
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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Honda 「フィット」のマイナーモデルチェンジに合わせ純正カーアクセサリーを発売
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8-18-4, Nobidome Niiza-shi 
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TEL.048-477-8217/FAX.048-477-8800　

「フィット 1.5A」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　
●テールゲートスポイラー　
●アルミホイールME-002

「フィット 1.5S」ディーラーオプション装着車

●ロアスカート Sタイプ用（フロント・リア）　
●フロントグリル　
●アルミホイールプレーンスポークD7

　㈱ホンダアクセスでは、Ｈｏｎｄａ 「フィット」のマイナーモデルチェンジに合わせ、純正カーアクセサリーを６月１１日（金）より
発売する。�
�エクステリア用品のデザインコンセプトは、「エモ―ショナル・パフォーマンス」。
量感、躍動感、低重心をテーマにスポーティな走りを予感させるアイテムを提案する。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、アルミホイールを装着することで「フィット」のスタイリングをより個性的に演出する。
さらに、今回車両に新たに設定されたＳタイプに専用のフロント・リアのロアスカートを設定し、さらなるスポーティさの追求を
図った。
�
�インテリア用品は、「ファイン・パフォーマンス」をデザインコンセプトに実用性とデザイン性を兼ね備えた洗練のインテリアカ
スタムを提案。
Ｈｏｎｄａオリジナル・インテリアカスタマイズブランド“インテリアモデューロ”に質感をアップしたメタル調パネルとスタイリッシュ
なブルーのシートカバー、ステアリングホイールカバー、シフトノブを新たに設定した。また、レーシーなイメージを一層引き立てる
5速マニュアル用シフトノブを2種類用意した。
�
�ユーティリティ＆セーフティ用品では、スライド式のアームレストコンソールやラゲッジボックス、ルーフコンソールなどの空間を
有効利用する収納用品をはじめ、使いやすさを追求した快適装備用品を提案する。

�インテリア・ユーティリティ用品からおすすめ商品をセットした“Make Style Package”は、インテリアアイテム４種とユーテ
ィリティアイテム１種を設定。簡単でわかりやすくアクセサリーを選べると同時に、お求めやすいパッケージ価格を設定した。

�ナビゲーションシステムは、Ｈｏｎｄａ純正オーディオ・ナビゲーション「ギャザズ」の新ラインアップが全タイプに装着可能。
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、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。



「フィット」の個性をより際立たせ、スポーティな走りを予感させるアクセサリーをラインアップ。

■エクステリア用品

●ロアスカート（フロント・サイド・リア／カラードタイプ）
●フロントグリル（カラードタイプ）
●テールゲートスポイラー（カラードタイプ）
●ロアスカート Ｓタイプ用（フロント・リア／カラードタイプ）

フロントグリルは空気の流れをイメージしたエアダクト風、ロアスカ
ートはフロントからサイド、そしてリアへと流れるようなラインを強
調。テールゲートスポイラーは小粋で軽快なデザインでスポーティ
な走りを予感させる。
また、Ｓタイプ専用のフロント・リアのロアスカートはスポーティな
Ｓタイプにさらに量感、躍動感をプラスする。
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ハロゲンフォグライトは、新たにブルーを加え３タイプに。均一でム
ラのない幅広い配光と十分な明かるさを確保。悪天候時の路肩や白
線の視認性を補助します。

■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）

ロアスカート Ｓタイプ用
（フロント・リア）

105,000円

テールゲートスポイラー 21,000円

63,000円

フロントグリル 23,100円

3点セット合計

2点セット合計

（消費税抜き100,000円）

（消費税抜き22,000円）

（消費税抜き20,000円）

（消費税抜き60,000円）

●ハロゲンフォグライト
（クリア・マルチコートイエロー・マルチコートブルー）

アルミホイールは１４インチ４タイプと１５インチ１タイプをラインアップ。洗練さ
れたデザインに加え、強度、耐久性もＨｏｎｄａ独自の高い基準をクリアして
いる。

●アルミホイール　ユーロスポークＳ５（１４インチ）
●アルミホイール　ユーロスポークＲ７（１４インチ）
●アルミホイール　ＭＥ－００１（１４インチ）
●アルミホイール　ＭＥ－００２（１４インチ）
●アルミホイール　プレーンスポークＤ７（１５インチ）

