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Honda New「ストリーム」純正カーアクセサリーを発売 
 
 

(株)ホンダアクセスは、Honda「ストリーム／ストリーム アブソルート」の発売に合わせ、純正カーアク
セサリーを発売する。 
 

Honda純正カスタマイズブランド『モデューロ』では、「ストリーム」「ストリーム アブソルート」のそれ
ぞれにロアスカートを設定。 
「ストリーム 1.7／2.0」では“プレミアム・スポーティ”をテーマに、車両のフォルムをシャープに引き
立てる上質なスタイルを追求、より多くのユーザー層に応えるバランスの高いデザインを提案する。
「ストリーム アブソルート1.7」では“クール・アグレッシブ・スポーティ”をテーマに、車両の迫力あるス
タイルをさらに精悍に際立たせる。 
 
また、大型ルーフコンソール、カーゴバッグなどの収納用品、ブルー色の減光機能付きフットライ
トや先端部分に青色 LED を採用したコーナーポール、4 タイプから選べる ETC 車載器など、利便
性・安全性を向上させるユーティリティ用品など、「ストリーム」の機能性を高める充実のアクセサリー
ラインアップとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

－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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「ストリーム」ディーラーオプション装着車  「ストリーム アブソルート 1.7」ディーラーオプション装着車 

●ロアスカート（フロント・サイド・リア）  ●ロアスカート（フロント・サイド・リア） 
●フロントグリル  ●テールゲートスポイラー 
●テールゲートスポイラー  ●アルミホイール（MS-001） 
●ハロゲンフォグライト   
●アルミホイール（ネオシェイプスポーク R5）   



 

 

■エクステリア用品 
 

「ストリーム／ストリーム アブソルート」それぞれを個性的に引き立てるデザインのロアスカートをメインに、トータルバ
ランスを考えたドレスアップを提案。 
 

Stream 
『Modulo』は、ストリームのドルフィンフォルムをさらに美しく、さらに個性
の強いスタイルへ仕上げる。ロアスカートは下回りを立体的に引き締める。
インパクトのあるメッシュタイプのフロントグリルはストリーム専用。（フロント
グリルは Sパッケージ車装着不可） 
 
●ロアスカート（フロント・サイド・リア／ボディカラー対応） 
●フロントグリル 
●テールゲートスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ内蔵／ボディカラー対応） 
●ハロゲンフォグライト 
 
Stream Absolute 
高次元なデザインを組合わせ、さらにスポーティ感をアップ。ロア
スカートは、ワイド&ローフォルムを精悍に演出する。フロントか
らリアまでのつながり感のあるロアスカートとともに、テールゲー
トスポイラーがリアビューのアクセントに。  
●ロアスカート（フロント・サイド・リア／ボディカラー対応） 
●テールゲートスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ内蔵／ボディカラー対応） 

 
Stream／Stream Absolute 
力強いフェイスのデザイン２タイプが追加され、全 7タイプのアル
ミホイールをラインアップ。純正ならではの品質と洗練されたデザ
インで「ストリーム／ストリーム アブソルート」の足回りを引き
締める。  
●ME-001（14 インチ／15 インチ シルバー塗装） 
●MS-001（16 インチ シルバー塗装） 
※ME-001（14 インチ）は「ストリーム 2.0」「ストリーム アブソルート 1.7」には適応しません。  

 
■インテリア＆ユーティリティ用品 

 
ブルーと木目調から選べるインテリアアイテム、大型ルーフコンソールなどの収納アイテム、また、コーナーポール
や4機種から選べるETC車載器など、豊富なアイテムが揃う。 
 
インテリアパネル、ステアリングホイール、シフトノブはブルーと木目調の

２タイプのカラーコーディネイトを選べる。上品なブルー／クラウド柄と、

やすらぎ感を与える明るい木目カラーの 2色。 
 
●インテリアパネル（ブルー／木目調） 

センターパネル部、ドアクリップパネル部 

●シフトノブ（ブルー／木目調） 

●ステアリングホイール（ブルー／木目調） 

マグネシウム合金フレーム、本革コンビネーション 

 

ストリーム専用設計の大型ルーフコンソール、リアのカーゴスペースを利

用したカーゴバッグなど使い勝手のよい収納用品を追加。フットライトは

ブルー色の高輝度 LED を採用。スモールライト・ヘッドライトと連動して

車内を照明する減光機能付き。 
 
●大型ルーフコンソール 

グレー／チタン 耐荷重 1,350g 

●カーゴバッグ 

取り外し可能 収納容量約 7L 

●フットライト（ブルー） 

●コーナーポール（リモコン式） 

青色 LEDで夜間視認性アップ 
 
ETC車載器は、液晶表示なし・アンテナ一体型から防盗性に優れるアン

テナ分離型、ナビ接続タイプまでの 4 タイプから選べる。 

 

