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Honda「フリードスパイク」専用純正ディーラーオプションを発売

「商品情報サイト」　　http://www.honda.co.jp/ACCESS/freedspike/

　株式会社ホンダアクセス（社長：柳内邦章）は、Honda「フリードスパイク」の発売に際し、「フリードスパイク」

の使い勝手を向上させ、車両の魅力をさらに高める専用の純正用品を7月9日(金)より全国のHonda Cars

より販売する。

　コンパクトな車体に広々とした室内空間を持つ「フリードスパイク」に、日常生活はもちろん、趣味や

レジャーにおける使い勝手を向上させる用品をはじめ、よりタフさとスマート感を融合したスタイルとなる

エアロパーツなどの純正用品を用意した

　インテリアには「フリードスパイク」の特徴でもある反転フロアボードの使い勝手モードに対応した『システム

カーゴトレイ』を用意。反転フロアボードにぴったり収まるサイズの縁高タイプトレイとなっており、小物を

はじめ汚れもの、濡れたものも安心して収納することができる。また、荷物の固定などに便利な『ルーフ

インサイドレール』は、市販のネットやベルトを組み合わせることで、様々な荷物の積み方が可能となる。

また、後席ドアウィンドウ部に簡単に脱着できる日除けとプライバシー保護効果のある『スクリーン

シェード』※１を用意。

　エクステリアには、ノーマルグレード向けにフロント/リア/サイドにプロテクターを意識したガンメタリック

の『ロアスカート』を用意。「フリードスパイク」のエアログレードフォルムとは異なる、よりアウトドア的なタフ

さ感を表現している。また、『ロアスカート』と同色の『リアガーニッシュ』と『テールゲートスポイラー』※２は、

「フリードスパイク」のリアの見え方をより個性的なスタイリングへとドレスアップさせるアイテムとなる。さらに

約20mmローダウンとなる『スポーツサスペンション』※３も新たに設定。乗り心地と運動性能を両立した

セッティングとなる。

　ナビゲーションは、Honda純正ディーラーオプションGathers（ギャザズ）の新モデルとなる『ベーシック

CDモデル：VXM-118C』と『ベーシックワンセグモデル：VXM-118VS』を新たに追加する※４。よく使用する

機能はハードキーに集約し、6.1インチW-QVGAのタッチパネルを組み合わせることで使いやすさを向上。

両モデルとも8GBのメモリーを搭載。さらに本体前面にSDカードスロットとUSBコネクターを装備することで、

多彩な音楽ソースを再生することを可能としている。『VXM-118VS』は『VXM-118C』の機能に加え、

ワンセグチューナー、Bluetoothハンズフリー機能、DVD ビデオ(CPRM対応)再生機能を追加している。

※1…2010年9月下旬発売予定。

※2…『テールゲートスポイラー』は車体色も用意。

※3…2010年8月下旬発売予定。

※4…2010年8月上旬発売予定。
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「フリード スパイク」ディーラーオプション装着車
スタイリング

