2017年7月6日

Honda 新型「GRACE(グレイス)」用純正アクセサリーを発売

株式会社ホンダアクセスは、
洗練されたスタイリングでご好評いただいている４ドアセダン Honda
「GRACE（グレイス）」のマイナーモデル チ ェンジに合わせて、 ス ポーティな外観と走 り、
快適なドライブを楽しめる新型 GRACE 用純正アクセサリーをラインアップし、7 月 7 日より
全国の Honda Cars から発売します。
新型 GRACE 用純正アクセサリーは、GRACE の洗練されたスタイリングに、Honda 純正カスタマイズ
ブランド「Modulo（モデューロ）
」のアイテムを中心に、さらに躍動感あふれるイメージを追加し、
よりスポーティな走りを楽しむことができるアイテムと、車内の快適性を高めるアイテムを
ラインアップしました。
エクステリアの新アイテムとしては Honda 純正カスタマイズブランド Modulo の「ロアスカート」
「 サ ス ペ ン シ ョ ン 」 を 新 た に 追 加 。 スポーティでありながらしなやかで上質な乗り味を実現しま
す。さらにブラックの「フロントグリル」「ドアミラーカバー」「トランクスポイラー」と「LED
フォグライト」「ビームライト」が、GRACE のスタイリングにさらなる精悍さを付与します。
インテリアのアクセサリーは車内の快適性を高める「オットマン」
「シートカバー（フルタイプ革調）
」
を追加。
「オットマン」は、助手席足元に設置し助手席乗員の脚を支えることでロングドライブを
快適に楽しめるアイテムで、シートに合わせてファブリックと合皮の 2 タイプの素材が選べます。
オットマン本体は脱着も簡単で、可動のクッション部分を倒すことで助手席の乗降もス ム ー ズ に
行 え ま す 。「シートカバー」は車両装備の前席用 i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグ
システム※1 に対応しています。

「GRACE」純正アクセサリー装着車（HYBRID LX）
フロントスタイリング

「商品情報サイト」

「GRACE」純正アクセサリー装着車（HYBRID LX）
リアスタイリング

http://www.honda.co.jp/ACCESS/grace/

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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グレード別標準装備である「ナビ装着スペシャルパッケージ」におすすめの Honda 純正ナビゲーション
「Gathers（ギャザズ）」は、ナビ 5 モデル・オーディオ 4 モデルをラインアップ。車内を本格的な
音響空間にする「ハイグレードスピーカーシステム」 ※ 2 やブザー音だけでなくナビ画面 ※ 3 や
マルチインフォメーションディスプレイ※4 で障害物の位置や距離を表示する「パーキングセンサー」
、
バック時だけでなく走行時も後方車両を検知してお知らせする運転支援システム「リアカメラ de
あんしんプラス」
、
「ETC2.0 車載器」などの豊富なオプションをご用意しています。
※1…前席用 i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステムは HYBRID LX、HYBRID EX に標準装備、HYBRID DX、LX メーカーオプション設定
※2…Gathers ナビ VXM-175VFEi、VXM-175VFi に適用
※3…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。
※4…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。

「GRACE」主な純正ディーラーオプション

メーカー希望小売価格( )内消費税抜き本体価格

[Modulo]

ロアスカート※1

フロント用

39,960 円(37,000 円）

ロアスカート

リア用

39,960 円(37,000 円）

サイド用

48,600 円(45,000 円）

※1

ロアスカート※1
サスペンション

FF 車専用/フロント・リア 4 本セット

トランクスポイラー

ベルリナブラック

16 インチアルミホイール

MS-026(ダイヤモンド切削/プラウドシルバー・メタリック塗装）

124,200 円(115,000 円）
16,200 円(15,000 円）
27,000 円(25,000 円）/1 本

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

MS-025(ステルスブラック塗装)

31,320 円(29,000 円）/1 本

フロントグリル

べルリナブラック

27,000 円(25,000 円)

ドアミラーカバー

ベルリナブラック/左右セット

[エクステリア]
9,720 円(9,000 円)

ドアロアガーニッシュ

クロームメッキ/左右４点セット

34,560 円(32,000 円)

