2018年2月15日

Honda 新型「VEZEL(ヴェゼル)」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「VEZEL（ヴェゼル）」のマイナーモデルチェンジに
合わせて、「上質」「アクティブ」の 2 つのスタイリングとスポーティーな走りを楽しむ
ための新型 VEZEL 用純正アクセサリーをラインアップし、2 月 16 日より全国の Honda
Cars から発売します。
新型 VEZEL 用純正アクセサリーは、
“上質・洗練”をキーワードとした『プレミアムエアロスタイル』
と SUV らしい“アクティブ”な『タフ SUV スタイル』の 2 つのスタイリングで、車両の魅力の幅を
広げるカスタマイズの楽しさを提案します。『プレミアムエアロスタイル』は、Modulo「エアロ
バンパー（フロント/リア用）
」
「テールゲートスポイラー」と「フロントアッパーグリル」
「フロント
ロアグリル」「ビームライトガーニッシュ」を組み合わせ、各所にあしらわれたクロームパーツが
引き締まった印象を与え、上質なエアロスタイルを完成させます。
『タフ SUV スタイル』は、Modulo
「サイドロアガーニッシュ」と「ロアガーニッシュ（フロント/リア用）」
「フロントアッパーグリル」
「ビームライトガーニッシュ」を組み合わせ、高輝度シルバーを配した SUV らしいパーツで
アクティブなスタイリングを提案します。さらに今回新たに Modulo「サスペンション」 ※1 と
「アルミホイール」2 タイプを追加、スタイリングとともに上質かつスポーティーな走りを楽しめ
ます。
予防安全性能に貢献する純正アクセサリーとして、従来の機能をさらに進化させ、後方・俯瞰の
2 画面で後退駐車をサポートする「リアカメラ de あんしんプラス２」※2、障害物とのおおよその
距離と位置を音とナビ画面※3、マルチインフォメーション・ディスプレイ※4 で知らせる「パーキン
グセンサー」を追加。※5
その他カーライフをサポートするアイテムとしては、暗闇での乗降時に便利な「おもてなしフォグ
ライトシステム」「パドルライト」、運転をサポートする「アドバンスドルームミラー」「ドライブ
レコーダー(GPS/液晶モニター付)」※6、利便性・快適性を高める「USB チャージャー」
「静電気除去
プレート」などを追加、従来からのラインアップをさらに充実させました。

『プレミアムエアロスタイル』フロントスタイリング
「VEZEL」純正アクセサリー装着車（HYBRID Z・Honda SENSING/FF）

『タフ SUV スタイル』リアスタイリング
「VEZEL」純正アクセサリー装着車（X・Honda SENSING/FF）

※1 2018 年 5 月中旬発売予定
※2 システムの能力には限界があり、あらゆる状況で警報を発するものではありません。夜間や天候、路面状況などの環境により作動しない場合があります。リアカメラ de
あんしんプラス 2（ダブルビュー）は補助手段として使用してください。運転中は目視により周辺の車両や歩行者の確認、十分な車間距離の確保など安全確認をおこない
ながら運転してください。リアワイドカメラが汚れている場合や、使用状況により被写体を汚れと検出した場合、サポート機能を一時停止することがあります。
※3 メーカーオプションの Honda インターナビ、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。
※5 センサーと障害物との距離が約 20cm 以下では検知しない場合があります。パーキングセンサーは障害物等の確認のための補助手段として使用してください。安全のため
センサー使用時も直接目視で周辺の安全確認を行いながら運転してください。雨滴、雪、泥などがセンサー部に付着した場合や、使用状況により正常に作動しない場合が
あります。
※6 2018 年 3 月上旬発売予定

「商品情報サイト」

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

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）

－1－
株式会社ホンダアクセス 営業部 広報・販促ブロック

Honda Access Corp.

〒352-8589 埼玉県新座市野火止 8-18-4
URL http://www.honda.co.jp/ACCESS/
ホンダアクセス twitter http://twitter.com/Honda_Access/

8-18-4, Nobidome Niizashi Saitama, 352-8589 Japan

「VEZEL」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

【プレミアムエアロスタイル】
Modulo エアロバンパー フロント用
リア用

カラードタイプ/ガンメタリック塗装/ブラック

43,200 円(40,000 円)

※１

カラードタイプ/ガンメタリック塗装/ブラック

43,200 円(40,000 円)

※１

37,800 円(35,000 円)

※１

Modulo テールゲートスポイラー
フロントアッパーグリル

ベルリナブラック

16,200 円(15,000 円)

フロントロアグリル

クロームメッキ

27,000 円(25,000 円)

ビームライトガーニッシュ

41,040 円(38,000 円)

クロームメッキ/LED ビームライト(ホワイト/エンジン<パワー>スイッチ連動)付/左右セット

【タフ SUV スタイル】
Modulo サイドロアガーニッシュ 左右セット カラードタイプ/ガンメタリック塗装/ブラック

43,200 円(40,000 円)

ロアガーニッシュ

フロント用

高輝度シルバー

23,760 円(22,000 円)

リア用

高輝度シルバー

23,760 円(22,000 円)