「フリード スパイク」ディーラーオプション装着車
インテリアイメージ



「フリードスパイク」主要用品リスト

■エクステリア用品

Modulo ロアスカート

 フロント   ガンメタリック 39,900円（消費税抜き38,000円）

 サイド(ウェルカムライト付) ガンメタリック 65,100円（消費税抜き62,000円）

 リア   ガンメタリック 37,800円（消費税抜き36,000円）

Moduloテールゲートスポイラー ガンメタリック/車体色 33,600円（消費税抜き32,000円）

Moduloアルミホイール

 ME-003 14×5 1/2J インセット50mm ブレードシルバー・メタリック

 13,125円/1本（消費税抜き12,500円/1本）

 MG-005 14×5 1/2J インセット50mm ブレードシルバー・メタリック

 16,800円/1本（消費税抜き16,000円/1本）

 MS-012 15×5 1/2J インセット50mm ブレードシルバー・メタリック

 24,150円/1本（消費税抜き23,000円/1本）

 MS-015 16×6J  インセット53mm 切削

 26,250円/1本（消費税抜き25,000円/1本）

 MS-010 16×6J  インセット53mm カイザーシルバー・メタリック

 26,250円/1本（消費税抜き25,000円/1本）

Moduloスポーツサスペンション 約20mmローダウン 2010年8月下旬発売予定

 61,950円（消費税抜き59,000円）

ストリートブレーキパッド  フロント左右セット  13,965円（消費税抜き13,300円）

フロントグリル   メッキタイプ 28,350円（消費税抜き27,000円）

リアガーニッシュ   ガンメタリック 4,200円（消費税抜き4,000円）

オートリトラミラー  10,500円（消費税抜き10,000円）

フロントセンサー（超音波感知システム・4センサー） (取付アタッチメント含む) 33600円（消費税抜き32,000円）

リアセンサー（超音波感知システム・2センサー） (取付アタッチメント含む) 26,250円（消費税抜き25,000円）

ドアハンドルプロテクションカバー クロームメッキ フロント/リア4枚セット 9,450円（消費税抜き9,000円）

ハロゲンフォグライト

 クリア   (標準グレード用取付アタッチメント含む) 31,500円（消費税抜き30,000円）

 マルチコートブルー (標準グレード用取付アタッチメント含む) 33,600円（消費税抜き32,000円）

 クリア   (エアログレード用取付アタッチメント/カラーガーニッシュ含む)

 35,700円（消費税抜き34,000円）

 マルチコートブルー (エアログレード用取付アタッチメント/カラーガーニッシュ含む)

 37,800円（消費税抜き36,000円）

ハイケルビンバルブ

 ハロゲンフォグライト(クリア)用 H11(55W) 2個セット 7,350円（消費税抜き7,000円）

 ポジションライト/ライセンスライト用 W5W(5W) 2個セット 2,205円（消費税抜き2,100円）

バンパーコーナープロテクター  フロント/リア共用2本セット 4,200円（消費税抜き4,000円）

マッドガード

 標準グレード用   フロント/リア左右セット 12,600円（消費税抜き12,000円）

 エアログレード用   フロント/リア左右セット 13,650円（消費税抜き13,000円）

リアバンパープロテクションフィルム クリアフィルムタイプ 2,100円（消費税抜き2,000円）
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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。



■ インテリア用品

アームレストコンソール (アームレストコンソールリッド含む) 12,600円（消費税抜き12,000円）

ルーフインサイドレール 左右セット 22,050円（消費税抜き21,000円）

インパネイルミネーション ブルー 左右セット＋センター部2個 18,900円（消費税抜き18,000円）

ピラーイルミネーション ブルー 各ピラー左右4個セット (取付アタッチメント含む)

 26,250円（消費税抜き25,000円）

フットライト

 フロント ブルー 左右セット (取付アタッチメント含む) 10,500円（消費税抜き10,000円）

 リア ブルー 左右セット (取付アタッチメント含む) 10,500円（消費税抜き10,000円）

インテリアパネル アウトレット用パネル メタル調/木目調(貼付けタイプ) 12,600円（消費税抜き12,000円）

     チタン調千鳥格子柄(交換タイプ) 14,700円（消費税抜き14,000円）

ドアスイッチパネル フロントドア用2枚セット メタル調/木目調 12,600円（消費税抜き12,000円）

      チタン調 14,700円（消費税抜き14,000円）

LEDルーフ照明  交換タイプ/1個入り(室内照明/ブルーイルミネーション/スポットライト)

     12,600円（消費税抜き12,000円）

オートデイナイトミラー LEDイルミネーション(ブルー照明) (取付アタッチメント含む)

