2017年7月27日
2017年7月6日

Honda 新型「CIVIC(シビック)」
「CIVIC TYPE R(シビックタイプアール)」用
純正アクセサリーを発売

株式会社ホンダアクセスは、Honda「CIVIC（シビック）
」セダン、ハッチバックおよび「CIVIC TYPE R
（シビックタイプアール）
」の発売に合わせて、CIVIC シリーズの魅力を高めるアイテムを各モデルに
合わせて設定、洗練されたスポーティなスタイリングや個性的な外観にドレスアップする純正
アクセサリーを、9 月 29 日より全国の Honda Cars から発売します。
新型 CIVIC ハッチバック用の純正アクセサリーとしては、
『エキサイトスポーティ』
『プレミアム
スポーティ』の 2 つのスタイルを提案。『エキサイトスポーティ』では、アクセントカラーとなる
オレンジを、
「フロントグリルガーニッシュ」
「ドアミラーカバー」
「ドアロアガーニッシュ」
「テール
ゲートガーニッシュ」「アルミホイール MS-037」などのアイテムによってワンポイントで配する
ことで、個性的なスタイリングを完成させます。オレンジのアクセントカラーはインテリアアイテム
「インテリアパネル」や「シートカバー フルタイプ(合皮製)」のステッチにもあしらわれ、
車両全体でのトータルコーディネートが可能となっています。『プレミアムスポーティ』では、
クロームメッキのパーツで落ち着いたイメージのドレスアップが可能です。
CIVIC セダン用には、
『ブラックスポーティ』と『プレミアムスポーティ』の２つのスタイルを提案
しています。『ブラックスポーティ』では「ロアスカート」
「フロントグリル」
「ドアミラーカバー」
「ドアロアガーニッシュ」
「リアディフューザー」をブラックで揃え、CIVIC セダンのスポーティな
イメージをさらに存在感のあるスタイリングにカスタマイズできます。セダンの『プレミアムスポーティ』
は、クロームメッキのパーツで上質感のあるドレスアップを楽しめるアイテムを揃えました。
インテリアのイルミネーションアイテム「サイドステップガーニッシュ」「センターコンソール
イルミネーション」「フットライト」
「インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション」は、
車両標準のアンビエントライトに合わせたレッドとブルーを設定し、インテリアイルミのカスタマイズ
を楽しめます

「CIVIC ハッチバック」純正アクセサリー装着車
『エキサイティングスポーツ』
フロントスタイリング

「商品情報サイト」

「CIVIC セダン」純正アクセサリー装着車
『ブラックスポーティ』
フロントスタイリング

http://www.honda.co.jp/ACCESS/civicsedan/
http://www.honda.co.jp/ACCESS/civichatchback/
http://www.honda.co.jp/ACCESS/civictype-r/

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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CIVIC TYPE R 用純正アクセサリーは、「Cool Agitation」をテーマに素材や造りこみに TYPE R
ならではのこだわりを盛り込んで開発。強度、軽さに加え高いデザイン性をも実現する鍛造削り出し製法を
採用した「Modulo アルミホイール MR-R02（20 インチ）」は、ホンダアクセスが SUPER GT GT500
クラス参戦マシンに供給しているレーシングホイールの意匠を踏襲し、同じ工程で加工されています。
また、TYPE R のレーシングスピリットを象徴する赤色を差した、リアルカーボン製の「テールゲート
スポイラー」は、オートクレーブ成形による高精度な仕上がりを実現、アルミホイールとともに車体の
さらなる軽量化にも貢献します。インテリアでは、リアルカーボン製の「インテリアパネル」やアルミ製の
シフトノブに加え、LED レッドイルミネーションがレーシングテイストを高めるアイテム「サイドステップ
ガーニッシュ」
「センターコンソールイルミネーション」
「フットライト」
「インナードアハンドル＆
ポケットイルミネーション」をラインアップし、車両トータルでのスポーツイメージをさらに高めます。

