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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「FIT（フィット）」のフルモデルチェンジに合わせ、新型 FIT用純
正アクセサリーを車両発売同日の 2月 14日（金）に全国の Honda Carsにて発売します。 
 
新型 FIT用純正アクセサリーは、「FIT. in Your LIFE」をキーワードに、日常使いから遊びまで多様なラ

イフスタイルシーンにフィットするインテリア／エクステリアアイテムを中心とした、使い心地を向上さ
せる便利アイテム、運転サポートアイテム、収納アイテムをラインアップしました。お好みでカスタマイ
ズしていただけるほか、グレードごとにおすすめアイテムを提案します。 
 

HOME では、3 色から選べる「ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ」をはじめ、タフタホワイト塗
装で柔らかみのあるデザインの「15 インチ アルミホイール」や、ピアノホワイトの「ドアスイッチパネ
ル」、「シートカバー」などを組み合わせることでナチュラルなコーディネートをお楽しみいただけます。
NESSでは、エクステリアアイテムを中心に、3連「ビームライト」をはじめ、スポーティーな印象を与え
る「フロントグリル」、シャープなデザインの「16インチ アルミホイール」をご用意。フロント／サイド
／リアの「ロアスカート」や「テールゲートスポイラー」が、より颯爽としたイメージを際立たせます。
CROSSTARでは、アクティブさをさらに演出するエクステリアアイテムとして、高輝度シルバーがアクセ
ントになる「ロアガーニッシュ」や「クロスバー※１」を CROSSTAR専用として設定し、タフな印象を与
えるとともに、「LEDフォグライト」「デカール ボディサイド」「デカール テールゲート」でスタイリング
に個性をプラスします。LUXEでは、FITロゴが浮かび上がるように光る「サイドステップガーニッシュ」
や「インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション」「フットライト」が上質で華やかな空間を演
出します。 

 
ナビゲーションは、全モデル※2が Honda CONNECTに対応※3。新登場の「フィット専用 9インチ プレ

ミアムインターナビ」は、大画面で見やすく専用デザインがインテリアにすっきりと馴染みます。 
 

 

2020年２月13日 

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

Honda新型「FIT」用純正アクセサリーを発売 
 

「FIT」NESS 
純正アクセサリー装着イメージ 

フィット専用 9インチ プレミアム 
インターナビ 装着イメージ 

「FIT」CROSSTAR 
純正アクセサリー装着イメージ 



 

 

すべてのグレードにおすすめのアイテムとして、コンソール周辺の使い勝手を向上させる「マルチコ
ンソール」やアームレスト部がスライドする「アームレスト付センターコンソールボックス」、お客様が
自由に取り外し可能な「コンソール スマートフォントレイ」「コンソール ティッシュボックストレ
イ」「コンソール トラッシュボックス」など、用途別に組み合わせてお使いいただけるアイテムをご用
意しました。 

 
運転サポートアイテムとしては、ナビ・スマートフォン連動の「ドライブレコーダー（フロント用） 

DRH-204VD」を FIT にも設定を追加、オプションで後方録画カメラをお選びいただけます。車両前
左右方向を３つのビューでガイドする「フロントカメラシステム」は駐車時や運転時の安心をサポー
トします。ドアロックに連動してサイドミラーを自動格納する「オートリトラミラー」もご用意。収納
アイテムでは、積載時のボディーの傷付きを防止する「リアパネルライニングカバー」を設定しまし
た。 
 
さらに、すでに N-WGNにラインアップしている上品なネイビーとボルドーピンクを組み合わせたイ

ンテリアのコーディネートアイテム「Elegant Color Collection（エレガントカラーコレクション）」を、
FIT にも適用拡大します。FIT では新たに「ドリンクホルダーリング」と「ドアスイッチパネル」を設
定、よりトータルな空間コーディネートを楽しめます。 

 
 
※1… ルーフレール装備車に装着できます 
※2… 「フィット専用 ９インチ プレミアム インターナビ VXU-205FTi」「8インチ ベーシック インターナビ VXM-205VFEi」 

「エントリー インターナビ VXM-205Ci」 
※3… オーディオレス車用は非対応となります 
 

 

「FIT」主な純正ディーラーオプション   メーカー希望小売価格（ ）内消費税 10％抜き本体価格 
 
【エクステリアアイテム】 
ロアスカート※4 フロント用  35,200 円（32,000 円） 

ロアスカート※ リア用 35,200 円（32,000 円） 

ロアスカート※ サイド用 44,000 円（40,000 円） 

ロアガーニッシュ フロント用/高輝度シルバー 27,500 円（25,000 円） 

ロアガーニッシュ※ リア用/高輝度シルバー 27,500 円（25,000 円） 

ロアガーニッシュ※ サイド用/高輝度シルバー 47,300 円（43,000 円） 

フロントグリル 33,000 円（30,000 円） 
デカール ボディサイド フロント・リア用左右 4枚セット 17,600 円（16,000 円） 

デカール テールゲート       7,700円（7,000円） 

テールゲートスポイラー※4  27,500 円（25,000 円） 

16インチ アルミホイール MS-041※5 

 ブレードシルバー塗装 17,600円/1本（16,000円/1本） 
 切削/フルメタルグレー塗装 27,500円/1本（25,000円/1本） 

15インチ アルミホイール ME-018※5 
 ブレードシルバー塗装 14,850円/1本（13,500円/1本） 

  切削/タフタホワイト塗装 25,300円/1本（23,000円/1本） 

LEDフォグライト※6 クリア/4.6W（片側）/左右セット/色温度 6,000K 36,300 円（33,000 円） 
フォグライトガーニッシュ  8,800円（8,000円） 
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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 



