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Honda 「エリシオン」純正カーアクセサリーを発売

株式会社ホンダアクセス　商品企画部　広報販促課
〒352-8589 埼玉県新座市野火止8-18-4
TEL.048-477-8217（直通）　
FAX.048-477-8800　
URL  http://www.honda.co.jp/ACCESS/

Honda  Access  Corp.
8-18-4, Nobidome Niiza-shi 
Saitama, 352-8589 Japan
TEL.048-477-8217/FAX.048-477-8800　

「エリシオン」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）
●フロントグリル　
●ハロゲンフォグライト　
●アルミホイール（MG-002)
●テールゲートスポイラー　

「エリシオン」ディーラーオプション装着車

●インテリアパネル　
●ウッディテイストステアリングホイール　
●セレクタ－ノブ　
●シートカバー（エプロンタイプ）・ムートン　

　㈱ホンダアクセスでは、Honda「エリシオン」の発売に合わせ、純正カーアクセサリーを5月13日（木）より発売
する。
�
�「エリシオン」アクセサリーの開発コンセプトは、「アッパークラスの満足感」。

「生活全般をワンランクアップさせたい」と考えるユーザーに満足いただくために、車両本来の魅力をさらに高め
るアクセサリーをラインアップした。
�
　エクステリア用品は、“パワフル”をキーワードに開発。Hondaオリジナル・カスタマイズブランド“モデューロ”のロ
アスカート、フロントグリル、アルミホイールなどが車両のスタイリングに力強さと優雅さをプラスする。
　インテリア用品は、上質なムートンを贅沢に使ったシートカバー（エプロンタイプ）、ラグマットや新開発のルーフ照
明、フロアカーペットマット（ビルトイン式）をはじめとする“プレミアム感”あふれる商品で上質の室内空間演出を可
能にする。また、「エリシオン」ユーザーの使い勝手を考慮したシートバックテーブル、ルーフコンソールなどのアク
セサリーも新たに開発。8シーター全ての人に上質を感じていただけるアイテムをラインアップした。
　ユーティリティ＆セーフティ用品は、リモコンエンジンスターター、ETC車載器などを揃え、快適安全性に配慮した。
�
　ナビゲーションシステムは、同時に発表する「ギャザズ」新ラインアップがレスオプションに装着可能。ナビゲーシ
ョンシステム本来の機能はもちろんのこと、リアカメラシステムとの連動による安全性の補助、同時発表・発売する
ETC車載器との連動による快適性、リア席モニターとの連動によるエンターテイメント性など、Honda純正アクセサ
リーならではの機能性ある商品が選択できる。

※

※発売は6月7日予定
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「エリシオン」の美しいフォルムに高級感と躍動感をプラスするアクセサリーを豊富にラインアップ。

■エクステリア用品

●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）
●テールゲートスポイラー（ボディカラー対応）

ロアスカートは、車両のフォルムを強調するワイドで迫力あるデザインで、サイドに
はModuloで初めて大型のドアパネルをプラスした。
フロントグリルは、力強いメッシュがスポーティな印象を高め、スタイリングを精悍
に引き締める。
テールゲートスポイラーは、曲線ラインが印象的なデザインで、リアビューをスタイ
リッシュに演出する。

ハロゲンフォグライトはバンパーにすっきり収まるビルトインタイプ。クリアとマルチ
コート仕様のイエローとブルーから選べ、『Modulo』ロアスカート装着車にも、
ノーマルバンパーにも装着可能。
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●ハロゲンフォグライト
　（クリア／イエロー・マルチコート仕様／ブルー・マルチコート仕様）

■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） 199,500円

テールゲートスポイラー 42,000円

フロントグリル 31,500円

3点セット合計

（消費税抜き190,000円）

（消費税抜き30,000円）

（消費税抜き40,000円）

■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
Moduloロアスカート（フロント）装着車用　

（本体・取付アタッチメント）

ハロゲンフォグライト イエロー・ブルー
Moduloロアスカート（フロント）装着車用　

（本体・取付アタッチメント）

31,500円

33,600円

セット合計

セット合計

（消費税抜き30,000円）

（消費税抜き32,000円）

ハロゲンフォグライト クリア
ノーマルバンパー用　

（本体・取付アタッチメント・カラーガーニッシュ）
34,650円

セット合計

（消費税抜き33,000円）

ハロゲンフォグライト イエロー・ブルー
ノーマルバンパー用　

（本体・取付アタッチメント・カラーガーニッシュ）
36,750円

セット合計

（消費税抜き35,000円）

アルミホイールは、16インチ・17インチを各ラインアップ。
17インチは全面切削とネオサテンフィニッシュの２種のデザインを用意した。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

アルミホイール ME-001（16インチ） 22,575円／1本
（消費税抜き21,500円）

アルミホイール MG-002（17インチ）
全面切削

31,500円／1本
（消費税抜き30,000円）

アルミホイール MG-002（17インチ）
ネオサテンフィニッシュ

39,900円／1本
（消費税抜き38,000円）

●アルミホイール ME-001（16インチ）
●アルミホイール MG-002全面切削（17インチ）
●アルミホイール MG-002ネオサテンフィニッシュ（17インチ）