 19,950円（消費税抜き19,000円）

サイドガーニッシュカバー

 フロント用 左右セット LEDイルミ(Spikeロゴ)付き 26,250円（消費税抜き25,000円）

 リア用  左右セット ステンレス製 滑り止め付 15,750円（消費税抜き15,000円）

シートカバー  革調＋メッシュコンビタイプ ブラック 57,750円（消費税抜き55,000円）

システムカーゴトレイ 縁高タイプ ブラック 16,800円（消費税抜き16,000円）

シフトノブ  本革巻き ブラック  8,400円（消費税抜き8,000円）

スクリーンシェード リアドアウインドウ用 左右セット 収納バッグ付 2010年9月下旬発売予定

 12,600円（消費税抜き12,000円）

ステアリングホイールカバー  本革製 ブラック 9,450円（消費税抜き9,000円）

スポーツペダル アルミ製   クロームシルバー 10,500円（消費税抜き10,000円）

センターコンソール バッグ付き ダークウッド 25,200円（消費税抜き24,000円）

ドライブレコーダー   (取付アタッチメント含む) 54,600円（消費税抜き52,000円）

 オプションスイッチ    2,100円（消費税抜き2,000円）

 映像コード    1,050円（消費税抜き1,000円）

 VTRコード    2,100円（消費税抜き2,000円）

フロアカーペットマット   チャコールブラック  22,050円（消費税抜き21,000円）

ラバーマット    縁高タイプ

 フロント用/左右セット(回転式ホルダー固定仕様)  6,825円（消費税抜き6,500円）

 リア用     6,300円（消費税抜き6,000円）

タイダウンベルト  ベルト2本セット L500×2.5ｃｍ 2,940円（消費税抜き2,800円）

ユーティリティベルト 長さ調節機能付き  2,100円（消費税抜き2,000円）

ユーティリティボックス    6,300円（消費税抜き6,000円）
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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。



■ ナビゲーション・オーディオ

デュアルサイズナビコンポ

 HDDインターナビ　地デジモデル VXH-108VFi 28,1400円（消費税抜き268,000円）

 HDD地デジモデル  VXH-108VF 246,750円（消費税抜き235,000円）

 SSDインターナビ　地デジモデル VXS-102VFi 225,750円（消費税抜き215,000円）

 SSDインターナビ　ワンセグモデル VXS-102VSi 176,400円（消費税抜き168,000円）

 メモリー　地デジモデル  VXM-105CF 183,750円（消費税抜き175,000円）

 メモリー　ワンセグモデル  VXM-108CS 134,400円（消費税抜き128,000円）

 ベーシックワンセグモデル  VXM-118VS 2010年8月上旬発売予定

 114,450円（消費税抜き109,000円）

 ベーシックCDモデル  VXM-110C 2010年8月上旬発売予定

 103,950円（消費税抜き99,000円）

※価格は本体価格です。別途取付アタッチメント、デジタルTV用フィルムアンテナ(ベーシックCDモデル VXM-110Cを除く)などが必要です。

リアカメラシステムセット

 Gathersデュアルサイズナビコンポ＋10,500円（消費税抜き10,000円）でリアカメラシステムがセットで購入

可能。

※価格は本体価格です。別途リアカメラ取付アタッチメントなどが必要です。

カメラシステム

 フロントカメラ カラーCMOSカメラ(約120万画素) 31,500円（消費税抜き30,000円）

 リアカメラ カラーCCDカメラ(約25万画素)/ガイド表示あり 31,500円（消費税抜き30,000円）

※価格は本体価格です。別途取付アタッチメントなどが必要です。ベーシックワンセグモデル VXM-118VS、ベーシックCDモデル VXM-118C

はフロントカメラシステムには対応していません。

リア席モニター

 ルーフ取付タイプ VM-108N/9インチ(VGAモニター) 59,850円（消費税抜き57,000円）

 ヘッドレスト取付タイプ VM-069E/8インチ(QVGAモニター) 54,600円（消費税抜き52,000円）

※価格は本体価格です。別途取付アタッチメントが必要です。ベーシックワンセグモデル VXM-118VS、ベーシックCDモデル VXM-118Cには

装着できません。
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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。


