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Honda New「ライフ」純正カーアクセサリーを発売 
 
 

(株)ホンダアクセスは、Honda「ライフ」の発売に合わせ、純正カーアクセサリーを発売する。 
 
「ライフ」アクセサリーは、純正カスタマイズブランド『Modulo』を中心としたエクステリア用品と、トー
タルコーディネイトが可能なインテリア用品に、豊富なアイテムをラインアップ。さらに、純正ナビゲー
ションシステム『Gathers』では、シンプル操作のCDナビコンポから、DVDナビコンポ、HDDナビコン
ポまで、ニーズに合わせて選べるデュアルサイズナビコンポ 6機種を取り揃えた。 
 
今回、Honda 純正カーアクセサリーで初めて、インテリア・ユーティリティ用品からおすすめ商品
を選んだ“Make Style Package”を設定。カラーコーディネイトされたインテリア用品やユーティリティ
アイテムをパッケージとして、簡単にわかりやすく選べると同時に、パッケージ価格でお求めやすくし
た。 
 
エクステリアでは、ロアスカートによるスポーティなスタイリングに加え、ロアスカートにアルミ調のロ
アスカートガーニッシュを装着した、よりアグレッシブなスタイリングの二つを提案する。インテリアは、
モノトーンを基調とした“アクティブコーディネイト”と、ブルー系を基調とした“ファッショナブルコーデ
ィネイト”の 2 タイプを揃えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
「ライフ」ディーラーオプション装着車（フロント／リア）  「ライフ」（ターボ車）ディーラーオプション装着車（フロント／リア） 

●ロアスカート  ●ロアスカート 
●ルーフスポイラー  ●ロアスカートガーニッシュ 
●リアコンビガーニッシュ  ●ルーフスポイラー 
●リアガーニッシュ  ●リアコンビガーニッシュ 
●ドアハンドルプレート  ●スポーツマフラー 
●ドアミラーカバー  ●ハロゲンフォグライト 
●スポーツマフラー  ●フォグライトガーニッシュ 
●アルミホイール（ME-001）※リアはアルミホイール（ユーロスポーク R5）  ●アルミホイール（ME-001） 

－１－ 
スピードはひかえめに、シートベルトをしめて安全運転。お子様にはチャイルドシートを。
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■エクステリア用品 
 

エアロパーツを中心にスポーティなアクセサリーをラインアップ。アルミ調とクロームメッキ仕様のアイテムでアグレッシ
ブなイメージが追加できる。 
 

●ロアスカート（フロント・サイド・リア） 
ウイング形状で爽快感を演出するスマートなスタイルで、スポーティに
ドレスアップする。 

 
●ロアスカート・ガーニッシュ（フロント・サイド・リア） 
ロアスカートに装着するアルミ調のウイング。よりアグレッシブなイメー
ジに。 

 
 
 
●ルーフスポイラー（LEDハイマウント・ストップランプ内蔵） 
軽快な走行感を演出するとともに、後方からの被視認性を向上させ 
る。 

 
●リアコンビガーニッシュ（左右セット） 
大型リアコンビランプをさらに際立たせるアイテム。ボディ同色でランプ
を小さく見せ、3 分割にして、個性的なスタイルにする。ランプの有効
発光面積は確保。 

 
●フロントガーニッシュ（クロームメッキ） 
キラキラ光るクロームメッキ仕様のアクセサリー。フロントフェイスを上下
２段に見せて、個性的な印象に。※ターボ車には装着不可 

 
●リアガーニッシュ（クロームメッキ） 
リアビューに鮮やかなアクセントをつけるアクセサリー。フロントガーニ
ッシュと同仕様でコーディネイトできる。 

 
●ドアハンドルプレート（クロームメッキ／ブラック） 
丸いドアハンドル部分をさらに際立たせるアイテム。ブラックのカバー
がクロームメッキのドアノブ部を引き立てるデザイン。 

 
●ドアミラーカバー（クロームメッキ／左右セット） 
フロントガーニッシュ、リアガーニッシュ、ドアハンドルプレートと合わせ
てトータルコーディネイトできる。 

 
●エキパイフィニッシャー（ライフ用／ライフ（ターボ）用） 
口径をアップして存在感をアピール。 

 
●ハロゲンフォグライト（クリア／マルチコートブルー） 
ボディデザインにマッチした楕円形状を採用したユニークなデザイン。
クリアとマルチコートブルーの 2種類を用意。 

 
●フォグライトガーニッシュ（ボディカラー対応） 
ハロゲンフォグライトと組み合わせて装着。 

 
 
 
 
 
 
 
 
●アルミホイール（13 インチ） 
スタンダードなデザインの ME-001。 
幅広の５本のスポークが特徴のユーロスポーク R5。 
※ユーロスポーク R5はターボ車には装着不可。 
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■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