※17インチアルミホイール装着の場合215／60R1タイヤが別途必要です。
※メーカーオプションの17インチアルミホイール装備車の場合、装備のタイヤが
　そのまま使えます。

NEW

NEW

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
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■インテリア用品

●インテリアパネル（10点セット）
●インテリアパネル ドア用（4点セット）
●インテリアパネル ルーフコンソール用（2点セット）
●ウッディテイストステアリングホイール（キャメル／グレージュ）
●セレクタ－ノブ（キャメル／グレージュ）

『インテリアモデューロ』は、インナールーフ全周を飾ることができる木目調
のインテリアパネル、内装色に合わせて選べるウッディテイストステアリング
ホイール、ステアリングホイールとコーディネイトできるセレクタ－ノブを揃え、「エ
リシオン」のドライビング空間を個性的に彩る。

●シートカバー（エプロンタイプ）・ムートン
●ラグマット・ムートン
●ルーフコンソール（キャメル／グレージュ）
●フロアカーペットマット（ラグジュアリー／緞通調）

●シートバックテーブル
●ルーフ照明（冷陰極管＋LEDスポットライト＋LEDムーディーライト）

シートカバー（エプロンタイプ）とラグマットは、上質なムートンを贅沢に使い、3列シ
ートをより快適に。ルーフコンソールは、頭上空間を収納スペースに変えるアイテム。
夜間も使いやすい照明付き。フロアカーペットマットは、ビルトインタイプでぴったりと
装着できる。

シートバックテーブルは、シート背面に取り付け、引き出すだけでテーブルになる便
利なアイテム。ルーフ照明は、低温時にも瞬時に点灯する冷陰極管（発光管）、
アームレストコンソール部を照らすLEDスポットライト、7色に変化するLEDで好みに
より色が変えられるLEDムーディーライトと、3つの機能を持つ照明。室内をムーデ
ィーに演出する。

●リモコンエンジンスターター
見通し約200～300mの範囲ならリモコン操作でエンジンスタート。 
新機能エアコン連動制御機能を搭載し車内を快適温度に保つことができ
る。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

インテリアパネル ドア用
（4点セット）

インテリアパネル ルーフコンソール用
（2点セット）

インテリアパネル
（10点セット）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

セレクタ－ノブ
（キャメル／グレージュ）

ウッディテイストステアリングホイール
（キャメル／グレージュ）

「エリシオン」のインテリア用品は、高級感あふれるアクセサリーと、機能性豊かなアイテムで、快適な室内
空間を演出する。

■ユーティリティ＆セーフティ用品
新機能のリモコンエンジンスターター、3機種から選べるETC車載器、ISO FIXの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。

●ETC車載器
ETC車載器は、ブザータイプ、音声ガイドタイプ、ナビ連動タイプ、の3タイプか
ら選べる。ナビ連動タイプは、標準またはメーカーオプションのHondaナビゲ
ーションシステム、Gathersナビコンポ双方に連動する。

●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／乳児用・幼児用兼用）
簡単・確実な取付性と高い安全性のチャイルドシート。1台で乳児から幼児
まで使用できる。

47,250円
セット合計

（消費税抜き45,000円）

21,000円
セット合計

（消費税抜き20,000円）

8,400円
セット合計

（消費税抜き8,000円）

各48,300円

各10,290円

（消費税抜き46,000円）

（消費税抜き9,800円）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ラグマット・ムートン

ルーフコンソール
（キャメル／グレージュ）

シートカバー（エプロンタイプ）・ ムートン
（運転席・助手席・2列目／3列目 左側シート用）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

シートバックテーブル
（キャメル／グレージュ）

フロアカーペットマット ラグジュアリー
1～3列シート用（キャメル／グレージュ）

36,750円
（消費税抜き35,000円）

シートカバー（エプロンタイプ）・ ムートン
（2列目／3列目 右側シート用）
センターヘッドレスト装備車用

63,000円
（消費税抜き60,000円）

シートカバー（エプロンタイプ）・ ムートン
（2列目／3列目 右側シート用）
センターヘッドレスト未装備車用

57,750円
（消費税抜き55,000円）

26,250円
（消費税抜き25,000円）

23,100円
（消費税抜き22,000円）

各47,250円

各13,650円

（消費税抜き45,000円）

フロアカーペットマット 緞通調
1～3列シート用（キャメル／グレージュ）

各78,750円
（消費税抜き75,000円）

フロアカーペットマット ラグジュアリー
ラゲッジ用（キャメル／グレージュ）

各15,750円
（消費税抜き15,000円）

フロアカーペットマット 緞通調
ラゲッジ用（キャメル／グレージュ）

各26,250円
（消費税抜き25,000円）

（消費税抜き13,000円）

ルーフ照明 26,250円
（消費税抜き25,000円）

ETC車載器
（アンテナ分離型／音声ガイドタイプ）

ETC車載器
（アンテナ分離型／ブザーガイドタイプ）

ETC車載器
（アンテナ分離型／ナビ連動タイプ）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

リモコンエンジンスターター

■価格表

用　品　名 希望小売価格

■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）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメントが必要です。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