※１５インチアルミホイールは、メーカーオプションの１５インチアルミホイール
　装備車のみ取り外し装着ができます。

※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。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

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）

ハロゲンフォグライト （クリア）
モデューロロアスカート（フロント）装着車用　

（本体・取付アタッチメント）

29,400円

29,400円

セット合計

セット合計

（消費税抜き28,000円）

（消費税抜き28,000円）

ハロゲンフォグライト （クリア）
Sタイプバンパー用　

（本体・取付アタッチメント・ガーニッシュSタイプ用）
34,650円

セット合計

（消費税抜き33,000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。

※各タイプともにマルチコートイエロー、マルチコートブルーの場合は、2,100円
（消費税抜き2,000円）アップとなります。

用　品　名 希望小売価格

アルミホイール ユーロスポークＳ５
（１４インチ）

16,800円／1本
（消費税抜き16,000円）

アルミホイール ユーロスポークＲ７
（１４インチ）

アルミホイール ＭＥ－００２
（１４インチ）

16,800円／1本
（消費税抜き16,000円）

16,800円／1本
（消費税抜き16,000円）

アルミホイール ＭＥ－００１
（１４インチ）

アルミホイール プレーンスポークＤ７
（１５インチ）

16,800円／1本
（消費税抜き16,000円）

24,150円／1本
（消費税抜き23,000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。

■価格表
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■インテリア用品

●メーターバイザー（メタル調）
●メーターバイザー（レッド／ディンプル）
●エスカッションパネル（メタル調）
●エスカッションパネル（レッド／ディンプル）
●ドアスイッチパネル（メタル調）
●ドアスイッチパネル（レッド／ディンプル）

インテリアパネルは、ヘアラインクロム箔をもちいたシャープな輝きを放つメ
タル調と躍動感あふれるレッド／ディンプルの2タイプ。

●シートカバー　フロントセット（ブルー）
●シートカバー　フロントセット（レッド）
●シートカバー　リアセット（ブルー） 
●シートカバー　リアセット（レッド）
●ステアリングホイールカバー（ブルー）

●シフトノブ（ブルー）
●シフトノブ（レッド）
●シフトノブ　本革製（ブラック）　5ＭＴ車用
●シフトノブ　アルミ製　5ＭＴ車用

シートカバーとステアリングホイールカバーは、軽快でスポーティなブルーと若々
しく個性を主張するレッドの2タイプ。

シフトノブは、ホンダマルチマチックS車用のブルーとレッドの他、5MT車用
の本革製とアルミ製を新たに設定。

「フィット」の室内を演出するインテリア用品は、質感をアップさせたインテリアパネル、軽快でスポーティな
ブルーカラーを新展開。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

