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 株式会社ホンダアクセス   Honda Access Corp.  

コーポレートコミュニケーション部  Corporate Communication Dept.  
広報ブロック   Public Relations Division 
〒352-8589 埼玉県新座市野火止 8-18-4  8-18-4, Nobidome Niiza-shi Saitama, 352-8589 Japan 

 株式会社ホンダアクセスは、「N-ONE（エヌワン）」のモデルチェンジに伴い、車両の個性を更に引き
立てる純正アクセサリーを 2020年 11月 20日（金）に全国の Honda Carsから発売します。 
 

N-ONE用純正アクセサリーは「各タイプの持つ“味”を引き立てるアクセサリー」をコンセプトに、そ
れぞれのタイプの魅力だけでなく、より個性を引き立てるアイテムをラインアップしました。また、デ
ザインアイテムのみならず、日常のカーライフがいっそう快適になるユーティリティーアイテムや、専
用ナビゲーションも設定しています。 

 
今回 N-ONEのタイプそれぞれに合わせ、純正アクセサリーで楽しむ 5つのコーディネートを提案し

ます。 
「Original（オリジナル）」には、 “ブラウン コーディネート”、“スウィート コーディネート”、“カ

ジュアル スポーツ コーディネート”の 3 つをラインアップ。ルーフやボディーカラーに合わせたワン
ポイントのアイテムで、更に自分好みにカスタマイズを楽しむことができます。 
「Premium（プレミアム）」には、 “クラッシー コーディネート”を用意。主にエクステリアのクロ

ームメッキ調アイテムで、洗練された上品かつさりげない艶をプラスし、「Premium」ならではの上質
感を高めています。 
「RS」には、 “ヘリテージ ホンダ コーディネート”として、よりいっそうスポーティーな走りの印

象を高めるアイテムを設定しています。特に、さまざまな路面に対して高い接地感をもたらすセッティ
ングにより、快適な乗り心地と車高ダウンを実現する「サスペンション」※や、放熱性や摩擦粉の除去
に効果を発揮する「ディスクローター ドリルドタイプ」といった機能アクセサリーをご利用いただく
ことで、RSにおける走りの魅力が最大化されます。また、インテリアアイテムにおいて、スポーティー
さを演出する「スポーツペダル」や 6MT車用にアルミ製の「シフトノブ」をご用意。RSの個性を強め
るスポーティーなスタイリングだけでなく、使い心地を高めるアイテムもラインアップしています。 

 
また、快適なドライブをサポートするナビは、N-ONEのインテリアにマッチしたデザインが魅力の、

専用の８インチ プレミアム インターナビをラインアップ。新機能が追加された「リアカメラ de あん
しんプラス３」、高音質で音楽を楽しめるリニューアルした「ハイグレードスピーカーシステム」がオプ
ションとして選べるようになりました。ユーティリティーアイテムにおいても、「アームレスト」や「コ
ンソールオーガナイザー」など機能性に優れたサポートアイテムで、皆様のカーライフをより豊かにし
ていきます。 

 
※サスペンション…2021年 1月上旬発売予定 

装着した場合、最低地上高が標準設定より 6MT車は約 10mm、CVT車は約 15mm下がります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020年11月19日 

Honda「N-ONE」用純正アクセサリーを発売 

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、13～16時*（土日･祝日･弊社指定定休日は除く） 

*「新型コロナウイルス感染症」による影響を考慮し、お問合せ時間が変更になっております 

「商品情報サイト」   https://www.honda.co.jp/ACCESS/n-one/ 
「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/ 
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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。 

「N-ONE」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

【Original】 
■ブラウン コーディネート―幅広い世代のシックな装いがお好みの方向け。ブラウンをあしらい、 

ナチュラルでやわらかい印象に仕上げることができます。 
アルミホイール                  MG-022 タフタホワイト塗装       23,100円／1本(21,000円／1本) 
デカール フロントグリル           ウッド Original 用                             14,300 円（13,000 円） 
デカール ライセンスガーニッシュ ウッド                                     12,100 円（11,000 円） 
デカール ピンストライプ         ブラック／左右セット                    15,400 円（14,000 円） 
インテリアパネル                ブリリアントカッパー／助手席・運転席 2 枚セット   13,200円（12,000 円） 
シートカバー                    合皮製 ブラウン                    50,600円（46,000円） 
ステアリングホイールカバー      本革製／ブラック×ブラックステッチ              9,900円（9,000円） 
ルームミラーカバー              ホワイト                            4,400円（4,000円） 
 