ロアスカート 
フロント・サイド・リア 

セット合計 
97,000円 

ロアスカート・ガーニッシュ 
フロント・サイド・リア 

セット合計 
25,000円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

ルーフスポイラー 
（LEDハイマウント・ストップランプ内蔵） 

35,000円 

リアコンビガーニッシュ 
（左右セット） 

左右セット 

15,000円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

フロントガーニッシュ 
（クロームメッキ） 

8,000円 

リアガーニッシュ 
（クロームメッキ） 10,000円 

ドアハンドルプレート 
（クロームメッキ／ブラック） 9,800円 

ドアミラーカバー 
（クロームメッキ／左右セット） 6,000円 

エキパイフィニッシャー 
（ライフ用／ライフ（ターボ）用） 

各 4,000円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

ハロゲンフォグライト 
（クリア） 

25,000円 

フォグライトガーニッシュ 
（ボディカラー対応）  4,000円 

合計  29,000円 

ハロゲンフォグライト 
（クリア） 

28,000円 

フォグライトガーニッシュ 
（ボディカラー対応）  4,000円 

合計  32,000円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

アルミホイール ME-001 
（13 インチ） 

15,000円／１本 

アルミホイール ユーロスポーク R5 
（13 インチ） 

18,000円／１本 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 



 

 

 
■インテリア用品 

 
“アクティブコーディネイト”と“ファッショナブルコーディネイト”の2タイプが選べるインテリアアイテム。 
さらに“Make Style Package”で、選びやすいトータルコーディネイトを提案。 
 
運転席廻りを好みのカラーでコーディネイトできる。 

“アクティブコーディネイト”：パールホワイト 

“ファッショナブルコーディネイト”：シルバーブルー 

●ステアリングホイールカバー 

●メーターバイザ－ 

●シフトノブ 
 

 

 
インパネ部分をカラーコーディネイトできる。 
“アクティブコーディネイト”：ブラックスウェード調 
“ファッショナブルコーディネイト”：アクアブルー 
●センターパネル 
●インパネパネル 

 
 

 
ナイトドライブを演出するブルー色の照明アクセサリーと、サイドステップ

をドレスアップするステップガーニッシュをラインアップ。 

 

●ファンシーポケットライト（ブルー色） 

●フットライト（ブルー色・スモール減光機能付） 

●ステップガーニッシュ（フロント／リア 4枚セット） 
 

 

 
シートカバーは、各コーディネイトにマッチする 3 タイプ。 

●シートカバー（黒 合皮製・キルティング調） 

“アクティブコーディネイト”にマッチする革調のカバー。 

●シートカバー（シックプリント） 

“ファッショナブルコーディネイト”にマッチする淡いベージュ色の 

プレーンなカバー。 

●シートカバー（ハーフタイプ・ハイビスカス柄） 

フロント席用のカジュアルなハーフタイプのカバー。  
■ユーティリティ&セーフティ用品 

 
ユーティリティアイテムにも“Make Style Package”を設定。またチャイルドシートの新モデルをラインアップ。 
 
●コーナーポール（フロント用／手動伸縮式） 

不要な時はコンパクトに収納可能な伸縮式。 

●コーナーセンサー （超音波感知システム・リア用／左右セット） 

後退時の目視による確認を音でサポート。 
 

 

 
 
●チャイルドシート ISO FIX スーパーデラックス（テザータイプ） 

通気性、触感に配慮して新生地を採用した新モデル。ISO FIXで、 

簡単・確実な取付性と高い安全性で、1 台で乳児用から幼児用ま 

で使用できる。 
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■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

ステアリングホイールカバー 
（パールホワイト／シルバーブルー） 

各 5,500円 

メーターバイザ－ 
（パールホワイト／シルバーブルー） 

各 6,000円 

シフトノブ 
（パールホワイト／シルバーブルー） 

各 5,000円 

〈インテリアアイテムＡ〉 
ステアリングホイールカバー＋メーターバイザ－＋シフトノブのセット 
アクティブコーディネイト（パールホワイト）／ファッショナブルコーディネイト（シルバーブルー） 

パッケージ価格 

各 14,800円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

センターパネル 
（ブラックスウェード調／アクアブルー） 

各  9,000円 

インパネパネル 
（ブラックスウェード調／アクアブルー） 

各 14,000円 

〈インテリアアイテム B〉 
センターパネル＋インパネパネルのセット 
アクティブコーディネイト（ブラックスウェード調）／ファッショナブルコーディネイト（アクアブルー） 