「CIVIC

「CIVIC TYPE R」純正アクセサリー装着車
フロントスタイリング

「CIVIC」主な純正アクセサリー
■CIVIC

TYPE R」純正アクセサリー装着車
インテリアイメージ

メーカー希望小売価格( )内消費税抜き本体価格

ハッチバック

[エキサイトスポーティ]
フロントグリルガーニッシュ

オレンジ

32,400 円(30,000 円）

ドアミラーカバー

オレンジ/左右セット

15,120 円(14,000 円）

ドアロアガーニッシュ

オレンジ/フロント・リア用左右 4 枚セット

32,400 円(30,000 円）

テールゲートガーニッシュ

オレンジ

43,200 円(40,000 円）

テールゲートスポイラー

43,200 円(40,000 円）

※1

アルミホイール

MS-037

18×8J インセット 50mm 切削/ガンパウダーブラック＋オレンジ塗装

45,360 円(42,000 円）/本
エキサイトスポーティパッケージ
フロントグリルガーニッシュ、ドアロアガーニッシュ、テールゲートガーニッシュのセット
単品価格合計

108,000 円（100,000 円）

パッケージ価格

86,400 円（80,000 円）

[プレミアムスポーティ]
テールゲートスポイラー※1

43,200 円（40,000 円）

ドアロアガーニッシュ

クロームメッキ/フロント・リア用左右 4 枚セット

フロントグリル

クロームメッキ

21,600 円（20,000 円）

フェンダーガーニッシュ

クロームメッキ/左右セット

19,440 円（18,000 円）

テールゲートガーニッシュ

クロームメッキ

48,600 円（45,000 円）

ドアミラーガーニッシュ

クロームメッキ/左右セット

アルミホイール

18×8J インセット 50mm 切削/ガンパウダーブラック塗装

MS-038

37,800 円（35,000 円）

7,560 円（7,000 円）
45,360 円（42,000 円）/本

プレミアムスポーティパッケージ
ドアロアガーニッシュ、フロントグリル、テールゲートガーニッシュのセット
単品合計

パッケージ価格

108,000 円（100,000 円）

※1 ホワイトオーキッドパールのみ 3,240 円（税抜き 3,000 円）高となります。
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86,400 円（80,000 円）

[インテリアアイテム]
インテリアパネル

貼付タイプ/オレンジ/4 点セット

27,000 円（25,000 円）

シートカバーフルタイプ

合皮製/フロント・リアセット

59,400 円（55,000 円）
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オレンジステッチ

セダン

[ブラックスポーティ]
ロアスカート

フロント用/ブラック/左右セット

21,600 円（20,000 円）

ロアスカート

リア用/ブラック/左右セット

21,600 円（20,000 円）

ドアロアガーニッシュ

ブラック/フロント・リア用左右 4 枚セット

32,400 円（30,000 円）

ドアミラーカバー

クリスタルブラック・パール/左右セット

15,120 円（14,000 円）

フロントグリル

ブラック

21,600 円（20,000 円）

リアディフューザー

カーボン調／ブラック

アルミホイール MS-036

17×7J インセット 45mm グリントブラック塗装

21,600 円（20,000 円）
34,560 円（32,000 円）/本

ブラックスポーティパッケージ
ロアスカート(フロント用)、ロアスカート(リア用)、ドアロアガーニッシュ、リアディフューザーのセット
単体価格合計

97,200 円（90,000 円）

パッケージ価格

77,760 円（72,000 円）

[プレミアムスポーティ]
ドアロアガーニッシュ

クロームメッキ/フロント・リア用左右 4 枚セット

37,800 円（35,000 円）

フォグライトガーニッシュ

クロームメッキ/左右セット

10,800 円（10,000 円）

フェンダーガーニッシュ

クロームメッキ･左右セット

19,440 円（18,000 円）

ドアミラーガーニッシュ

クロームメッキ/左右セット

7,560 円（7,000 円）

リアディフューザー

カーボン調/クロームメッキ

24,840 円（23,000 円）

ロアスカート

フロント用/ブラック/左右セット

21,600 円（20,000 円）

ロアスカート

リア用/ブラック/左右セット

21,600 円（20,000 円）

アルミホイール

MS-035

17×7J インセット 45mm 切削/グリントブラック塗装

32,400 円（30,000 円）/本
プレミアムスポーティパッケージ
ロアスカート(フロント用)、ロアスカート(リア用)、ドアロアガーニッシュ、リアディフューザーのセット
単体価格合計
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105,840 円（98,000 円）