ベルリナブラック

16,200 円(15,000 円)

フロントアッパーグリル
ビームライトガーニッシュ

※１

41,040 円(38,000 円)

クロームメッキ/LED ビームライト(ホワイト/エンジン<パワー>スイッチ連動)付/左右セット

LED フォグライト

5,4000 円(5,0000 円)

クリア/15.3W(片側)/左右セット

【Modulo サスペンション・アルミホイール】
Modulo サスペンション
Modulo18 インチアルミホイール

1 台分セット

138,240 円(128,000 円)

*2018 年 5 月中旬発売予定

18×7J PCD114.3mm インセット 55mm

MG-025（NEW)

スパッタリング仕上げ

51,840 円(48,000 円)/1 本

MS-027

切削/プラウドシルバー塗装

45,360 円(42,000 円)/1 本

MS-032

切削/ベルリナブラック塗装

45,360 円(42,000 円)/1 本

Modulo17 インチアルミホイール
MG-024（NEW)

17×7J PCD114.3mm インセット 55mm
スパッタリング仕上げ

45,360 円(42,000 円)/1 本

キーレス/エンジン<パワー>スイッチ連動

10,800 円(10,000 円)

【エクステリア】
おもてなしフォグライトシステム
パドルライト

LED ホワイト照明/左右セット

19,440 円(18,000 円)

ブラックエンブレム

H マーク 2 個+車名エンブレム/ブラッククローム調

11,340 円(10,500 円)

AWD エンブレム/ブラッククローム調

3,780 円(3,500 円)

【インテリア】
シートカバー

合皮製/フルタイプ/フロント・リアセット
ブラック/タン

各

54,000 円(50,000 円)

USB チャージャー

1 口/5V/最大 2.4A

6,480 円(6,000 円)

静電気除去プレート

運転席・助手席共用１個売り

2,700 円(2,500 円)

アドバンスドルームミラー

取付アタッチメント含む

84,240 円(78,000 円)

エンジン<パワー>スイッチ連動/カメラ画素数：約 130 万画素/ミラーモード時：自動防眩機能あり

ドライブレコーダー

GPS/液晶モニター付(取付アタッチメント含む)
*2018 年 3 月上旬発売予定

－2－

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。

27,000 円(25,000 円)

【Gathers ナビゲーションシステム・ナビオプション】
8 インチ プレミアム インターナビ※2 VXM-187VFEi
スタンダード インターナビ
ベーシック インターナビ

※3

※3

205,200 円(190,000 円)

VXM-185VFi

165,240 円(153,000 円)

VXM-184VFi

127,440 円(118,000 円)

エントリー インターナビ※3

VXM-184Ci

105,840 円(98,000 円)

ハイグレードスピーカーシステム※4

6 スピーカーセット

リアカメラ de あんしんプラス２（ダブルビュー）

44,280 円(41,000 円)

運転支援拡張ユニット

25,920 円(24,000 円)

パーキングセンサー※5 4 センサー(フロント 2+リア 2、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(フロント２＋リア 4、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]
エクステリアパッケージ A※1

単品合計価格 86,400 円(80,000 円)

[ エアロバンパー(フロント用) +
エクステリアパッケージ B

パッケージ価格 79,488 円(73,600 円)

エアロバンパー(リア用) ]

単品合計価格 47,520 円(44,000 円)

[ ロアガーニッシュ(フロント用) +

→
→

パッケージ価格 43,718 円(40,480 円)

ロアガーニッシュ(リア用) ]

セーフティサポートパッケージ※6 単品合計価格 38,880 円(36,000 円) →

パッケージ価格 33,048 円(30,600 円)

[ リアカメラ de あんしんプラス２(ダブルビュー) + パーキングセンサー(フロントコーナー＋リアコーナー) ]
※1 ルーセブラック・メタリック、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック、プラチナホワイトパール、オーロラアメジスト・メタ
リックは\3,240(消費税 8%抜き\3,000)高となります。
※2 装着にはフェイスパネルキットと取付アタッチメントが必要になります。オーディオレス車に装着の場合は別途デジタル TV 用フィルムアンテナが必要です。
※3 装着には取付アタッチメントが必要になります。オーディオレス車に装着の場合は別途デジタル TV 用フィルムアンテナが必要です。
※4…VXM-187VFEi/VXM-185VFi との組み合わせで VEZEL 専用音響チューニングに対応します。
※5 ルーセブラック・メタリック、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック、プラチナホワイトパール、オーロラアメジスト・メタ
リックは\1,080(消費税 8%抜き\1,000)高となります。
※6 装着に必要な取付アタッチメント、スイッチキットは含まれておりません。別途ご購入いただく必要があります。ルーセブラック・メタリック、プレミアムクリスタルレッド・
メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック、プラチナホワイトパール、オーロラアメジスト・メタリックは\2,160(消費税 8%抜き\2,000)高となります。ナビ装着
用スペシャルパッケージ装備車かつギャザズナビゲーション（VXM-187VFEi/184VFi）装着車に装着できます。

－3－
－2－

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。