 
 
 
 
 
 
■スウィート コーディネート―いっそうキュートに仕立てたい方に。 
14インチ アルミホイール       MC-001 切削／ベルリナブラック塗装  20,350円／1本（18,500円／1本） 
アルミホイールガーニッシュ     ホワイト 1台分(4枚セット)                       24,200円（22,000円） 

エンブレム Keyデザイン            メッキ調                               2,750円（2,500円） 
デカール フロントグリル         フラワー Original用                       14,300円（13,000円） 
デカール ライセンスガーニッシュ フラワー                                    12,100 円（11,000 円） 
マッドガード※1                  プラチナホワイト・パール                        15,400円（14,000円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
■カジュアル スポーツ コーディネート―もっとカジュアルでアクティブに楽しみたい方に。 
LEDフォグライト                     LEDフォグライト（クリア）＋ロアーグリル（クロームメッキ）／左右セット    

                                                                       50,600円（46,000円） 
デカール フロントグリル         カーボン Original用                           14,300円（13,000円） 
デカール ライセンスガーニッシュ カーボン                                      12,100円（11,000円） 
デカール センターストライプ     マットグレー                        33,000 円（30,000 円） 
テールゲートスポイラー          クリスタルブラック・パール                      27,500円（25,000円） 
ブラックエンブレム                   Hマーク 2個＋車名エンブレム Original用            11,000円（10,000円） 

ルームミラーカバー              レッド                           4,400円（4,000円） 

 

 

 

 

 

エクステリアイメージ ブラウンコーディネート 
（Original 純正アクセサリー装着車） インテリアパネル ブリリアントカッパー 

エクステリアイメージ スイートコーディネート 
（Original 純正アクセサリー装着車） 

エクステリアイメージ カジュアルスポーツコーディネート 
（Original 純正アクセサリー装着車） 

デカール ライセンスガーニッシュ カーボン 
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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。 

【Premium】 

■クラッシー コーディネート―洗練された上質さと美しさをお求めの方に、 

上品でさりげない“艶”をプラスします。 
14インチ アルミホイール     MG-009 ダイヤモンドカット ベルリナブラック塗装      

23,100円／1本（21,000円／1本） 
デカール センターストライプ   マットグレー                            33,000円（30,000円） 
デカール ピンストライプ       シルバー／左右セット                       15,400円（14,000円） 
フェンダーエンブレム          左右セット                                      8,800円（8,000 円） 
フューエルリッドガーニッシュ  クロームメッキ×ブラック塗装                             11,000円（10,000円） 
フロントロアーガーニッシュ    クロームメッキ調                                  33,000円（30,000円） 
シートカバー                  合皮製／ブラック／フロント・リアセット          50,600円（46,000円） 
シフトノブ                    本革製／ブラック×シルバーステッチ CVT 車用          8,250円（7,500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            49,500円（45,000円） 
ルームミラーカバー            シルバー                                 4,400 円（4,000 円） 

 

 

 

 

 

 

 
 
