 
・ルーフネット        11,000 円 （10,000円） 
・プライバシーシェード       41,800 円 （38,000円） 
 
【ナビ・ナビオプション】 
・9 インチ プレミアム インターナビ VXM-207VFNi    231,000 円（210,000 円） 
・スタンダード インターナビ VXM-204VFi     140,800 円（128,000 円） 
・エントリー インターナビ VXM-205Ci      107,800 円（98,000 円） 
・フロントカメラシステム ライセンスフレーム︓メッキタイプ※5※6 

本体＋取付アタッチメント＋ライセンスフレーム（フロント用/メッキタイプ） 
         36,850 円 （33,500円） 
・リアカメラ de あんしんプラス２（ダブルビュー）本体＋取付アタッチメント※7 26,400 円 （24,000円） 
・11.6 インチ リア席モニター VM-185EN 本体＋取付アタッチメント     106,700 円 （97,000 円）※8 
・ハイグレードスピーカーシステム 6 スピーカーセット（フロント・リア 4 スピーカー＋ 

フロント２ツィーター〈ビルトインタイプ〉）     53,900 円 （49,000円） 
 
 
 
※1…CROSSTAR には装着できません 
※2…FREED+には装着できません 
※3…B･Honda SENSING には装着できません。両側に装着する場合は、両側装着用 56,650 円 （消費税 10％抜き 51,500 円）となり
ます 
※4…FREED+専用アクセサリーとなります 
※5…ギャザズナビに装着できます 
※6…ライセンスフレーム︓ダーククローム調メッキタイプ/ベルリナブラックタイプは、37,950 円（消費税 10％抜き 34,500 円）と
なります 
※7…ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用です 
※8…ギャザズナビ装着時の価格です 
※9…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/スーパープラチナグレー・メタリック/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オレンジ・メタリックⅡは 3,300 円（消費税 10％抜き 3,000 円）高となります 
 
 


