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Honda New「オデッセイ」純正カーアクセサリーを発売 
 
 

(株)ホンダアクセスは、Honda「オデッセイ／オデッセイ アブソルート」の発売に合わせ、純正カー
アクセサリーを 10月 24日より発売する。 
 
「オデッセイ」のエクステリア用品は、車輌のシャープなデザインをさらに引き立てる専用ロアスカ
ートなどをラインアップし、アクセサリー装着によるプレミアム感を表現した。 
 
「オデッセイ アブソルート」のエクステリア用品は、スポーツ感にあふれるダイナミックなスタイリン

グを提案。 
さらに、「オデッセイ アブソルート」専用アクセサリーとして、スリットブレーキディスクローターや 18

インチアルミホイールなどを初めて適用し、ブレーキパッドやスポーツサスペンション、スポーツマフ
ラーと合わせて、スポーツ性を強調した。 
 
インテリア用品では、「オデッセイ」はブルー、「オデッセイ アブソルート」はレッドと、インテリアカラ

ーに合わせたドアポケットライトやフットライトで、上質な居住空間の演出を提案。 
 
『Gathers』ナビゲーションシステムでは、装着率の高い DVDナビコンポとリアカメラシステムを、今

回初めてセット商品として設定。お求めやすい価格で展開する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「オデッセイ」ディーラーオプション装着車  「オデッセイ アブソルート」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  ●フロントグリル 
●ルーフスポイラー  ●ルーフスポイラー 
●ハロゲンフォグライト  ●アルミホイール（MR-002） 
●アルミホイール（ネオシェイプスポーク R5）   
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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 
 

「オデッセイ／オデッセイ アブソルート」それぞれに設計したロアスカートをはじめ、新しい「オデッセイ」の性能と魅力
をさらに際立たせるアクセサリーを豊富にラインアップ。 
 
Odyssey 
 

「オデッセイ」のアクセサリーは、ロアスカート、フロントグリル、ルーフ
スポイラーを設定。 
ロアスカートは、車両のシャープなデザインに、ロー＆ワイドなアクセ
ントを追加して、プレミアム感のあるスタイルに仕上げる。 
フロントグリルは、グリル中央部が浮き上がった個性的なデザイン。車
両のルーフエンドデザインにマッチするルーフスポイラーは、リアビュ
ーをスタイリッシュに演出する。 
 
●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（ボディカラー対応） 
●ルーフスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ付／ボディカラー対応） 

 
 
ハロゲンフォグライトはブルー、イエローから選べる。 
『Modulo』ロアスカート装備車にも、ノーマルバンパーにも装着可能。 
●ハロゲンフォグライト 
（ブルー・マルチコート仕様／イエロー・マルチコート仕様） 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odyssey Absolute 
 
「オデッセイ アブソルート」のアクセサリーは、ロアスカート、フロントグ
リル、ルーフスポイラーに加え、走りの性能を高めるスリットブレーキ
ディスクローター等のスポーツチューンアイテムを設定した。 
ロアスカートは、立体的で力強いフォルムで、車両の精悍なスタイル
をさらにダイナミックに演出し、風格を与える。 
フロントグリル、ルーフスポイラーは、「オデッセイ」と共通のデザイン。 
スリットブレーキディスクローター、ブレーキパッド、スポーツマフラー
は、機能性を向上させる本格的なスポーツチューンアイテム。 
18 インチアルミホイールは、シャープなスポークが特徴の 2種を設定。
ロアスカートなどと組み合わせることでスポーティなドレスアップが完
成する。 
 
●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（ボディカラー対応） 
※Absoluteにメーカーオプションの IHCC を装備した場合、装着できません。 
●ルーフスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ付／ボディカラー対応） 
●スリットブレーキディスクローター 
（フロント右側用／フロント左側用／リア右側用／リア左側用） 

●ブレーキパッド（フロント・リアセット） 
●スポーツマフラー（FF車用／4WD車用） 
●アルミホイール MG-001（18 インチ） 

●アルミホイール MR-002（18 インチ） 
※18 インチアルミホイール装着の場合 225／45R18 タイヤが別途必要です。 

※MG-001、MR-002 とも 4WD車には装着できません。 
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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） 

3点セット合計 
151,000円 

フロントグリル  29,800円 

ルーフスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ付） 

 60,000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 
（ブルー・イエロー／左右セット） 

28,000円 

取付アタッチメント 
（ロアスカート装備車用） 

 4,800円 

取付アタッチメント 
（ノーマルバンパー用） 

 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。 

■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 

151,000円 

フロントグリル 29,800円 

ルーフスポイラー 
（ハイマウント・ストップランプ付） 60,000円 

スリットブレーキディスクローター 
（フロント右側用／フロント左側用／リア右側用／リア左側用） 

各 20,000円 

ブレーキパッド 
（フロント・リアセット） 35,000円 

スポーツマフラー 
（FF車用／4WD車用） 各 130,000円 

アルミホイール MG-001（18 インチ） 47,000円／1本 

アルミホイール MR-002（18 インチ） 35,000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 
 