エスカッションパネル
（メタル調・レッド／ディンプル）

ドアスイッチパネル
（メタル調・レッド／ディンプル）

メーターバイザー
（メタル調・レッド／ディンプル）

※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。

各5,250円
（消費税抜き各5,000円）

各4,200円
（消費税抜き各4,000円）

各8,400円
（消費税抜き各8,000円）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

シートカバー リアセット
（ブルー・レッド）

ステアリングホイールカバー
（ブルー・レッド）

シートカバー フロントセット
（ブルー・レッド）

※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。

各26,250円
（消費税抜き各25,000円）

各23,100円
（消費税抜き各22,000円）

各6,300円
（消費税抜き各6,000円）

■価格表

■価格表

用　品　名 希望小売価格

用　品　名 希望小売価格

シフトノブ 本革製
（ブラック）

シフトノブ  アルミ製

シフトノブ 合皮製
（ブルー・レッド）

※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。

各4,200円
（消費税抜き各4,000円）

    5,250円
（消費税抜き5,000円）

    5,250円
（消費税抜き5,000円）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

インテリアをカラーコーディネイトできるMake Style Packageを設定。

（消費税抜き24,000円）

パッケージ価格

25,200円
〈インテリア アイテム A〉　レッドでカラーコーディネイトできるセット

メーターバイザー（レッド）＋エスカッションパネル（レッド）＋ドアスイッチパネル（レッド）＋
シフトノブ（レッド）＋ステップガーニッシュカバー（フロント・リア）のセット

（消費税抜き24,000円）

パッケージ価格

25,200円
〈インテリア アイテム B〉　シャープなイメージでコーディネイトできるセット

メーターバイザー（メタル調）＋エスカッションパネル（メタル調）＋ドアスイッチパネル（メタル調）＋
シフトノブ（ブルー）＋ステップガーニッシュカバー（フロント・リア）のセット

〈インテリア アイテム C〉　ナイトドライブをムードアップするセット（ブルー）

ファンシーポケットライト（ブルー）＋フットライト（ブルー）のセット （消費税抜き14,800円）

パッケージ価格

15,540円

（消費税抜き14,800円）

パッケージ価格

15,540円
〈インテリア アイテム D〉　ナイトドライブをムードアップするセット（アンバー）

ファンシーポケットライト（アンバー）＋フットライト（アンバー）のセット
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■ユーティリティ＆セーフティ用品

●アームレストコンソール（ブラック／グレー内装色用・ベージュ内装色用）

スライド式（スライド量は約90ｍｍ）のアームレストがドライブを快適にサ
ポート。コンソールにＣＤ９枚などが収納可能。アームレストコンソールリ
ッドとのセット装着になる。

「フィット」の室内空間を有効利用する収納用品をはじめ、３種類から選べるＥＴＣ車載器、車両盗難警報装置カー
アラーム、ＩＳＯ ＦＩＸのチャイルドシートなど、快適、安全性を向上させる用品を設定。

安全性を高めるユーティリティ用品をセットにしたMake Style Packageを設定。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

アームレストコンソール
（ブラック／グレー内装色用・ベージュ内装色用）

※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。

各22,050円
（消費税抜き各21,000円）

アームレストコンソールリッドとのセット

セット合計

NEW

●ルーフコンソール（ブラック／グレー内装色用・ベージュ内装色用）

頭上を収納スペースに変えるアイテム。内装色に合わせた２タイプを設
定。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ルーフコンソール
（ブラック／グレー内装色用・ベージュ内装色用）

※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。

各10,290円
（消費税抜き9,800円）

NEW

●ラゲッジボックス（ブラック）
洗車用品などの散らかりやすいカー用品やアウトドアグッズなどを有効
的に収納できるアイテム。取り外し可能なセパレーター付で長い小物も
収納可能。別売のトノカバーをかければスッキリ収納できる。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ラゲッジボックス
（ブラック）

※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。

　15,750円
（消費税抜き15,000円）

NEW

●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できる。

●カーアラーム（盗難警報装置）
ＬＥＤランプの点滅によって、車両盗難などを未然に抑止する心理的
効果がある。作動した場合は、警報とハザードランプで周囲に異常を
知らせる。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

カーアラーム（盗難警報装置）

※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。

　17,640円
（消費税抜き16,800円）

NEW

■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。

52,290円
セット合計

（消費税抜き49,800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

※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。

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）

（消費税抜き24,500円）

パッケージ価格

25,725円
〈ユーティリティ アイテム A〉　

コーナーポール＋アクアクリーンミラーのセット

●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／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。

■価格表
用　品　名 希望小売価格



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。

「フィット」アクセサリーについての広報資料は、2004年6月10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。
お買得感ある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。

●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。