52,290円
セット合計

（消費税抜き49,800円）

48,300円
（消費税抜き46,000円）

13,650円
（消費税抜き13,000円）

16,800円
（消費税抜き16,000円）

25,200円
（消費税抜き24,000円）



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。

「エリシオン」アクセサリーについての広報資料は、2004年5月13日から右記URLでご覧いただけます。 http://www.honda.co.jp/ACCESS-PR/
（このサイトは報道関係者専用とさせていただきます。）
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■価格表

希望小売価格用　品　名

57,750円リア席モニター

リアカメラシステム 31,500円

●リア席モニター
　HDDナビコンポ・DVDナビコンポいずれにも接続できる
　7.0型ワイド液晶モニター。

●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CD／MDコンポ（WX-250M）
MP3/WMA対応。WX-252Mと同様の機能（ミュージックラック
を除く）が搭載された多機能モデル。

●デュアルサイズCD／MDコンポ（WX-555M）
CD-R/RWとMDLP/MDグループ対応のスタンダードモデル。

●デュアルサイズCD／カセットコンポ（WX-151T）
CD-R/RWとカセットが楽しめる2DINヘッドユニット。

●マルチコントロールMDコンポ（MX-155）
MDLPに対応のMDコンポ。

■『Gathers』ナビゲーションシステム＆オーディオ

〈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7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。

●デュアルサイズナビコンポ＋リアカメラシステム
　HDD・DVDナビコンポ5機種とリアカメラシステムのセット。

■価格表

希望小売価格用　品　名

デュアルサイズHDDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXH-052C

●デュアルサイズHDDナビコンポ（VXH-059CV）

　ツインHDD（ナビ20GB+オーディオ20GB）搭載。高性能ナビと先進のAV機能を追求したHDDナビコンポ。

●デュアルサイズHDDナビコンポ（VXH-052CV）

　DVDビデオ再生可能でAV機能のHDDナビコンポ。
●デュアルサイズHDDナビコンポ（VXH-052C）

　高速性能と音楽性能を兼ね備えた手頃なHDDナビコンポ。

●デュアルサイズDVDナビコンポ（VXD-059CV）

　DVDビデオが楽しめるDVDナビコンポ。

●デュアルサイズDVDナビコンポ（VXD-059MC）

　DVD+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-059CE）

　ETCユニット内蔵のニューモデル。

●デュアルサイズDVDナビコンポ（VXD-055C）

　簡単操作と多彩な機能のエントリーモデル。

デュアルサイズHDDナビコンポ  VXH-059CV

デュアルサイズHDDナビコンポ  VXH-052CV

デュアルサイズHDDナビコンポ  VXH-052C

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-059CV

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-059MC

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-059CE

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-055C

〈ナビゲーションシステム〉

■価格表

希望小売価格用　品　名

330,750円
（消費税抜き 315,000円）

252,000円
（消費税抜き 240,000円）

231,000円
（消費税抜き 220,000円）

206,850円
（消費税抜き 197,000円）

225,750円
（消費税抜き 215,000円）

225,750円
（消費税抜き 215,000円）

（消費税抜き 159,000円）
166,950円

（消費税抜き 230,000円）
241,500円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-059MC （消費税抜き 225,000円）

236,250円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-059CV （消費税抜き 207,000円）

217,350円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-059CE （消費税抜き 225,000円）

236,250円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-055C （消費税抜き 169,000円）

177,450円

（消費税抜き 55,000円）

（消費税抜き 30,000円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメントが必要です。

デュアルサイズCD／MDコンポ WX-252M

デュアルサイズCD／MDコンポ WX-250M

デュアルサイズCD／MDコンポ WX-555M

マルチコントロールMDコンポ MX-155

デュアルサイズCD／カセットコンポ WX-151T

■価格表

希望小売価格用　品　名

76,650円
（消費税抜き 73,000円）

57,750円
（消費税抜き 55,000円）

47,250円
（消費税抜き 45,000円）

44,100円
（消費税抜き 42,000円）

42,000円
（消費税抜き 40,000円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメントが必要です。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメントが必要です。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメント、カラーガーニッシュが必要です。

●デュアルサイズCD／MDコンポ（WX-252M）
約6枚分の音楽CDを保存できる「ミュージックラック」搭載の
ハイスペックモデル。

（※）

（※）「ミュージックラック」はギャザズオリジナル機能名称。ハードディスクに好きな音楽などが録音でき、各種再生／編集モードで音楽ライブラリーが作れます。HDDナビ全モデルに搭載。

　　WX-252Mのミュージックラックはフラッシュメモリです。編集モードはありません。