パッケージ価格

84,672 円（78,400 円）

セダン・ハッチバック共通

[イルミネーションアイテム]
フットライト

LED レッドイルミネーション/LED ブルーイルミネーション
ドア開閉・スモールランプ連動･フロント用左右セット 各 10,800 円（10,000 円）

センターコンソールイルミネーション
LED レッドイルミネーション/LED ブルーイルミネーション
スモールランプ連動

各 36,720 円（34,000 円）

インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション
LED レッドイルミネーション/LED ブルーイルミネーション
エンジンスイッチ連動/フロントドア用左右セット

サイドステップガーニッシュ

各 14,040 円（13,000 円）

LED レッドイルミネーション/LED ブルーイルミネーション
ドア開閉連動/CIVIC ロゴ付/ステンレス製/フロント用左右セット
各 30,240 円（28,000 円）

[その他]
ブラックエンブレム

H マーク 2 個+車名エンブレム

リアバンパープロテクションフィルム

10,800 円（10,000 円）
3,780 円（3,500 円）

クリア
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「CIVIC Type R」主な純正アクセサリー
Modulo アルミホイール

MR-R02

メーカー希望小売価格( )内消費税抜き本体価格

チャンピオンシップホワイト塗装 20×81/2J 270,000 円(250,000 円)/本

アルミホイール用ホイールロックナット

6,480 円（6,000 円）

マックガード社製

テールゲートスポイラー

リアルカーボン×レッドポリエステル綾織り

フロントグリルガーニッシュ

フレームレッド

ドアミラーカバー

フレームレッド/クリスタルブラック・パール

インテリアパネル

インストルメントパネル部

48,600 円（45,000 円）

センターコンソールパネル部

28,080 円（26,000 円）

ドアパネル部

46,440 円（43,000 円）

アルミ（ブラックアルマイト）製/本革(レッド)巻き

19,980 円（18,500 円）

シフトノブ

センターコンソールイルミネーション

172,800 円（160,000 円）
32,400 円（30,000 円）
各 15,120 円（14,000 円）

LED レッドイルミネーション（スモールランプ連動）

36,720 円（34,000 円）
インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション
LED レッドイルミネーション（エンジンスイッチ連動）/
フロントドア用左右セット

サイドステップガーニッシュ

LED レッドイルミネーション（ドア開閉連動/TYPE R ロゴ付）
アルミ（ブラックアルマイト製）フロント用左右セット

フットライト

30,240 円（28,000 円）

LED レッドイルミネーション（ドア開閉・スモールランプ連動）/
フロント用左右セット

フロアカーペットマット

14,040 円（13,000 円）

10,800 円（10,000 円）

デザインタイプ
消臭・抗菌加工/ヒールパッド付/アルミ（ブラックアルマイト）製エンブレム付/
フロント・リアセット

63,720 円（59,000 円）

■ナビゲーション・ナビオプション（セダン、ハッチバック、タイプ R 共通）
スタンダードインターナビ

VXM-185VFi

ベーシックインターナビ

VXM-184VFi 2017 年 10 月中旬発売予定

127,440 円(118,000 円)

エントリーインターナビ

VXM-184Ci

105,840 円(98,000 円)

2017 年 8 月下旬発売予定
2017 年 10 月中旬発売予定

165,240 円(153,000 円)

ETC2.0 車載器

ナビ連動タイプ

ドライブレコーダー

ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付 VXM-184VFi/184Ci 用

ハイグレードスピーカーシステム

取付アタッチメント含む

25,920 円（24,000 円）

2017 年 10 月中旬発売予定

30,240 円（28,000 円）

フロント 4 スピーカーセット

34,560 円（32,000 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。
別途取付アタッチメントなどが必要なものがあります。
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