【RS】 
■ヘリテージ ホンダ コーディネート―往年の Honda車をイメージさせながら、 

スポーティーな走りに印象を高められます。 
15インチ アルミホイール       MS-023 ネオサテンフィニッシュ     27,500円／1本（25,000円／1本） 
サスペンション※2                       RS用 1台分セット                           99,000円（90,000円） 
シフトノブ                      アルミ製 6MT車用                         7,700円（7,000円） 
スポーツペダル                  アルミ／ステンレス製 CVT車用              11,000円（10,000円） 
                         アルミ製 6MT車用                   13,200円（12,000円） 
ディスクローター ドリルドタイプ フロント用 （左側／右側）                        各16,500円（15,000円） 
デカール フロントグリル     カーボン  RS用／Premium用                12,100円（11,000円） 
デカール ライセンスガーニッシュ カーボン                                     12,100円（11,000円） 
デカール フード                 艶消しブラック                                      8,800円（8,000円） 
デカール ボディーセット             シルバー                                           6,600円（6,000円） 
フューエルリッドガーニッシュ    ダーククロームメッキ×ブラック塗装                 11,000円（10,000円） 
ブラックエンブレム                  H マーク 2個＋車名エンブレム RS 用            11,000円（10,000円） 
フロントロアーガーニッシュ      クリスタルブラック・パール                        33,000円（30,000円） 
フロアカーペットマット           RS用 ブラック（オレンジ縁取り）／アルミ製 RSエンブレム付 

6MT用／CVT用                               各28,600円（26,000円） 

マッドガード※1                 クリスタルブラック・パール                12,100円（11,000円） 

 

 

 

 

 

 

エクステリアイメージ クラッシーコーディネート 
（Premium 純正アクセサリー装着車） 

インテリアイメージ クラッシーコーディネート 
（Premium 純正アクセサリー装着車） 

エクステリアイメージ ヘリテージホンダコーディネート 
（RS 純正アクセサリー装着車） サスペンション RS専用 シフトノブ アルミ製 6MT車用 



 

4 
 

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。 

【インテリアアイテム】 
アームレスト                運転席用 フック付 

Original/Premium用/Premium Tourer用 ブラック(合皮)  11,000円 （10,000円） 
                RS用 ブラック(ラックス スェード)             11,000円 （10,000円） 
コンソールオーガナイザー    ブラック                          5,500円（5,000円） 
 
【ナビゲーション・ナビオプション】 
８インチ プレミアム インターナビ VXU-217NBi N-BOX／N-WGN／N-ONE専用  209,000円（190,000円） 
 取付アタッチメント                  6,600 円 （6,000 円） 
  デジタル TV用フィルムアンテナ                            7,150円（6,500円） 
 

スタンダード インターナビ VXM-214VFi         140,800円（128,000円） 
 取付アタッチメント                  6,600 円 （6,000 円） 
 デジタル TV用フィルムアンテナ                            7,150円（6,500円） 
 
エントリー インターナビ VXM-215Ci           107,800円（98,000円） 
 取付アタッチメント                   6,600円（6,000円） 
※地図データ更新は有償です 

 

リアカメラ deあんしんプラス 3  運転支援拡張ユニット    22,000円（20,000円） 
 取付アタッチメント                  4,400円（4,000円） 
 
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）  

                            45,100円（41,000円) 
 ツィーターアタッチメント               4,400円（4,000円） 
 
【お得な純正ディーラーオプションパッケージ】 
エクステリアパッケージ    クローム／ブラック                各39,600円（36,000円） 

フロントロアーガーニッシュ＋フューエルリッドガーニッシュ（合計税込 44,000円のところ） 
収納パッケージ                             16,830円（15,300円） 
コンソールオーガナイザー＋ウォッシャブルラゲッジボックス＋ラゲッジトレイ（合計税込 19,800円のところ） 

ナビ／ドライブレコーダーあんしんパッケージ              259,600 円（236,000 円） 
N-BOX／N-WGN／N-ONE専用 8インチ プレミアム インターナビ VXU-217NBi (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 268,400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                              52,250円（47,500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 55,000円のところ） 

 
※1…プラチナホワイト・パール、プレミアムアイボリー・パール II、プレミアムイエロー・パール II、ミッドナイトブルービーム 

・メタリックは\3,300（消費税 10%抜き\3,000）高となります。 
※2…2021年 1月上旬発売予定 
 ホンダアクセスから発信しています 

ウェブサイト https://www.honda.co.jp/ACCESS/ 
Twitter https://twitter.com/Honda_Access （@Honda_Access） 
Facebook  https://www.facebook.com/honda.hondaaccess 
YouTube https://www.youtube.com/user/hondaaccessjp/ 
カスタムで暮らしをカエるウェブマガジン「カエライフ」https://kaelife.hondaaccess.jp/ 


