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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） 

株式会社ホンダアクセスは、N シリーズからいよいよ発売される軽バン、Honda 新型「N-VAN
（エヌバン）」の発売に合わせ、お客様のワークとホビー、２つのシーンのさまざまなニーズに対応
することでクルマとユーザーを快適・便利に繋げる「楔 “Kusabi” 」をコンセプトとした純正アクセサリー
を、7月 13日より全国の Honda Carsにて発売します。 
 
新型 N-VAN用純正アクセサリーは、軽バンの持つ商用シーンとしての”ワーク”と趣味シーン

の”ホビー”、それぞれのシーンにおいて積載性、機能性、快適性をさらに高めるアイテムとともに、
「White Coordinate」と「Black Coordinate」をはじめ、自分らしく自由に印象を変えられる
エクステリアカスタマイズアイテムも充実させました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年7月12日 

Honda新型軽バン「N-VAN」用純正アクセサリーを発売 

商品情報サイト http://www.honda.co.jp/ACCESS/n-van/ 
専用ダウンロードサイト                          http://www.honda.co.jp/ACCESS/press/ 

運輸・宅配 自転車 

建築・設備 車中泊 

N-VAN 純正アクセサリー装着イメージ 

 



 

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。 

一部同時装着ができない組合せや、取付に制限のある組合せがあります。 
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インテリアでは、新型N-VANの特徴である広大な荷室空間をさらに便利に使うための純正アクセサリー
として、大型で長尺物の積載を便利にする「ラゲッジアシストポール」、ラゲッジスペースを 2段に
分けて使用でき、ラゲッジ用とリア用を組み合わせることで車中泊も可能にする「マルチボード＜ラゲッジ用
/リア用＞」、車両のバッテリーを使用せずに家電製品を車内で使用できる「外部電源入力キット」など、
純正ならではの装着性で使い勝手の良さを実現したアイテムを新たに発売します。 
 
そのほか、テールゲートを開いた時にハンガー等を掛けられる「テールゲートバー」、貴重品などを

外から見えにくいシート下に収納できる「シートアンダートレイ」、汚れを気にせず荷室に積み込みが
できる「ラゲッジトレイ(縁高タイプ)」、長尺物を積載したまま運転席と荷室を仕切ることができる
「セパレートカーテン」、シートの傷みやすい部分で摩耗に強い生地を採用し、長く快適に使える
「シートカバー プロテクション」など、商用・趣味での利便性を高めるアクセサリーを多数ラインアップ
しました。 

  
エクステリアでは、フロントグリルやホイールキャップをホワイトであしらったポップなイメージの

「White Coordinate」とブラックのフードラッピングやデカールがクールな「Black Coordinate」の
２つのコーディネート提案に加えて、車名を大胆にレイアウトした「フードエンブレム」や、カモフラージュ、
ウッド、メタル調でさまざまな印象を楽しめる「デカール」、タフさを感じさせる「バンパーコーナー
ガーニッシュ」などをラインアップすることで、自分好みの自由なカスタマイズをお楽しみいただけます。 
 
また、Honda純正ナビゲーション「Gathers（ギャザズ）」は、高画質で見やすい「8インチ プレミアム 

インターナビ（VXM-187VFEi）」の装着が可能となりました。「ハイグレードスピーカーシステム」と
合わせることで N-VAN専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」が利用可能です。
さらに、後方の視界を３つのビューに切り換えられる「リアワイドカメラシステム」のほか、「ドライ
ブレコーダー(駐車時録画機能付)」「リアカメラ de あんしんプラス２」「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。 
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ラゲッジアシストポール マルチボード(ラゲッジ用＋リア用) 外部電源入力キット 

エクステリアイメージ(+STYLE COOL) エクステリアイメージ(+STYLE FUN) インテリアイメージ(＋STYLE COOL Honda SENSING) 

シートアンダートレイ 
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「N-VAN」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 
 