「オデッセイ／オデッセイ アブソルート」それぞれのイメージに合わせた空間演出と、快適装備を提供するインテリ
アアイテムが揃う。 
 
『インテリアモデューロ』のアイテムは、インテリアをウッディテイストで

コーディネイトできる。「オデッセイ」は、温かみのある木目調を基調に、

「オデッセイ アブソルート」は、深みのある黒木目調を基調にしてい

る。 

 

●インテリアパネル（ドア用 6点セット／ルーフ用） 

●ウッディテイストステアリングホイール 

●セレクタ－ノブ 

〈カラー設定〉 

オデッセイ：黄木目調／茶木目調／赤木目調 

オデッセイ アブソルート：黒木目調 
 

フロアカーペットマットは、ループ状に織られたスポーティとカットパイ

ルの質感が心地よいラグジュアリーの 2 タイプがある。アームレストコ

ンソールは、内装色とコーディネイトできる。 

 

●フロアカーペットマット（スポーティ／ラグジュアリー） 

●アームレストコンソール 

〈カラー設定〉 

オデッセイ：グレー／ベージュ／モーブ 

オデッセイ アブソルート：ブラック 
 

ドアポケットライトとフットライトは、メーターパネルのイルミネーションカ

ラーに合わせて、「オデッセイ」はブルー、「オデッセイ アブソルート」

はレッドを採用している。 

 

●ドアポケットライト（イグニッション ONに連動） 

●フットライト（スモールランプ連動タイプ） 

〈カラー設定〉 

オデッセイ：ブルー 

オデッセイ アブソルート：レッド 

 
■ユーティリティ&セーフティ用品 

 
コーナーセンサーやカーアラーム、4機種から選べる ETC車載器、新しくなったチャイルドシート等、快適安全性を
向上させる用品が揃う。 
 
●コーナーセンサー（超音波感知システム） 

車のコーナーが障害物に近付いたことを警告音で知らせる。 

車の装備等に合わせ 4 タイプを設定。 

●カーアラーム（盗難警報装置） 

ホーンの断続音とハザードランプの点滅によって異常を知らせる。 

 

●ETC車載器 

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のリアカメラ付音声認識 Honda・HDD 

ナビゲーションシステム専用。 

 

●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 

インテリアパネル 
（ドア用 6点セット） 

18,000円 

インテリアパネル 
（ルーフ用） 

10,000円 

ウッディテイストステアリングホイール  29,800円 

セレクタ－ノブ   9,800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 

フロアカーペットマット 
（スポーティ／ラグジュアリー） 

各 40,000円 

アームレストコンソール 
（オデッセイ用：グレー／ベージュ／モーブ） 

15,000円 

アームレストコンソール 
（オデッセイ アブソルート用：ブラック）  18,000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 

ドアポケットライト 
（フロント用／左右セット） 

9,800円 

フットライト 
（フロント用／左右セット） 

7,000円 

フットライト 
（リア用／左右セット）  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 
コーナーセンサー 
（フロント用左右セット／リア用左右セット） 

各 28,000円 

カーアラーム  16,800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 
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／スピーカー外付けタイプ） 

セット合計  
21,000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。 

■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（テザータイプ専用） 

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。 



 

 

■『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ナビゲーションシステム計 5機種とナビゲーションシステムのオ
プションとしてリア席モニター、リアカメラシステム、また、多彩なオーディオ用品をラインアップ。 
DVDナビコンポとリアカメラシステムのセット価格も設定。・ 
 

〈ナビゲーションシステム〉〈ナビゲーションシステム〉〈ナビゲーションシステム〉〈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。 

 

●リア席モニター 

フロントシートのヘッドレストに取り付ける後部座席用７型ワイド

液晶モニター。 
※VXD-045MC、VXD-049Cには装着できません。 

※メーカーオプションの本革シート、レカロ社製バケットシート装備車には装着できません。 

●リアカメラシステム 

（カラーCCDカメラ／25万画素／補助ライン表示あり） 

夜間も見やすいカラー画像で後退時の安全確認をサポー 

トする。 

 

●デュアルサイズ DVDナビコンポ＋リアカメラシステム 

DVDナビコンポ 3機種とリアカメラシステムのセット。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈オーディオ〉〈オーディオ〉〈オーディオ〉〈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。 

 

 
 

（※）S・S・C(Spectacular Sound Creator)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 

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 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-049MC  258,000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 DVDナビコンポ  VXD-049C 178,000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 

リア席モニター 75,000円 

リアカメラシステム 30,000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 DVDナビコンポ＋リアカメラシステム 

VXD-049MC 
268,000円 

デュアルサイズ DVDナビコンポ＋リアカメラシステム 

VXD-045MC 
228,000円 

デュアルサイズ DVDナビコンポ＋リアカメラシステム 

 VXD-049C 
188,000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。 

（※） 


