
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 「エディックス」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　

「エディックス」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　　　　　　　　　●ハロゲンフォグライト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●アルミホイール MS-003（１６インチ）　

※１　２００４年１０月発売予定
※２　デュアルサイズナビコンポVXH-059CV、VXH-052CV、VXD-059CVで再生可能

　㈱ホンダアクセスでは、Ｈｏｎｄａ 「エディックス」の発売に合わせ、純正カーアクセサリーを７月８日（木）

より発売する。�

�エディックスの純正カーアクセサリーは、「エディックス」の「３×２の独立６座席の新価値パッケージ」「シ

ョート＆ワイドのスポーティな外観とモダンなインテリア」に「楽しさ」「使いやすさ」「カッコ良さ」をプラス

する。�

�エクステリア用品は、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、テールゲートスポイラー、アルミホイール、スポーツサスペンションをラインアップ。「エディックス」

のショート＆ワイドボディをさらにスポーティにダイナミックに演出し、もう１つの「エディックス」スタイ

リングを作り上げる。�　

�インテリア用品は、インテリアパネル（７点セット）をはじめ、シフトノブ、シートカバー、フロアカーペット

マットを内装色に合わせて選べるカラータイプに設定し、車内を日常の心地良いリビングのような空間にコ

ーディネートできるよう配慮した。�　

�ユーティリティ・セーフティ用品は、「エディックス」専用に開発したセンターシートバックテーブルがフ

ロントセンターシート背面のトレー機能を拡大、「３×２の独立６座席の新価値パッケージ」をさらに魅力的

にする。

また、ジュニアシート、チャイルドシートがリア左右席に加えてフロントセンターシートにも装着でき、家族

の親密なコミュニケーション空間を実現する。�

�ナビゲーションシステムは、Ｈｏｎｄａ純正ナビゲーションシステム「ギャザズ」の新ラインアップが全タイプ

のオーディオ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、

ＥＴＣ車載器との連動による快適性など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。

また、ＤＶＤビデオやテレビをリア席で楽しめるリア席モニターも選択可能となっており、「楽しさ」「使い

やすさ」をさらに充実させる。

※１

※１

※２



「エディックス」のシュート＆ワイドのスポーティスタイリングを、さらにスポーティにダイナミックに演出
す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）
●デ―ルゲートスポイラー（カラードタイプ）

ロアスカートは、シュート＆ワイドボディをさらに力強く演出する
ダイナミックなデザイン。
フロントグリルは、ウイングタイプのセンターバーと奥行きを感じ
させるブラックのクロスメッシュでスポーティさを演出。
テールゲートスポイラーは、ＬＥＤハイマウントストップランプ付
でルーフエンドを伸びやかにみせる流麗なデザインでさらにスポ
ーティなイメージを作り上げる。
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アルミホイールは１５インチ２タイプと１６インチ１タイプをラ
インアップ。洗練されたデザインはもちろん、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　ＭＳ－００３を２０Ｘに装着する場合は、標準装備の
　アルミホイールを取り外し装着となります。
※アルミホイール　ＭＳ－００３を１７Ｘに装着する場合は、別途
　２０５／５５Ｒ１６タイヤが必要です。
※１６インチホイール装着車には１５インチアルミホイールは装着できません。

※標準装備のサスペンションを取外し装着となります。
※保安基準適合品なので改造届出の必要はありません。車検は装着状態で受けられます。
※４ＷＤ車には装着できません。

●アルミホイール　ユーロスポークＲ７（１５インチ）
●アルミホイール　ユーロスポークＳ５（１５インチ）
●アルミホイール　ＭＳ－００３（１６インチ）NEW

●ハロゲンフォグライト（クリア／マルチコートイエロー）

■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） 134,400円

テールゲートスポイラー 37,800円

フロントグリル 24,150円

3点セット合計

（消費税抜き128,000円）

（消費税抜き23,000円）

（消費税抜き36,000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。

用　品　名 希望小売価格

アルミホイール ユーロスポークＲ７
（１５インチ）

18,900円／1本
（消費税抜き18,000円）

アルミホイール ユーロスポークＳ５
（１５インチ）

18,900円／1本
（消費税抜き18,000円）

アルミホイール ＭＳ－００３
（１６インチ）

36,225円／1本
（消費税抜き34,500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

ハロゲンフォグライトは、クリアとマルチコートイエローの２種類。
均一でムラのない幅広い配光で、よりワイドな視界が得られる。 用　品　名 希望小売価格

ハロゲンフォグライト 
クリア  左右セット

ハロゲンフォグライト 
マルチコートイエロー  左右セット

31,500円
（消費税抜き30,000円）

33,600円
（消費税抜き32,000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

●スポーツサスペンション Blackie　（株）ショーワ製

　ＦＦ車専用 １７Ｘ用／２０Ｘ用　２００４年１０月発売予定

スポーツサスペンションは、安定したコーナリングとフラットな乗
り心地で、走りのよろこびをさらに高める。 用　品　名 希望小売価格

スポーツサスペンション
Blackie

（スプリング＋ダンパーの4本セット）

68,250円
（消費税抜き65,000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

■インテリア用品

●インテリアパネル　７点セット（茶木目調・黒木目調・メタル調）
●シフトノブ（茶木目調／本革コンビ・黒木目調／本革コンビ）
●ステアリングホイールカバー 本革製（ブラック）