【インテリア】 
インパネトレイリッド グレー／ブラック／助手席インパネトレー（下段） 各 5,400円(5,000円） 

インパネマット シリコン製／２枚セット／ブラック（上段）、グレー（下段） 
 ／ブラック（上段・下段） 各 8,100円(7,500円） 

LEDワークライト ※1 助手席ルーフ用 8,640円(8,000円） 

簡易テーブル ※2 助手席インパネトレー（上段・下段）／ 
 許容荷重：5.0kg 14,040円(13,000円） 

クロスバー（伸縮式）※3 許容荷重：1.0kg／１本 5,400 円/１本(5,000 円/１本） 

シートアンダートレイ ※4    運転席下／許容荷重：1.0kg／ 
収納部サイズ：幅約 23×奥行約 12×高さ約 10㎝  12,960円(12,000円） 

シートカバー プロテクション 運転席用 10,800円(10,000円） 
コンフォート 助手席用 10,800円(10,000円） 

撥水タイプ 運転席・助手席用 23,760円(22,000円） 

防水シートカバー  ブラック／運転席・助手席用／ 
 左右共用 1枚売り 9,720円/１枚(9,000円/１枚) 

シフトノブ ※5 本革製／ブラック×ブラックステッチ 6,480円(6,000 円） 

ジョイントベルト ブラック／1本売り 5,400円(5,000 円） 

スチールインテリアパネル ステンレス製／助手席インパネトレー（上段） 5,400円(5,000 円） 

ステアリングホイールカバー 本革製／ブラック×ブラックステッチ 9,720円(9,000 円） 
セパレートカーテン フロントシートバック部／ビニールタイプ(クリア)／ 
 ファスナー付 11,880円(11,000円） 

テールゲートカーテン ブラック／テールゲート開口時吊り下げタイプ／ 
 収納袋付 23,760円(22,000円） 

テールゲートバー 許容荷重：4.0kg 9,720円(9,000 円） 

テールゲートメッシュ ※6 メッシュのサイズ：縦：2mm 横：1mm 
 約 21メッシュ 21,600円(20,000円） 
ドアハンドルプロテクションカバー クロームメッキ／フロント用左右セット 5,400円(5,000 円） 

ドアポケットベルト ブラック／ゴム製 1,620円(1,500 円） 

ハンガーパイプ 許容荷重：7.5kg／左右のパイプ 1本あたり 25,920円(24,000円） 

フロアカーペットマット プレミアムタイプ／ブラック／ 
 消臭・抗菌加工／ヒールパッド付／ 
 フロント・リア用セット 22,680円(21,000円） 

 スタンダードタイプ／ブラック／ 
 消臭・抗菌加工／ヒールパッド付／ 
 フロント・リア用セット 15,120円(14,000円) 

