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Honda 新型「N-WGN」純正アクセサリーを発売
株式会社ホンダアクセスは、Honda 新型「N-WGN」の発売に際し、純正アクセサリーを同車と同日となる
６月１０日（金）より全国の Honda Cars にて発売します。
「N-WGN」の上質さ、楽しさ、使いやすさをさらに高め、幅広いお客様に「使う喜び」を感じて頂ける従来の
純正アクセサリーに「選ぶ喜び」を感じて頂ける様、内容を更に充実します。
エクステリアには、
「N-WGN」のフロントグリル、ドアミラー、ホイールキャップなど各所のパーツをホワイト
カラーに交換し 2tone コーデを実現する純正アクセサリーを新設定。
「N-WGN カスタム」にはスマートブラック
のパーツで精悍なフロントスタイルを生むフロントグリル、フロントバンパーグリルと、グリルの一部を交換し
スマートなカスタマイズを楽しめるフロントグリルロアなどを追加するなど、好みに合わせたデザインを選ぶこ
とが可能です。
インテリアでは、スピーカーリングガーニッシュやアウトレットリングなどを輝きのあるメッキ調で設定する
ことで、車内空間をさらに上質な空間にカスタマイズ。女性に人気の、“マカロン”をモチーフにした Macaron
Color Collection（マカロンカラーコレクション）や、デニム調生地と合皮製レザーで上質感漂う Daily Luxe
Collection（デイリーリュクスコレクション）も、好みに合わせてお選びいただけます。
ナビゲーションは Gathers の最新モデルが適用され、ハイグレードスピーカーとの組み合わせで N-WGN
専用にチューニングされた臨場感あふれる音場空間を楽しめる「音の匠」や 11 インチリア席モニター、ドライブ
レコーダーなど多彩なオプションで安心快適なドライブを楽しめます。

N-WGN/N-WGN カスタム
純正アクセサリー装着イメージ

N-WGN カスタムインテリア
純正アクセサリー装着イメージ

N-WGN インテリア
純正アクセサリー装着イメージ

お客様からの商品についてのお問合せ先：「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 ０１２０－６６３５２１」
受付時間：9～12 時、13～17 時（土日･祝日･弊社指定定休日は除く）
「商品情報サイト」

http://www.honda.co.jp/ACCESS/n-wgn/

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。
株式会社ホンダアクセス 営業部 広報・販促ブロック
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「N-WGN」主な純正ディーラーオプション
フロントグリル※1
フロントグリル※1
フロントバンパーグリル※2
フロントグリルロア
14 インチアルミホイール MS-024
サイドシルガーニッシュ
テールゲートロアガーニッシュ
フォグライトガーニッシュ※3
ビームライト
2tone コーデ
フロントグリル
フォグライトガーニッシュ※4
ルームミラーカバー
ドアミラーカバー
カラーホイールキャップ
リアワイパーカバー
ドアハンドルカバー

メーカー希望小売価格( )内消費税抜き本体価格

スマートブラック/エンブレムイルミネーション付
クロームメッキ/エンブレムイルミネーション付
スマートブラック
スーパープラチナメタリック
ベルリナブラック(マット)塗装
メッキ調フィルム加飾付/左右セット
クロームメッキ
クロームメッキ/左右セット
LED 白色光/左右セット

32,400 円(30,000 円)
32,400 円(30,000 円)
16,200 円(15,000 円)
10,584 円(9,800 円)
25,920 円 (24,000 円) /1 本
27,000 円(25,000 円)
20,520 円(19,000 円)
30,240 円(28,000 円)
20,250 円(19,000 円)

19,440 円(18,000 円)
7,560 円(7,000 円)
4,320 円(4,000 円)
8,640 円(8,000 円)
21,600 円(20,000 円)
7,344 円(6,800 円)
16,740 円(15,500 円)

タフタホワイト
タフタホワイト
ホワイト
タフタホワイト/左右セット
タフタホワイト/4 枚セット
ホワイト
ホワイト

スポーツペダル
アルミ製
アウトレットリング
クロームメッキ/左右セット
スピーカーリングガーニッシュ※5
メッキ調/フロントドア左右セット
LED スピーカーリング＆ドアポケットイルミネーション

10,800 円(10,000 円)
3,240 円(3,000 円)
10,584 円(9,800 円)
32,400 円(30,000 円)

イグニション連動/スピーカー部（メッキ調）＋ドアポケット部/フロントドア左右セット

ドリンクホルダーリング
インテリアパネル
ステアリングホイール
インテリアデコレーション

4,320 円(4,000 円)
12,960 円(12,000 円)
48,600 円(45,000 円)
7,020 円(6,500 円)

クロームメッキ/フロント左右セット
インストルメントパネル部
本革×ピアノブラックコンビ

お得なパッケージ
サイドオーナメントパッケージ
単品合計価格 42,120 円(39,000 円)
[フェンダーエンブレム+リアクォーターガーニッシュイルミネーション]

→

パッケージ価格 33,480 円(31,000 円)

収納パッケージ
単品合計価格 18,360 円(17,000 円) →
パッケージ価格 14,688 円(13,600 円)
[カーゴマット(防水タイプ(2 列目シートアレンジ対応))＋ウォッシャブルカーゴボックス(緑高防水タイプ)]
光のアイテムパッケージ
単品合計価格 32,400 円(30,000 円) →
パッケージ価格 25,920 円(24,000 円)
[サイドステップガーニッシュ（LED イルミネーション（ホワイト）付）＋シフトノブ（LED イルミネーション（ホワイト）付）]
8 インチプレミアム インターナビ※6 VXM-165VFEi
スタンダードインターナビ
VXM-165VFi
ベーシックインターナビ
VXM-164VFi
エントリーインターナビ
VXM-164CSi
11 インチ リア席モニター
VM-155EN
ハイグレードスピーカーシステム
ドライブレコーダー
ナビ連動タイプ
ドライブレコーダー
カメラ一体型/液晶モニター付
※1…ゴールドエンブレム、フロントグリルロアとの同時装着はできません。
※2…フロントグリル（N-WGN カスタム用 スマートブラック/クロームメッキ）との同時装着はできません。
※3…別途 LED フォグライト変換コードが必要です。
※4…別途取付アタッチメントが必要です。
※5…LED スピーカーリング＆ドアポケットイルミネーションとの同時装着はできません。
※6…別途取付アタッチメント、フェイスパネルキット、デジタルＴＶ用フィルムアンテナが必要です。

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で参考価格です。
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194,400 円(180,000 円)
165,240 円(153,000 円)
137,160 円(127,000 円)
99,900 円(92,500 円)
86,400 円(80,000 円)
44,280 円(41,000 円)
27,000 円(25,000 円)
21,384 円(19,800 円)