※ナビ接続タイプはメーカーオプション Honda・HDDナビゲーションシステム専用。 

■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） 

３点セット合計 

135,000円 

フロントグリル 23,000円 

テールゲートスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ内蔵） 36,000円 

ハロゲンフォグライト 
（クリア／左右セット） 30,000円 

ハロゲンフォグライト 
（イエロー・マルチコートタイプ／左右セット） 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 

ロアスカート 
（フロント・サイド・リア） 

３点セット合計 

141,000円 

テールゲートスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ内蔵） 36,000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（14 インチ） 
（シルバー塗装） 

16,000円／1本 

アルミホイール ME-001（15 インチ） 
（シルバー塗装） 18,000円／1本 

アルミホイール MS-001（16 インチ） 
（シルバー塗装） 26,500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。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

インテリアパネル 20,000円 

シフトノブ 15,000円 

ステアリングホイール 46,000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 

大型ルーフコンソール 19,800円 

カーゴバッグ  5,000円 

フットライト 
（1列目シート用） 

 8,500円 

フットライト 
（2列目シート用）  6,000円 

コーナーポール 18,500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 

ETC車載器 
（アンテナ一体型／液晶表示無しタイプ） 

セット合計 
17,000円 

ETC車載器 
（アンテナ一体型／液晶表示有りタイプ） 

セット合計 
19,000円 

ETC車載器 
（アンテナ分離型／音声ガイダンス付） 

セット合計 
22,000円 

ETC車載器 
（アンテナ分離型／ナビ接続タイプ） 

セット合計 
32,000円 

※価格は取付アタッチメントを含むセット合計です。 
※価格には取付費および消費税は含まれておりません。 －２－ 



 

 

■『Gathers』ナビゲーションシステム＆オーディオ 
 

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機種と多彩なオーディオ用品
をラインアップ。 
 

〈ナビゲーションシステム〉 

●デュアルサイズ HDDナビコンポ（VXH-049C） 

ツイン HDD 搭載、VGA ディスプレイによる高精細表示、最大 3,000 曲を収録のミュージックジュークなど、最新鋭の機能搭載の大

容量ツイン HDDナビコンポ。 
 
●デュアルサイズ HDDナビコンポ（VXH-042C） 

HDDナビゲーション、楽々タッチパネルインターフェイス、充実の AV機能など、超速 HDD搭載のハイスペックモデル。 
 
●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-049MC） 

VGAディスプレイによる高精細表示、3 メカ搭載、DVD ビデオ再生など、ナビゲーションと AVが融合した高機能 DVD 

ナビモデル。 
 
●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-045MC） 

3 メカ搭載、やさしいインターフェイス、S・S・C搭載。DVDナビ＋CD＋MDで充実の DVDナビコンポ。 
 
●デュアルサイズ DVDナビコンポ（VXD-049C） 

2 メカ搭載、充実機能の DVDナビ。DVDナビ＋CDのハイコストパフォーマンスモデル。 
 
●デュアルサイズナビコンポ（WX-034C） 

タッチパネルコントロール、AV機能の拡張性など、POPで楽しいカジュアルタッチナビコンポ。 

 

〈オーディオ〉 

●デュアルサイズ CD／MD コンポ（WX-232M） 

好みのミュージックシーンを演出する多機能モデル。 
 
●デュアルサイズ CD／MD コンポ（WX-230M） 

ダブルスペアナ搭載。先進の CD／MD コンポ。 
 
●デュアルサイズ CD／MD コンポ（WX-545M） 

多彩な音楽ソースが簡単操作で楽しめる。 
 
●デュアルサイズ CD／カセットコンポ（WX-131T） 

操作性に配慮したデザイン。 

 

●MDプレーヤー（MS-242） 

MD機能満載の高音質 MDプレーヤー。 
 
●8連奏 CDチェンジャー（DS-505E） 

マガジンの出し入れが簡単なイジェクト・イルミネー 

ション採用。 
 
●6連奏 CDチェンジャー（DS-121S） 

コンパクト設計ながら 30曲のプログラムプレイも可能。 

 
 

（※）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。 

 
－３－ 

■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。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

デュアルサイズ CD／MD コンポ WX-232M 62,000円 

デュアルサイズ CD／MD コンポ WX-230M 56,000円 

デュアルサイズ CD／MD コンポ WX-545M 49,000円 

デュアルサイズ CD／カセットコンポ WX-131T 42,000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。 

■価格表  

用 品 名 希望小売価格 

MDプレーヤー MS-242 43,000円 

8連奏 CDチェンジャー DS-505E 35,000円 

6連奏 CDチェンジャー DS-121S 33,000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。 

（※） 