マルチボード ラゲッジ用／許容荷重：200 kg 66,960円(62,000円） 

 リア用（助手席側）※7／許容荷重：100 kg 31,320円(29,000円） 

有孔ボード 運転席側用／助手席側用 各 11,340円(各 10,500円） 

ユーティリティフック       ノブ Dリングタイプ／2個セット／ブラック／ 
 許容荷重：1.5kg 3,780円(3,500 円） 

      ノブタイプ／2個セット／ブラック／ 
 許容荷重：1.5kg 1,620円(1,500 円） 
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ユーティリティベルト ※8 長さ調整機能付／リア左右席／周長：約 100㎝ 2,160 円(2,000 円） 
ラゲッジアシストポール 許容荷重：4.0kg/1本 41,040円(38,000円） 
ラゲッジトレイ 縁高タイプ／ダークグレー 43,200円(40,000円） 
ラゲッジマット TPOタイプ／助手席シートバック＋ 
 リアシートバック＋ラゲッジフロア用 10,260円(9,500円） 
 カーペットタイプ／ラゲッジフロア用 11,880円(11,000円） 
 縁高防水タイプ／リアシートバック＋ 
 ラゲッジフロア用 16,200円(15,000円） 
 フローリングタイプ（ダークブラウン（木目調））／ 
 リアシートバック＋ラゲッジフロア用 21,600円(20,000円） 
リアアンダーミラー 室内取り付けタイプ 6,480 円(6,000 円） 
ルーフインナーサイドパイプ   ロングタイプ／左右セット／ 
 許容荷重：3.0kg／1本 21,600円(20,000円） 
 ショートタイプ／左右セット／ 
 許容荷重：2.0kg／1本 15,120円(14,000円） 
ルーフインナーラック ネット付／許容荷重：5.0kg 10,800円(10,000円） 
クロスバー（固定式） 2本セット／許容荷重：5.0kg／1本 10,800円(10,000円） 
ルーフコンソール ※9 ティッシュ取り出し口付（中央ポケット部）／ 
 許容荷重：中央ポケット 200g／ 
 左右ポケット各 500g 
 L・Honda SENSING、+STYLE FUN・Honda SENSING、 
 +STYLE FUN・ターボ Honda SENSING、 
 +STYLE COOL・Honda SENSING、 
 +STYLE COOL・ターボ Honda SENSING用 各 17,820円(各 16,500円) 
 G・Honda SENSING用 17,280円(16,000円) 

 
【エクステリア】 
外部電源入力キット ※10 AC100V／最大 1500W／外部接続用ケーブル付(5m) 
  36,720円(34,000円） 
オートリトラミラー ドアロック連動タイプ 10,800円(10,000円） 
デカール ルーフ  ルーフサイド用左右セット 24,840円(23,000円) 

ブラックライン フロント・リアフェンダー／ 
 フロント・リアドア各左右用（8枚セット） 24,840円(23,000円) 
カモフラージュ リアドア・リアフェンダー各左右／テールゲート／ 

 フューエルリッド用（7枚セット） 24,840円(23,000円) 
ウッド リアドア・リアフェンダー各左右／テールゲート／ 

フューエルリッド用（7枚セット） 24,840円(23,000円) 
メタル調 ハイボスカル(樹脂製)／フロントバンパー用／ 

 リアバンパー用 各 10,800円(10,000円) 
 ハイボスカル(樹脂製)／ 

 サイドシル用左右 4枚セット 23,760円(22,000円) 
クォーターウインドウ ハイボスカル(樹脂製)／左右セット 27,000円(25,000円) 

ドアミラーカバー 交換タイプ／艶消しブラック／ホワイト 8,640円(8,000円) 
バンパーコーナーガーニッシュ  フロント用左右セット 19,440円(18,000円） 
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 リア用左右セット 19,440円(18,000円） 
フードエンブレム    車名エンブレム／クロームメッキ調 6,480円(6,000 円） 
フードラッピング   艶消しブラック／2分割仕様 21,600円(20,000円） 

LEDフォグライト ※11  片側１２W／左右セット         クリア 30,240円(28,000円） 
     イエロー    32,400 円(30,000円） 
フットライト     LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉・ 
 スモールランプ連動）／フロント用左右セット 10,800円(10,000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） 

 Hマーク（２個）／ブラッククローム調 7,560円(7,000 円） 

フロントグリル    艶消しブラック／ホワイト 各 19,440円(18,000円） 
ホイールキャップ ※12  1台分／4枚セット／艶消しブラック／ホワイト 各 21,600円(20,000円） 