 

 

ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ※4  33,000 円（33,000 円） 

ビームライト※7 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）/左右セット  

    22,000 円（20,000 円） 

フォグライト＆ビームライトガーニッシュ 

 BASIC、HOME、NESS用 8,800円（8,000円） 

 LUXE用 13,200 円（12,000 円） 

クロスバー※1 許容荷重：45㎏  

 クロスバーフット 28,600 円（26,000 円） 
 バーセット  5,500円（5,000円） 
【インテリアアイテム】 
フットライト LEDイルミネーション（ドア開閉・スモールランプ連動）/フロント用左右セット  

   11,000 円（10,000 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イルミネーション/（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）/フロンドドア用左右セット 

   14,300 円（13,000 円） 
サイドステップガーニッシュ 

 LEDイルミネーション/（ドア開閉連動）FITロゴ付/ステンレス製/フロント用左右セット 

  29,700 円（27,000 円） 

シートカバー フルタイプ ファブリック/ナチュラルグレー×ソフトグレー/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 25,300 円（23,000 円） 

ドアスイッチパネル ピアノホワイト/貼り付けタイプ/フロント用左右セット 8,800円（8,000円） 

セレクトノブ 本革製/ブラック 8,800円（8,000円） 

ステアリングホイールカバー   本革製/ブラック 9,900円（9,000円） 
スポーツペダル アルミ製  13,200 円（12,000 円） 

マルチコンソール※8  9,900円（9,000円） 

アームレスト付センターコンソールボックス ブラック 22,000 円（20,000 円） 

コンソール スマートフォントレイ      トレイサイズ：L158×W100mm 2,750円（2,500円） 

コンソール ティッシュボックストレイ※9   トレイサイズ：L240×W120mm 3,300円 (3,000円） 

コンソール トラッシュボックス         容量：約 3L 6,050円 (5,500円） 

ラゲッジマット 防水タイプ 9,900円 (9,000円) 

ラゲッジソフトトレイ  11,000 円（10,000 円） 

ラゲッジトレイ 縁高タイプ 11,000 円（10,000 円） 

ラゲッジカバー 13,200 円（12,000 円） 
リアパネルライニングカバー ステンレス製/2枚セット 13,200 円（12,000 円） 

 
【ユーティリティーアイテム】 
USBチャージャー※10 フロント用/Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用/ 

1口/5V/最大 2.5A/取付位置：センターロアーカバー 6,600円 (6,000円) 
      リア用/2口/5V/各最大 2.5A/取付位置：テーブルコンソール後部 

 6,600円 (6,000円) 

ワイヤレス充電器※11 Qi（チー）規格/15W急速充電対応 22,000 円（20,000 円） 
 
【プロテクションアイテム】 
ドアハンドルプロテクションカバー 

 クロームメッキ/フロント・リア用左右 4枚セット 8,800円（8,000円） 
ドアハンドルプロテクションフィルム 

 クリア/フロント・リア用左右 4枚セット 2,750円（2,500円） 
ドアエッジプロテクションフィルム 

 クリア/フロント・リア用左右 4枚セット 4,400円（4,000円） 
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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 



 

 

サイドシルプロテクションフィルム 

 クリア/フロント用左右 4枚セット 3,850円（3,500円） 
リアバンパープロテクションフィルム 
 クリア 2,200円（2,000円） 
 
【ナビゲーション/ナビオプション】 
フィット専用 9インチ プレミアム インターナビ VXU-205FTi 
                                Honda CONNECT対応※12 198,000円（180,000円） 
                                オーディオレス車用※13 209,000円（190,000円） 

8インチ ベーシック インターナビ VXM-205VFEi※14 
 Honda CONNECT対応※12  143,000円（130,000円） 
                                オーディオレス車用※13 154,000円(140,000円) 

エントリー インターナビ VXM-205Ci  
 Honda CONNECT対応※12 96,800 円（88,000 円） 
                                オーディオレス車用※15 107,800 円（98,000 円） 

ETC2.0車載器※15 ナビ連動タイプ/アンテナ分離型 19,800 円（18,000 円） 

フロントカメラシステム※16 VXU-205FTi/VXM-205VFEi用/カラーCMOSカメラ（約 120万画素/3ビュー切り替え/ 

ガイド線表示あり）  25,300 円（23,000 円） 

ディスプレイオーディオ WX-201C  

 ブラック/ Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用※12

  52,800 円（48,000 円） 
                                ブラック/オーディオレス車用※15 52,800 円（48,000 円） 

