2017年6月29日

Honda 新型「FIT(フィット)」用純正アクセサリーを発売

株式会社ホンダアクセスは、幅広いお客様にご好評頂いている Honda「FIT（フィット）」の
マイナーモデルチェンジに合わせ、より多くのお客様に愛され、お客様一人ひとりのライフスタイルに
フィットすることを目指し「もっと、ずっと、フィット」をコンセプトとして新型 FIT 用純正アクセサリーを
ラインアップし６月３０日より全国の Honda Cars から発売します。
新型 FIT 用純正アクセサリーは、FIT のエクステリアにさらに力強さを演出する「CROSS STYLE
(クロススタイル)」、Honda 純正カスタマイズブランド「Modulo（モデューロ）」を中心に、
RＳにおすすめの走りに特化したスポーティーなアイテム、そして「私らしさ」をさりげなく装う
「デイリーリュクスコレクション」をはじめとする女性向けアイテムの３つの方向性で展開します。
「CROSS STYLE」では、FIT のスタイリングに更なる個性とアクティブさを追加し、タフな
ク ロ ス オ ー バ ー ス タ イ ル を 演 出 す る ア ク セ サ リ ー を 用 意 。「 フ ロ ン ト グ リ ル カ バ ー 」 と
フロント/リアの「ロアガーニッシュ」へシルバーの輝きをプラスし、「ボディサイドモール」と
「ホイールアーチ」のブラックのアクセントで、よりアクティブな印象を作ります。
「Modulo」のラインアップとしては、従来の快適な乗り心地と爽快なフィーリングを両立する
「サスペンション」、ホールド性と快適性を備えた「カスタマイズシート」に、今回新たに空力を
考慮し安定感のある走行をサポートする「エアロフィン」を追加します。RS 専用として、RS オーナーの
誇りを満足させる「デカール」
、足元をスポーティーに彩るロゴを追加した専用の「フロアカーペットマット」を
用意しています。
女性向けアイテムは、
“女性にとって自分のクルマは第二の部屋”をコンセプトに、リッチカジュアルを
キーワードとしたデニム調とレザー調を組み合わせた「シートカバー」
「ステアリングホイールカバー」など
空間コーディネートのアイテムを継続してラインアップします。
その他のインテリアでは、全ての乗員へのおもてなしとして、「スピーカーイルミネーション」
「センターコンソールイルミネーション」
「フットライト」
に LED ホワイトイルミネーションを採用し、
優雅な光でナイトクルージングを演出するほか、自然光に近い高演色 LED の使用によりお肌が自然な
色合いに見える
「スタイルチェックライト」
、
上質感を高める本革製の
「セレクトノブ」
（ハイブリッド車用）
、
助手席のパートナーへ快適な座り心地を提供する「オットマン」を設定します。また、運転支援
アイテムとして、ブザー音だけでなく Honda 純正ナビゲーション「Gathers（ギャザズ）
」の画面※1 や
マルチインフォメーション・ディスプレイ※2 に障害物のおおよその位置と距離を表示する
「パーキングセンサー」を設定。せまい道や駐車の際などの運転をサポートします。
※1…ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車にギャザズナビを装着した場合に表示します。
※2…マルチインフォメーション・ディスプレイ装備車に表示します。

エアロフィン

「FIT」純正アクセサリー装着車「CROSS STYLE」

「商品情報サイト」

インテリア

http://www.honda.co.jp/ACCESS/fit/
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「FIT」主な純正ディーラーオプション

メーカー希望小売価格(

[Modulo]

)内消費税抜き本体価格

エアロフィン

スマートブラック

19,440 円(18,000 円）

サスペンション

FF 車専用/フロント・リア 4 本セット

99,360 円(92,000 円）

カスタマイズシート

64,800 円(60,000 円）

テールゲートスポイラー※1※2

27,000 円(25,000 円）

15 インチアルミホイール

MS-025(切削/プラウドシルバー・メタリック塗装) 28,080 円(26,000 円）/1 本

15 インチアルミホイール

MG-020(切削/グリントブラック塗装)

フロントグリルカバー※1

24,840 円(23,000 円）/1 本
12,960 円(12,000 円)

ロアガーニッシュ フロント

高輝度シルバー

21,600 円(20,000 円）

ロアガーニッシュ リア

高輝度シルバー

21,600 円(20,000 円）

テールゲートデカール

ブラック

10,800 円(10,000 円）

ボディサイドモール

ブラック/フロント・リア用左右セット

19,440 円(18,000 円）

リアライセンスガーニッシュ

ブラック

ホイールアーチ

ブラック/フロント・リア用左右セット

ロアガーニッシュ サイド

※１

6,480 円(6,000 円）
43,200 円(40,000 円）

セレクトノブ

ハイブリッド車用(本革製/ブラック)

オットマン

合皮製

スタイルチェックライト

ブラック/グレー

コンソールトレイ

パーキングセンサー※1

16,200 円(15,000 円）
9,990 円(9,250 円）

※2017 年 7 月上旬発売予定
※2017 年 9 月上旬発売予定

各 9,720 円(9,000 円）

ブラック/オレンジ

各 3,240 円(3,000 円）

4 センサー(取付アタッチメント、スイッチキット含む)

37,800 円(35,000 円）

6 センサー(取付アタッチメント、スイッチキット含む)

48,600 円(45,000 円）

[お得な純正ディーラーオプションパッケージ]
クロススタイルパッケージ

38,880 円(36,000 円）

単品合計価格 155,520 円(144,000 円)

→ パッケージ価格 138,240 円(128,000 円)

[ロアガーニッシュ フロント+ロアガーニッシュ リア+テールゲートデカール+
ボディサイドモール+ロアガーニッシュ サイド+ホイールアーチ]
インテリア LED パッケージ

単品合計価格 54,000 円(50,000 円)

→

パッケージ価格 43,200 円(40，000 円)

[スピーカーイルミネーション+センターコンソールイルミネーション+フットライト]
ユーティリティパッケージ

単品合計価格 36,720 円(34,000 円)

→

パッケージ価格 29,808 円(27,600 円)

[アームレストコンソール+ドアアームレストパッド+コンソールサイドポケット]
プロテクションパッケージ

単品合計価格 17,280 円(16,000 円)

→

パッケージ価格 13,824 円(12,800 円)

[ドアハンドルプロテクションフィルム+サイドシルプロテクションフィルム+ラゲッジトレイ]
※1…プレミアムホワイト・パール II、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プレミアムアガットブラウン・パール、プレミアム
イエロー・パールⅡ、ミッドナイトブルービーム・メタリックの場合価格が異なります。
※2…13G・Honda SENSING、RS Honda SENSING に装着する場合、サブハーネスが必要となります。

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）
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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で参考価格です。

