
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。

1

2 0 0 4 年 9 月 1 6 日
H 0 4 - 0 9 - 0 8

Honda New「インテグラ」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　

「インテグラ TYPE S」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）　　　
●アルミホイール MG-003／ネオサテンフィニッシュ（17インチ）　　　
●ハロゲンフォグライト　

「インテグラ TYPE R」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）　　　

　㈱ホンダアクセスでは、Honda「インテグラ」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
９月１７日（金）より発売する。
�　
　Ｎｅｗ「インテグラ」アクセサリーの開発コンセプトは、“ダイナミック・クーペ・スタイル”＝スポーツクーペらしい
ダイナミックで上質なデザイン。タイプＲでもタイプＳでもない「第３の個性」の創造を目指した。
�
　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」のロアスカートをタイプＳ、タイプＲ
ともに設定し、よりアグレッシブなスタイリングを提案する。また、タイプＳにはダブルスポークの力強くスポーティな
デザインの１７インチアルミホイール、ハロゲンフォグライトを専用設定した。
�
　インテリア用品は、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」のインテリア
パネルに、スポーティ感あふれる室内の演出が可能なチタン調の色調と表面デザインを設定。また、サイドガ
ーニッシュ、フロアカーペットマットはタイプＳ、タイプＲに専用デザインを採用、それぞれの個性が際立つ室内
空間を提案する。
�
　ユーティリティ＆セーフティ用品では、より快適なドライビングをサポートするＥＴＣ車載器３タイプやコーナー
センサーを設定した。
�
　オーディオとナビゲーションシステムでは、Honda車専用に設計されたHonda純正オーディオ・ナビゲーション
システム「ギャザズ」のラインアップがオーディオレス仕様車に装着可能、Ｎｅｗ「インテグラ」のスポーティなドライ
ビングやクルージングに最適な操作性を確保する。

　　㈱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14日（金）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、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。

※



「インテグラ」のスポーティフォルムをさらに強調するアグレッシブなドレスアップを提案。

■エクステリア用品

●ロアスカート（フロント／ボディカラー対応）
●ロアスカート（リア／ボディカラー対応）
●ロアスカート（サイド／ボディカラー対応）

タイプＳとタイプＲのバンパーデザインが同じ形状のため、ロアスカートは１タイプ
の設定。フロント・サイド・リアの３点同時装着で車両のポテンシャルを損ねるこ
となく、車両の空力性能をサポートします。
特にストレーキ一体型のロアスカート（サイド）は、車両装備のフロントストレーキ
との相乗効果で揚力を抑え、高速時の走行安定性確保に寄与しています。

アルミホイールは１７インチをタイプＳに専用設定。
洗練されたスポーティな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。
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●ハロゲンフォグライト（左右セット）
　（クリア・マルチコートイエロー・マルチコートブルー）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ロアスカート　
（フロント）

ロアスカート　
（リア）

ロアスカート　
（サイド）

39,900円

60,900円

39,900円

（消費税抜き38,000円）

（消費税抜き38,000円）

（消費税抜き58,000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）
左右セット

（本体・取付アタッチメント）

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

（本体・取付アタッチメント）
ハロゲンフォグライト（マルチコートブルー）
左右セット

（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）

33,600円
セット合計

（消費税抜き32,000円）

ハロゲンフォグライトは、タイプＳに専用設定。
均一でムラのない幅広い配光と十分な明るさを確保。
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

アルミホイール MG-003
ネオサテンフィニッシュ（17インチ）

39,900円／1本
（消費税抜き38,000円／1本）

●アルミホイール MG-003／ネオサテンフィニッシュ（17インチ）
※タイプSに、標準装備のアルミホイールを取り外し装着となります。

（※）ストレーキとは、回転するタイヤに空気を直接当てない整流用の壁を意味します。これにより空気抵抗の軽減を図り、車両の安定性を高めます。

NEW

NEW

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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■ユーティリティ＆セーフティ用品
３種類から選べるＥＴＣ車載器、コーナーセンサーなど、ドライビングの快適・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。

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）

●コーナーセンサー  超音波感知システム
　（フロント用、リア用／左右セット）
　超音波センサーが障害物を感知して、警告音で障害物への接近を知ら
　せるシステム。障害物との距離を３種類のブザー音で警告。

コーナーセンサー（超音波感知システム）
フロント用  左右セット

コーナーセンサー（超音波感知システム）
リア用  左右セット

■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。

29,400円
（消費税抜き28,000円）

29,400円
（消費税抜き28,000円）

※コーナーセンサーフロント用は、ロアスカート（フロント用）との同時装着はできません。

インテリアパネル（チタン調）タイプＳ用
インサイドパネル、アウトレットパネル、
センターコンソールの3点セット
インテリアパネル（チタン調）タイプＲ用
インサイドパネル、アウトレットパネル、
センターコンソールの3点セット