【運転サポートアイテム】 
ドライブレコーダー DRH-204VD 
  フロント用/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（取付アタッチメント含む）/32GBキット 42,900 円（39,000 円） 

  フロント用/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（取付アタッチメント含む）/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） 

追加用micro SDカード 32GB（変換アダプター付き） 9,350円（8,500円） 

オートリトラミラー  ドアロック連動タイプ 11,000 円（10,000 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 フルタイプ/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/運転席・助手席

シートバッグポケット対応ファスナー・助手席バッグキーパー・ティッシュ BOXポケット付※17/助手席バッグキーパー許容荷：3.0kg 

    35,200 円（32,000 円） 

ドアスイッチパネル ボルドーピンクパール/貼り付けタイプ/フロント用左右セット  

    9,900円（9,000円） 

ドリンクホルダーリング ボルドーピンクパール/フロント用左右セット   6,600円（6,000円） 

 

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  
  19,800 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  9,900円（9,000円） 

セレクトノブ  本革製/ネイビー×ボルドーピンクステッチ  8,800円（8,000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  
     3,850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）  4,950円（4,500円） 
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【お得な純正ディーラーオプションパッケージ】 
ナビ/ドライブレコーダーあんしんパッケージ 255,200円（232,000円） 
フィット専用 9 インチ プレミアム インターナビ VXU-205FTi(取付アタッチメント含む)＋ドライブレコーダーDRH-204VD（32GB

キット）＋後方録画カメラのセット（合計税込 261,800円のところ） 

 
プロテクションパッケージ  28,600円（26,000円） 
ドアハンドルプロテクションフィルム ＋ ドアエッジプロテクションフィルム ＋ リアパネルライニングカバー ＋ ラゲッジソフトト

レイのセット（合計税込 31,350円のところ） 

 

スポーツパッケージ  54,670円（49,700円） 
フロントグリル ＋ ブラックエンブレム ＋ スポーツペダルのセット（合計税込 59,400円のところ） 

 

CROSSTARパッケージ  79,200円（72,000円） 
ロアガーニッシュ（フロント・リア用） ＋ LED フォグライト ＋ フォグライトガーニッシュのセット（合計税込 100,100 円のとこ

ろ） 

 

ラグジュアリーパッケージ  59,400円（54,000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 ＋ フットライト ＋ サイドステップガーニッシュ（LEDイルミネーション付） 

＋オートリトラミラーのセット（合計税込 66,000円のところ） 

 
ドライブレコーダーパッケージ  58,300 円（53,000 円） 

DRH-204VD（32GBキット） ＋ 後方録画カメラのセット（合計税込 59,400円のところ） 

 
ドライブレコーダーパッケージ  53,900 円（49,000 円） 

DRH-197SM ＋ DRH-194SG（リア用）のセット（合計税込 55,000円のところ）  

 
新車パッケージ  54,450 円（49,500 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のセット（合計税込 56,100円のところ） 
 
※4… ミッドナイトブルービーム・メタリック、プラチナホワイト・パール、プレミアムサンライトホワイト・パール、 

プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プレミアムグラマラスブロンズ・パール、スタリーシルバー・メタリックは 
3,300円（消費税 10％抜き 3,000円）高となります。アイテムによりお選びいただけるカラーが異なります 

※5… 標準装備のホイールサイズよりインチアップ、インチダウンはできません 
※6… フォグライトガーニッシュまたはロアグリル＆フォグライトガーニッシュが必要です 
※7… フォグライト＆ビームライトガーニッシュが必要です。BASIC、HOMEに装着する場合 LEDフォグライトが必要です 
※8… アームレスト付センターコンソールボックス、コンソール スマートフォントレイ、コンソール ティッシュボックストレイ、 

コンソール トラッシュボックスとの同時装着はできません 
※9… アームレスト付センターコンソールボックス装備車、アームレスト付センターコンソールボックス装着車は、L230×W120mm以内の 

ティッシュボックスに対応となります 
※10… 消費電力が 2.5Aであっても充電できない USBデバイスがあります。充電専用のため音楽などの再生はできません。 

アイドリングストップからエンジンが再始動すると一時的に充電が停止する場合があります 
※11… 取付アタッチメントが必要です。ワイヤレス充電器装備車には装着できません。充電可能エリアに収まらない Qi 対応機器の充電は行えません。

Qi対応機器の機種によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。植え込み型ペースメーカー等の医療用電子機器に 
影響を与える可能性があります。ご使用にあたっては医師とよくご相談ください 

※12… 取付アタッチメントが必要です。字光式ナンバープレートとの同時装着はできません 
※13… デジタル TV用フィルムアンテナ、取付アタッチメントが必要です 
※14… 別途フェイスパネルキットが必要です 
※15… 取付アタッチメントが必要です 
※16… 取付アタッチメント、ライセンスフレーム（フロント用）が必要です。字光式ナンバープレートとの同時装着はできません 
※17… L118mm×W242mm×H62mm以上のサイズのティッシュボックスを収納することはできません 
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