ドアモールデコレーション

マットシルバー（ステッカータイプ）

16,200 円(15,000 円)

トランクエンドデコレーション マットシルバー（ステッカータイプ）

10,800 円(10,000 円)

センターピラーデコレーション カーボン調（ステッカータイプ）/左右 4 枚セット
ドアミラーガーニッシュ
LED フォグライト※2

ビームライト

クロームメッキ/左右セット

9,720 円(9,000 円)
7,560 円(7,000 円)

クリア

30,240 円(28,000 円)

イエロー

32,400 円(30,000 円)

LED ホワイトイルミネーション/ビームライトガーニッシュ付

41,040 円(38,000 円)
[インテリア]
オットマン

ファブリック製/合皮製

シートカバー

前席用 i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム
装備車対応 フルタイプ 革調/フロント・リアセット

54,000 円(50,000 円)

スポーツペダル

アルミ製

10,800 円(10,000 円)

サイドステップガーニッシュ

フロント部 LED イルミネーション付(ホワイト/ブルー)/フロント・リア用左右 4 枚セット

各 9,720 円(9,000 円)

各 30,240 円(28,000 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 8%込み）で参考価格です。

－２－

インテリアパネル インストルメントパネル部 パールブラック/パールホワイト LED ホワイトイルミネーション付
各 21,600 円(20,000 円)
インテリアパネル パワーウインドウスイッチ部 パールブラック/パールホワイト LED ホワイトイルミネーション付
各 30,240 円(28,000 円)
インテリアパネルセット インストルメントパネル＋パワーウインドウスイッチ部/フロント・リア用左右 4 枚セット
パーキングセンサー

※3

木目調/貼り付けタイプ

19,440 円(18,000 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）

[ナビゲーション・ナビオプション]
８インチプレミアムインターナビ VXM-175VFEi

194,400 円（180,000 円）

スタンダードインターナビ

VXM-175VFi

165,240 円（153,000 円）

ベーシックインターナビ

VXM-174VFi

137,160 円(127,000 円)

エントリーインターナビプラス

VXM-174VFXi

117,720 円(109,000 円)

エントリーインターナビ

VXM-174CSi

105,840 円(98,000 円)

ETC2.0 車載器

ナビ連動タイプ／アンテナ分離型

25,920 円(24,000 円)

ハイグレードスピーカーシステム

49,680 円(46,000 円)

リアカメラ de あんしんプラス

18,360 円(17,000 円)

ドライブレコーダー

ナビ連動タイプ（ギャザズナビ VXM-175VFEi/175VFi 用）

ドライブレコーダー

カメラ一体型/液晶モニター付

27,000 円(25,000 円)
21,384 円(19,800 円)

ディスプレイオーディオ

WX-171CP

55,080 円(51,000 円)

ディスプレイオーディオ・ベーシックモデル

WX-171C

44,820 円(41,500 円)

[お得な純正ディーラーオプションパッケージ]
エクステリアパッケージ１

単品合計価格 48,600 円(45,000 円)

→

パッケージ価格 45,360 円(42,000 円)

（ビームライト、ドアミラーガーニッシュのセット）
エクステリアパッケージ２

単品合計価格 52,920 円(49,000 円)

→ パッケージ価格 45,360 円(42,000 円)

（フロントグリル、ドアミラーカバー、トランクスポイラーのセット）
足元おもてなしパッケージ

単品合計価格 52,920 円(49,000 円)

→

パッケージ価格 43,200 円(40,000 円)

（フットライト、サイドステップガーニッシュ、オットマン（ファブリック製）のセット）
※1…ホワイトオーキッド・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、ルーセブラック・メタリック、ミッドナイトブルービ
ーム・メタリックの場合 3,240 円高（消費税抜き 3,000 円高）となります。
※2…LED フォグライト装備無し車に装着の場合、別途取付アタッチメントが必要です。
※３…ホワイトオーキッド・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、ルーセブラック・メタリック、ミッドナイトブルー
ビーム・メタリックの場合 1,080 円高（消費税抜き 1,000 円高）となります。
価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税８％込み）で参考価格です。別途取付アタッチメントなどが必要なものがあり
ます。

価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税 8%込み）で参考価格です。
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