標準のパネルとのコンビネーションで選べるインテリアパネルは、茶
木目調、黒木目調、メタル調の３タイプ。
シフトノブは木目調／本革のコンビデザイン、茶木目／本革と黒木目
調／本革の２タイプ。
ステアリングホイールカバーは、しなやかで手に馴染む本革仕様でど
の内装色にもマッチ。

「エディックス」の室内を日常の心地良いリビング空間のように演出するインテリア用品は、複数のカラータイプを
設定。お客様の好みに合わせたインテリアコーディネートが可能。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

シフトノブ
（茶木目調／本革コンビ・黒木目調／本革コンビ）

ステアリングホイールカバー 
本革製（ブラック）

インテリアパネル　７点セット
（茶木目調・黒木目調・メタル調）

※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21,000円
（消費税抜き各20,000円）

各10,500円
（消費税抜き各10,000円）

9,450円
（消費税抜き9,000円）
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■ユーティリティ＆セーフティ用品
フロントセンターシートに装着する新開発のセンターシートバックテーブルやシートバックテーブル、リア左右席に加
えてフロントセンターシートにも装着できるジュニアシート、チャイルドシートなど、「エディックス」を家族の親密なコ
ミュニケーション空間にする「楽しさ」「使いやすさ」用品を設定。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

センターシートバックテーブル
（ブラック・チタン）

※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23,100円
（消費税抜き各22,000円）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

シートバックテーブル
（ブラック・チタン）

※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11,550円
（消費税抜き各11,000円）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

インナーサイクルアタッチメント
（自転車１台積載用）

※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。

10,500円
（消費税抜き10,000円）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

トノカバー
（ブラック・ウォームグレー）

※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18,900円
（消費税抜き各18,000円）

●シートバックテーブル（ブラック・チタン）
　運転席・助手席の背面に取り付け、引き出すだけでテーブルに
　なる便利なアイテム。

●センターシートバックテーブル（ブラック・チタン）
　フロントセンターシートの機能を拡大する多機能テーブル。
　リッド上部はテーブルとして、リッド下のスペースは小物入れ
　として使用できるほか、リア席用の３つのカップホルダー付で、
　使用しないときは簡単に取り外しが可能。
　２００４年１０月発売予定

NEW

●ETC車載器
　ETC車載器は、ブザーガイドタイプ、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
　ンポ双方に対応。

●トノカバー（ブラック・ウォームグレー）
　フロント側、リア側のダブルロール式。フロント側は、リア席の
　シートスライドやリクライニングに対応した３座席独立ロー
　ルを採用。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ジュニアシート
（学童用シート）

※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。

7,875円
（消費税抜き7,500円）

●ジュニアシート（学童用シート）
　インパネとの距離を十分に確保できるＶ字型のシート配置に
　より、後席に近い環境をつくり出し、フロントセンターシート
　への幼児用および学童用シートの装着が可能に。ジュニアシー
　トには、表皮材の下に厚めのパッドを入れた、疲れにくく座り
　心地の良い二重クッションを採用。

■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。

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。

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）

●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。リア左右席に加えてフロントセンター
　シートにも装着可能。

※ISO-FIXチャイルドシートをフロント・センターシートに装着する場合は
　取り外してください。

※許容荷重２kg。シートカバーとの同時装着はできません。

※タイヤサイズ２６インチ以下積載用。

※フロントセンターシートに装着する場合は、乳児用としての使用はできません。

NEW●インナーサイクルアタッチメント（自転車１台積載用）
　ラゲッジルームに自転車を積載するためのアタッチメント。ラ
　ゲッジトレイなどを使用する場合は、簡単に取り外しができます。

※別売のラゲッジフック（ブラック・チタン）２個セット各3,150円（消費税抜き
　各3,000円）が必要となります。



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。

「エディックス」アクセサリーについての広報資料は、2004年7月7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〉

「エディックス」では、17X／20X各タイプのオーディオレスオプション車で、2004年6月発売のギャザズ・ナビコンポ
およびオーディオの新ラインアップが選べる。純正ならではの多彩なオプションと、お買得感あるナビコンポとリア
カメラシステムのセット価格も魅力。

●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）
●デュアルサイズHDDナビコンポ（VXH-052C）

　HDD高速レスポンスと音楽性能を兼ね備えたHDDナビ
　コンポ。VXH-052CはDVDビデオ再生が可能。
●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。