パッケージ価格 

各 20,000円 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

ファンシーポケットライト 
（ブルー色） 

 6,500円 

フットライト 
（ブルー色・スモール減光機能付） 

 8,500円 

ステップガーニッシュ 
（フロント／リア 4枚セット） 

 6,000円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

〈インテリアアイテム C〉 
ファンシーポケットライト＋フットライト＋ステップガーニッシュのセット 

パッケージ価格 

18,800円 
 ※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

シートカバー 黒 合皮製・キルティング調 
（フロント／リアセット） 

55,000円 

シートカバー シックプリント 
（フロント／リアセット） 

23,000円 

シートカバー ハーフタイプ・ハイビスカス柄 
（フロント左右セット） 

 7,500円 

※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

コーナーポール 
（フロント用／手動伸縮式） 

 9,800円 

コーナーセンサー 
（超音波感知システム・リア用／左右セット） 

26,000円 

〈ユーティリティアイテム D〉 
コーナーポール＋コーナーセンサーのセット 

パッケージ価格 

32,000円 
※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

チャイルドシート 
ISO FIX スーパーデラックス（テザータイプ） 
（ベースシート／アンカープレートアタッチメント） 

セット合計 

50,300円 
※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 



 

 

■『Gathers』ナビゲーションシステム 
 

ギャザズでは、Honda車専用に開発したHDD・DVD・CDナビゲーションシステム計6機種をラインアップ。 
 

〈デュアルサイズ HDDナビコンポ〉 
 
最新鋭スペックの結晶。映像と音楽を極めた、大容量ツイン HDDナビ。 

●デュアルサイズ HDDナビコンポ（VXH-049C） 

 〈主な機能〉HDD20GB×2・DVDビデオ再生・CD(CD-R/RW対応)・MP3対応・6.5型ワイド VGAモニター・ 

音楽リッピング機能（ミュージックジューク、最大 3,000曲）・イコノス衛星画像・FM-VICS・ 

AM/FM・TV・DSP/EQ/POS・アンプ出力 45W×4 
 

超速レスポンス HDD搭載。新感覚グラフィックと充実のハイスペックモデル。 

●デュアルサイズ HDDナビコンポ（VXH-042C） 

 〈主な機能〉HDD16GB・DVDビデオ再生・CD(CD-R/RW対応)・MP3対応・6.5型ワイドモニター・ 

音楽リッピング機能（ミュージックキャッチャー、約 300曲）・FM-VICS（専用チューナー）・ 

AM/FM・TV・DSP/EQ・アンプ出力 40W×4 

 

〈デュアルサイズ DVDナビコンポ〉 
 
完成されたナビ機能と多機能 AVが融合した超高精細 DVDモデル。 

●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-049MC） 

 〈主な機能〉DVDナビ（DVDビデオ再生）・CD(CD-R/RW対応)・MD（MDLP対応）・MP3対応・ 

6.5型ワイド VGAモニター・FM-VICS・AM/FM・TV・DSP/EQ/POS・アンプ出力 45W×4 
 

多彩な音楽メディアでドライブを演出する充実の DVDナビシステム。 

●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-045MC） 

 〈主な機能〉DVDナビ・CD(CD-R/RW対応)・MD（MDLP対応）・6.5型ワイドモニター・FM-VICS・AM/FM・TV 

SSC・アンプ出力 40W×4 
 

DVD＋CD搭載。使い勝手に機能を絞ったハイパフォーマンスモデル。 

●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-049C） 

 〈主な機能〉DVDナビ・CD(CD-R/RW対応)・6.5型ワイドモニター・FM-VICS・AM/FM・TV・アンプ出力 40W×4 

 
〈デュアルサイズナビコンポ〉 
 
カジュアルタッチで安心。ドライブをもっと楽しむギャザズ POPナビ。 

●デュアルサイズナビコンポ（WX-034C） 

 〈主な機能〉CDナビ・CD(CD-R/RW対応)・5.8型ワイドモニター・AM/FM・TV（オプション）・ 

アンプ出力 35W×4 

 
 

 
 

 
（※1）音楽 CDのデータを読み出し、ハードディスクに取り込むこと。 
（※2）S・S・C(Spectacular Sound Creater)は、従来の強調回路とは異なり、原音の波形を忠実に強調する波形強調回路です。 
 
 

お客様からのお問い合わせは、「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 0120-663521」へお願い致します。 
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■価格表     

用 品 名 希望小売価格  用 品 名 希望小売価格 

デュアルサイズ HDDナビコンポ  VXH-049C 318,000円  デュアルサイズ DVDナビコンポ  VXD-045MC 218,000円 

デュアルサイズ HDDナビコンポ  VXH-042C 278,000円  デュアルサイズ DVDナビコンポ  VXD-049C 178,000円 

デュアルサイズ DVDナビコンポ  VXD-049MC 258,000円  デュアルサイズナビコンポ  WX-034C 115,000円 
※価格には取付アタッチメント費・取付費および消費税は含まれておりません。 

（※１） 

（※２） 
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VXH-042C 

VXD-049MC 
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VXD-049C 

WX-034C 