NEW

NEW

NEW

■インテリア用品

●インテリアパネル（チタン調）タイプＳ用
　インサイドパネル、アウトレットパネル、センターコンソールの3点セット
●インテリアパネル（チタン調）タイプＲ用
　インサイドパネル、アウトレットパネル、センターコンソールの3点セット

インテリアパネルは、やや濃い目のチタン調にダークシルバーのヘアライン
模様を加飾。
センターコンソールパネルは、タイプＳ、タイプＲそれぞれの形状に合わせた
専用設計。

「インテグラ」の個性を専用のアクセサリーでコーディネイト。

■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。

25,200円
（消費税抜き24,000円）

23,100円
（消費税抜き22,000円）

エンジンスターターボタン（プッシュボタン式）

リアシェルフ
（リアワイパー装備車用・リアワイパー非装備車用）

タイプＲらしさを演出する専用用品もラインアップ。 ■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。

15,750円
（消費税抜き15,000円）

13,650円
（消費税抜き各13,000円）

サイドガーニッシュカバー  左右セット
タイプＳ用

サイドガーニッシュカバー  左右セット
タイプＳ用

●サイドガーニッシュカバー  ステンレス製  左右セット
�　ネーム：INTEGRA　タイプＳ用
●サイドガーニッシュカバー  ステンレス製  左右セット
�　ネーム：TYPE  R　タイプＲ用
●フロアカーペットマット  タイプＳ用（ブラック・ダークチタン）
●フロアカーペットマット  タイプＲ用（ブラック・レッド・ブルー）

サイドガーニッシュカバー・フロアカーペットマットはタイプＳ、タイプＲそれぞれ
専用のデザインでそれぞれの個性に合わせて設定。

■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。

18,900円
（消費税抜き18,000円）

18,900円
（消費税抜き18,000円）

18,900円
（消費税抜き18,000円）

フロアカーペットマット  タイプＳ用
（ブラック・ダークチタン）

フロアカーペットマット  タイプＲ用
（ブラック・ダークチタン）

23,100円
（消費税抜き22,000円）

各

●エンジンスターターボタン（プッシュボタン式）
　イグニッションが　の位置でボタンを押すとエンジンが始動する。
　キーのみでも始動は可能。
●リアシェルフ（リアワイパー装備車用・リアワイパー非装備車用）
　ラゲッジスペース内の荷物を隠して、タイプＲのリアビューをスマートに　
　見せるシェルフ。



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。

「インテグラ」アクセサリーについての広報資料は、2004年9月16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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●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。
●マルチコントロールCDコンポ（CX-444）
　CD-R/RW対応のCDコンポ。
●6連奏CDチェンジャー（DS-121S）

●8連奏CDチェンジャー（DS-505E）

●16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー（GS-6939）
　超軽量“マグネシウムフレーム”採用の最上級モデル。
●16cmチタン／カーボンスピーカー（GS-3656）
　重低音から超高音域まで幅広くパワフルに再生。

●16cmパールマグネシウムウーファー（GS-7936）
　雄大なスケール感とリアリティを感じさせる16cmウーファー。
●ツィーター（2.5cm）インパネ取付タイプ

■『Gathers』ナビゲーションシステム＆オーディオ

〈オーディオ〉

ギャザズは、Ｈｏｎｄａ車専用に開発されたオーディオ・ナビゲーションシステム。メーカーオプションの音声認識
Honda・HDDナビゲーションシステム以外の純正ナビの選択肢として、幅広いラインアップを揃えている。

メーカーオプションにオーディオ設定がないため、ユーザーのニーズに合わせて選べる多彩なオーディオが用意されて
いる。また、スピーカーレスであるタイプＲのために、ユーザーの好みに合わせて選べるスピーカーも豊富に設定。

●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。

〈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-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

■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

※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

マルチコントロールCDコンポ CX-444

6連奏CDチェンジャー DS-121S

8連奏CDチェンジャー DS-505E

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）

30,450円
（消費税抜き 29,000円）

34,650円
（消費税抜き 33,000円）

36,750円
（消費税抜き 35,000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、オーディオポケットが必要な場合があります。

16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー
GS-6939
16cmチタン／カーボンスピーカー
GS-3656
16cmパールマグネシウムウーファー
GS-7936

ツィーター（2.5cm）インパネ取付タイプ

■価格表

希望小売価格用　品　名

26,250円
（消費税抜き 25,000円）

12,600円
（消費税抜き 12,000円）

21,000円
（消費税抜き 20,000円）

3,150円
（消費税抜き 3,000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）
　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。


