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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、Honda を代表する SUV、新型「CR-V」の発売に伴い、SUV と     

しての価値をさらに高めるカスタマイズを提案する純正アクセサリーを 8 月 31 日に全国の Honda 

Cars から発売します。 

 

新型 CR-V 用純正アクセサリーは「JAPAN BEST URBAN SUV」をコンセプトに、国内の SUV   

ニーズに合わせて、ダイナミックで存在感あふれる CR-V のデザインをさらに際立たせるエクス  

テリアアイテムを中心とし、かつ快適性を高め、使い勝手の良さをサポートするユーティリティー  

アイテムをラインアップしました。 

存在感のある洗練されたスタイリングを完成させるアイテムとして、Honda 純正カスタマイズ  

ブランド Modulo（モデューロ）の「フロントエアロバンパー」「リアエアロバンパー」「テール    

ゲートスポイラー」「19 インチアルミホイール MG-027（ステルスグリントブラック）」※1 をライン

アップ。ボディー同色のバンパーと、足元を引き締めるブラックの 19 インチアルミホイール、さら

に「サイドロアガーニッシュ」のシルバー加飾で、都会的なイメージのカスタマイズを提案します。 

それ以外にも「Modulo 18 インチアルミホイール  MS-039（切削/ベルリナブラック）」「テール  

ゲートガーニッシュ」「ランニングボード」「エキパイフィニッシャー」※2「サイドステップガー   

ニッシュ（LED ブルーイルミネーション（ドア開閉連動/CR-V ロゴ）付）」などのアイテムと組み   

合わせてお好みのスタイリングにカスタマイズを楽しめます。 

ユーティリティーアイテムとしては、「ルーフレール」「カーゴトレイ」「ソフトカーゴトレイ」  

「リアバンパープロテクター」などの積載アイテムをはじめ、「リモコンエンジンスターター」「ドラ

イブレコーダー（フロント用/リア用）」などの機能アイテムを揃え、SUV のカーライフにおすすめの

純正アクセサリーをお客様のニーズに合わせてお選びいただけます。 

 
※1 5 人乗り(2 列仕様車)にのみ装着できます 

※2 HYBRID 車専用品です 

 

 

 

 

 

 

2018年8月30日 

「商品情報サイト」   https://www.honda.co.jp/ACCESS/cr-v/ 
「ホンダアクセスプレスインフォメーションサイト」 https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/ 

Honda 新型「CR-V」用純正アクセサリーを発売 

 

エクステリアイメージ（純正アクセサリー装着車 EX・Masterpiece） 



 

 
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。 

－2－ 

「CR-V」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 

 

【エクステリアアイテム】 
 

Modulo 

フロントエアロバンパー 59,400 円 (55,000 円)
※3 

 

リアエアロバンパー  48,600 円 (45,000 円)
※3 

 

テールゲートスポイラー   37,800 円 (35,000 円)
※3 

 

19 インチアルミホイール MG-027※4 
ステルスグリントブラック 48,600 円/1 本 (45,000 円/1 本) 

 

 18 インチアルミホイール MS-039   切削/ベルリナブラック 45,360 円/1 本 (42,000 円/1 本) 
 

エキパイフィニッシャー HYBRID 車用  9,720 円 (9,000 円) 
 

サイドロアガーニッシュ  43,200 円 (40,000 円) 

アラバスターシルバー・メタリック/フロント・リア用左右 4 枚セット  
 

テールゲートガーニッシュ クロームメッキ  16,200 円 (15,000 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) 
 

フロントフェンダーガーニッシュ クロームメッキ/左右セット  21,600 円 (20,000 円) 
 

ランニングボード  59,400 円 (55,000 円) 
 

  

【ユーティリティーアイテム】 
 

オールシーズンマット 縁高タイプ/樹脂製/ブラック フロント用  9,720 円 (9,000 円) 

       リア(2 列目シート)用    9,720 円 (9,000 円) 
 

カーゴトレイ(縁高タイプ)   ガソリン車(5 人乗り)用/HYBRID 車用 各 22,680 円 (21,000 円) 
 

キャリアシステム  

ルーフレール  59,400 円 (55,000 円) 

クロスバー  30,240 円 (28,000 円) 

スキー/スノーボードアタッチメント  40,500 円 (37,500 円) 
 

サイドステップガーニッシュ  32,400 円 (30,000 円) 

LED ブルーイルミネーション(ドア開閉連動/CR-V ロゴ)付/フロント・リア用左右 4 枚セット  
 

ソフトカーゴトレイ    ガソリン車(5 人乗り)用/HYBRID 車用   各 10,800 円 (10,000 円) 
 

リアパネルライニングカバー  ステンレス製/2 枚セット  10,800 円 (10,000 円) 
 

リアバンパープロテクター ステンレス製/CR-V ロゴ付  14,040 円 (13,000 円) 
 

 

アドバンスドルームミラー 74,520 円 (69,000 円) 

 取付アタッチメント 9,720 円 (9,000 円) 
 

ドライブレコーダー フロント用 液晶モニター付  21,384 円 (19,800 円) 

フロント用 GPS/液晶モニター付  27,000 円 (25,000 円) 

リア用 GPS 付   27,000 円 (25,000 円) 

    リア用オプション：後方駐車録画キット    3,780 円 (3,500 円) 
 

リモコンエンジンスターター アンサーバック機能付  27,000 円 (25,000 円) 

 取付アタッチメント        5,400 円 (5,000 円) 
 
 
※3 プラチナホワイト・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・メタリックは 3,240 円（3,000 円）高となります 
※4 5 人乗り(2 列仕様車)にのみ装着できます 