ライセンスフレーム メッキタイプ／フロント用／リア用  各 3,780円(3,500円） 

 カラードタイプ(アラバスターシルバー・メタリック)／ 
 フロント用／リア用  各 3,780円(3,500円） 

 ピンクゴールド調メッキタイプ 
 フロント用／リア用／ 各 4,860円(4,500円） 

リアライセンスガーニッシュ 艶消しブラック／ホワイト 各 8,640円(8,000円） 

ルーフキャリア                   許容荷重：15 kg 32,400円（30,000円） 

 
【ナビ・オプション】 

8インチ プレミアム インターナビ ※13 VXM-187VFEi 205,200円(190,000円） 

リアワイドカメラシステム ※14 カラーCMOSカメラ（約 120万画素）／ 
 3ビュー切り替え、ガイド線表示あり 21,600円(20,000円） 

リアカメラ de あんしんプラス 2（ダブルビュー）※15  

 運転支援拡張ユニット／ 
 VXM-187VFEi/184VFi用 21,600円(20,000円） 

ドライブレコーダー ナビ連動タイプ／駐車時録画機能付 
 （取付アタッチメント含む）／ 
 VXM-187VFEi/184VFi/184Ci用 30,240円(28,000円） 
ETC 2.0車載器 ※16 ナビ連動タイプ／アンテナ分離型／ 
 ETC2.0サービス対応／ 
 ETCカード有効期限切れ案内付 19,440円(18,000円） 

ハイグレードスピーカーシステム ※17 4スピーカーセット 
 フロント 2スピーカー／リア 2スピーカー 30,240円(28,000円） 

 
[お得な純正ディーラーオプションセット] 
ライセンスフレーム（フロント・リア用）+ナンバープレートロックボルトのセット 
メッキタイプ／カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック） 

単品合計価格各 11,340円(10,500円)  → パッケージ価格各 9,990円(9,250円) 
 
ワイパーブレードセット（スノータイプ）運転席側用+助手席側用+リア用セット  

G・Honda SENSING／L・Honda SENSING／+STYLE FUN・Honda SENSING／ 
+STYLE FUN・ターボ Honda SENSING用 

  単品合計価格 13,068円(12,100円)  → パッケージ価格 10,368円(9,600円) 
+STYLE COOL・Honda SENSING／+STYLE COOL・ターボ Honda SENSING用 
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※1…装着時、車両ルーフへの穴あけが必要となります。装着後は、取付穴を塞ぐためのリッドをルーフに取り付けます。 
※2…走行中、またはテーブルを使用しないとき、または助手席を倒すときは、テーブルを取り外してください。 
※3…取付にはパイプホルダー(2,160円<税抜 2,000円>)が必要です。 
※4…トレイを外した状態では走行しないでください。運転中に荷物などが各ペダルと干渉し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
本用品が不要になった場合は、お近くの販売会社にご相談ください。 
※5…標準装備のセレクトレバーを取り外し装着となります。 
※6…装着しての走行時はできません。 
※7…装着にはラゲッジ用が必要です。 
※8…G・Honda SENSING、L・Honda SENSINGに装着する場合、リアピロー(9,720円<税抜 9,000円>)の装着が必要です。 
※9…G・Honda SENSING用のみ別途サンバイザー(助手席用 2,160円<税抜 2,000円>)が必要です。 
※10…保証期間はお買い上げ日より 1年間（2万㎞まで）です。 
※11…バックブザーと同時装着する場合、別途スイッチキット(2,700円<税抜 2,500円>)が必要です。 
※12…G・Honda SENSINGに装着する場合、別途ホイールキャップ用ホイールナット(3,024円<税抜 2,800円>)が必要です。 
※13…取付アタッチメント(4,320円<税抜 4,000円>)、フェイスパネルキット(10,800円<税抜 10,000円>)が必要です。 
※14…取付アタッチメント（リアライセンスガーニッシュ付）(7560 円<税抜 7,000 円>)が必要です。ナビ装着用スペシャルパッケ
ージ装備車には装着できません。 
※15…取付アタッチメント(4,320円<税抜 4,000円>)が必要です。ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着できます。 
※16…取付アタッチメント(9,720円<税抜 9,000円>)が必要です。別途セットアップ費用が必要です。 
※17…ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着できます。ツィーターアタッチメント(4,320円<税抜 4,000円>)が必要です。 
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