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352-8589 埼玉県新座市野火止 8-18-4 

2021 年 8 月 5 日 

Honda「CIVIC」用純正アクセサリーを発売 
 

株式会社ホンダアクセスは、フルモデルチェンジした Honda「CIVIC（シビック）」の発売にあわせて純正アクセサリ

ーを本日発表し、2021 年９月３日（金）に全国の Honda Cars にて発売する予定です。 

 

 新型 CIVIC 用純正アクセサリーは、「二人のための上質なクーペ」をコンセプトに、ドライビングそのものの楽しみ、所

有する喜びを高めるためのアイテムをラインアップしました。 

 ドライビングを楽しむアイテムとしては、CIVIC が持つ走りのイメージを高めるテールゲートスポイラー、フロントロアース

カート、18 インチアルミホイールなどをラインアップ。テールゲートスポイラーはベース部分にブラックをあしらったデザインと

なっており、ボディー色ではなくブラック※1 のフロントロアースカートとドアミラーカバー（ベルリナブラック）、ブラックエンブレ

ムを組み合わせたスポーティーなコーディネートもおすすめです。 

所有する喜びを高めるアイテムとしては、ホワイト／レッドから選べる LED のインテリアイルミネーションアイテムや、ド

ア開閉時に足元を車名ロゴで明るく照らすパターンプロジェクターなど、車両の上質感をさらに向上させるアクセサリーを

揃えています。他にも実用的なラゲッジアイテムとして、テールゲートを開けた時にラゲッジを照らす LED テールゲートラ

イト、ラゲッジの汚れを気にせず積載できるラゲッジトレイなどをご用意しました。 

※１ フロントロアースカートのブラックはクリスタルブラック・パールとなります 

 

  
純正アクセサリー装着車（ベース車両：LX プレミアムクリスタルレッド・メタリック/プレミアムクリスタルブルー・メタリック 

 

   

テールゲートスポイラー                インテリアイルミネーションイメージ（レッド） 

 

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

「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/ 

 

https://www.honda.co.jp/ACCESS/civic(仮)/
https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/
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主な純正アクセサリー  

【エクステリア】  
メーカー希望 

小売価格 

（消費税 10% 

抜き価格） 

フロントロアースカート※1 セパレートタイプ 49,500 円 （45,000 円） 

テールゲートスポイラー※2 ベース部：ベルリナブラック／ウイング部：ボディーカラー 44,000 円 （40,000 円） 

ドアミラーカバー ベルリナブラック／左右セット 15,400 円 （14,000 円） 

ブラックエンブレム H マーク２個＋車名エンブレム／ブラッククロームメッキ 11,000 円 （10,000 円） 

アルミホイール MS-038 
切削／ガンパウダーブラック塗装  

18×8J PCD114.3mm インセット 50mm 
46,200 円/1 本  （42,000 円/1 本） 

アルミホイール ME-024 
ブラストグレーメタリック塗装  

18×8J PCD114.3mm インセット 50mm 
29,920 円/1 本 （27,200 円/1 本） 

アルミホイールセンター 

キャップ 

4 個セット／H マーク：ブラッククロームメッキ  

ベース部：ベルリナブラック 
17,600 円 （16,000 円） 

LED フォグライト※3 クリア／4.6W（片側）左右セット 36,300 円 （33,000 円） 

サイドシルプロテクション 

フィルム 
クリア／フロント用左右セット 3,850 円 （3,500 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 5,500 円 （5,000 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） 

リアバンパープロテクション 

フィルム 
クリア 3,850 円 （3,500 円） 

【インテリア】    

フットライト＆シート 

アンダーライト 

ホワイト／レッド LED イルミネーション（ドア開閉・スモールラ

ンプ連動）／フロント用セット  
17,600 円 （16,000 円） 

センターコンソールボックス

＆ドリンクホルダーイルミネー

ション 

ホワイト／レッド LED イルミネーション（スモールランプ連動） 22,000 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 

ホワイト／レッド LED イルミネーション（エンジンスイッチ連

動）フロントドア用左右セット  
14,300 円 （13,000 円） 

サイドステップガーニッシュ 

ホワイト／レッド フロント部 LED イルミネーション（ドア開閉

連動／CIVIC ロゴ）付／ステンレス製／フロント・リア用４枚

セット 

30,800 円 （28,000 円） 

ワイヤレス充電器※3※4 
取付位置：センターコンソールトレー部 22,000 円 （20,000 円） 

 ワイヤレス充電器 取付アタッチメント 8,800 円 （8,000 円） 

パターンプロジェクター※5 
LED ホワイトイルミネーション フロントドア用左右セット  

ドア開閉連動 
33,000 円 （30,000 円） 

パドルライト 
LED ホワイト照明 左右セット ドア開閉・Honda スマートキ

ーシステム連動 
22,000 円 （20,000 円） 

LED テールゲートライト  11,000 円 （10,000 円） 

LED ルームランプ ラゲッジルームランプ用 LED バルブ（ホワイト） 3,850 円 （3,500 円） 

ラゲッジトレイ 縁高タイプ／CIVIC ロゴ入り 14,300 円 （13,000 円） 
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【その他のアイテム】  
メーカー希望 

小売価格 

（消費税 10% 

抜き価格） 

ハイグレードスピーカー 

システム 

Honda CONNECT ディスプレーオプション JVC ケンウッド製 

8 スピーカーセット 
59,400 円 （54,000 円） 

 ハイグレードスピーカーシステム 取付アタッチメント 4,400 円 （4,000 円） 

エンジンスタートボタン付

Honda スマートキー 
 18,700 円 （17,000 円） 

ユーロホーン  8,800 円 （8,000 円） 

※1 フロントロアースカートはボディー色となります。プラチナホワイト・パール、ソニックグレー・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プレミアムクリスタルブルー・

メタリックは 3,300 円（消費税抜き 3,000 円）高となります 

※2 プラチナホワイト・パール、ソニックグレー・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プレミアムクリスタルブルー・メタリックは 3,300 円（消費税抜き 3,000

円）高となります 

※3 LED フォグライト、ワイヤレス充電器は LX のみ適用となります（EX には標準装備） 

※4 植込み型心臓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 

※5 路面の状態によりパターンの形状・色は異なります 

 

価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。別途取付工賃が必要です。 

 

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、13～16 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 

 


