
S2000 
20th Anniversary 
Items  

1999年にデビューし2009年にその歴史の幕を降ろした、S2000。

そのリアルオープンスポーツは、デビューから20年以上の歳月を経た現在でも、

多くのオーナーに深い愛情をもって所有され続けています。

ホンダアクセスでは、そんなオーナーの気持ちに応え、これからも共に走り続けていただくために、

“20年目のMMC＊”をコンセプトに、Honda純正用品を新開発。

この20年で培ってきた技術のすべてを注ぎ込み、

S2000を操る醍醐味のひとつであるコーナリング性能を中心に磨き上げました。

20年分の深化を、あなたのS2000に纏わせて。

さぁ、オープンスポーツの歓びを明日へ。

オープンスポーツの歓びを、いつまでも。

＊マイナーモデルチェンジ



エンブレムはオリジナルデザインをリファ
インし、20周年記念ロゴをあしらいました。

F o r  P e r f o r m a n c e

フロント5段階式減衰力調整つまみ
エンジンルーム内のダンパーマウント
部にある調整つまみで、1（軽快な操舵
感）～5（しっかりした操舵感）まで、走行
条件と好みに合わせてセレクト可能。

人車一体感を深める走りへ。

現代のスポーツカーに見られるロー＆ワイ
ドを主張するグリルと、空気が美しく流れ
るようにつくり込まれたデザインのバン
パーフェイス。バンパー上部、センター、下
部、サイドと、いたるところにModulo Xで
培った実効空力のノウハウを投入し、機能
と美を高次元で両立しました。　
●全長が約24mm長くなります。（標準バンバー装着時
との比較）

500セット
限定販売

トランクスポイラー ダックテールタイプ
未塗装（プライマー処理済み）　

¥46,200 （消費税抜き   ¥42,000）

スポーツサスペンション
1台分セット／フロント5段階式減衰力調整付 　

¥170,500 （消費税抜き   ¥155,000）

リアストレーキ
未塗装（プライマー処理済み）　

¥33,000 （消費税抜き   ¥30,000）

取付位置

フロントエアロバンパー
未塗装（プライマー処理済み）

¥96,800 （消費税抜き   ¥88,000）

高速走行時の揚力を抑えながら、リフトバランス
を向上させ、安定した走行感を実現。ダックテー
ル形状により、車両と一体感のあるスマートなデ
ザインとしながら、効果的なリフト低減を叶えて
います。

20年で進化したタイヤのパフォーマンスに対応
させ、バネレート、減衰力を最適チューニング。
「意のままに曲がる」ための応答性とともに、「安
定した走り」のために接地性や路面追従性も向
上。S2000ならではのコーナリング性能をあます
ところなく引き出します。　
●車高が約10mm低くなります。（新車時との比較）

リアタイヤハウスに引き込まれる余分な空気の流
れを逃し、空気抵抗を低減。リアタイヤハウス前
方床下に装着するストレーキと、その内側の目に
は触れない部分に設置するエアロプレートで構
成。フロントエアロバンパーとトランクスポイラー
ダックテールタイプと同時装着することで優れた
空力性能を手に入れることができます。

フロアカーペットマット　
ブラック／レッド　各色クロスメンバーカバー付　

¥30,800 （消費税抜き   ¥28,000）

調整用
専用工具（付属）

20周年記念アイテム

スポーツマインドを
加速させる空間へ。

F o r  I n t e r i o r

復刻品 復刻品

定番アイテムをリメイク。各席ともにフロアの段差
を覆うために前後2分割とし、足元の快適性を高
めています。裏面はズレ防止加工を施し、専用ホ
ルダーも装備。
●運転席側のフロアカーペットマットおよびクロスメンバーカバーは、
必ず専用ホルダーに固定して使用してください。　●専用ホルダー
へ交換となるため、従来のフロアカーペットマットは取り付けできま
せん。

※ライセンスフレームは、商品に含まれません。〈参考〉写真のロアーグリルは、ベルリナブラックで塗装しています。

ご注文数が限定数に達しております。これからのご注文につき
ましては、キャンセルが発生した場合を除き、お届けできません。



未塗装（プライマー処理済み）

1台分セット／フロント5段階式
減衰力調整付
（500セット限定販売）

未塗装（プライマー処理済み）

未塗装（プライマー処理済み）

ブラック（クロスメンバーカバー付）

レッド（クロスメンバーカバー付） 
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スポーツサスペンション

トランクスポイラー
ダックテールタイプ

リアストレーキ

フットライト

フロアカーペットマット

オーディオリッド

ボディーカバー 
ハーフタイプ

品  名

メーカー希望小売価格（円）
取付費含まず 標準取付

時間（H) 

適用

備考型式：
AP1,
AP2消費税10%

抜き価格

品  番仕  様

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）／
運転席・助手席セット

＊標準取付時間に塗装時間は含みません。 標準装備のフロントバン
パーを取り外し装着となります。全長が約24mm長くなります。
（標準バンバー装着時との比較）

TYPE Sには装着不可。
＊メーカーオプションのHonda DVD ナビゲーションシステム装備車
は0.8Hとなります。
＊標準取付時間に塗装時間は含みません。

ご注文数が限定数に達したため、ご注文の受付けを終了いたしまし
た。ありがとうございました。
標準装備のオーディオリッドを取り外し装着となります。  車両取付時
に以下の部品が必要となります。  ① パネルCOMP NH167L
（77251-S2A-902ZB）×1  ② ラバー、ストッパー（77255-S2A-003）×
2  ③ ラッチ（77256-S2A-003）×1  ④ スプリング（77254-S2A-901）
×1  ⑤ ピン、スプリング 3x16（94305-30162）×2

＊メーカーオプションのHonda DVDナビゲーションシステム装備車は
3.8Hとなります。
標準装備のサスペンションを取り外し装着となります。 車高が約
10mm低くなります。 （新車時との比較）

＊標準取付時間に塗装時間は含みません。
モールは2色（ブラック/グレー）同梱されています。 お好きな色を１色選
択し、販売会社にお申し付けください。

＊型式AP1-130,135,200/AP2-100,110は0.3Hとなります。運転席側
のフロアカーペットマットおよびクロスメンバーカバーは、必ず専用ホ
ルダーに固定して使用してください。専用ホルダーへ交換となるため、
従来のフロアカーペットマットは取り付けできません。

S2000 20th Anniversary
ロゴ入り（2,000個限定販売）

2,000個
限定販売

S2000のセンターコンソールの質感とデザインとの統一感を図りながら、
ドライバーズ空間の表情を引き締める、20周年記念アイテム。ブラック調
のヘアラインフィルムにS2000と20周年記念ロゴをプリント。オンリーワ
ンのプレミアム感を演出します。
●車両取付時に別途必要な部品があります。詳細はアクセサリーリストの備考欄をご確認ください。

オーディオリッド　S2000 20th Anniversaryロゴ入り
¥8,800 （消費税抜き   ¥8,000）

人気アイテムをS2000にも。乗り降りの際に明るく点灯し、スモールラン
プに連動し優しく足元を照らします。

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）／運転席・助手席セット  

¥13,200 （消費税抜き  ¥12,000）

●：適用できます ◎：標準装備品を取外して装着となります。

※車両の状態によっては、取付できない場合や別途交換部品、調整作業費などが必要な場合があります。

ボディーカバー ハーフタイプ
¥18,700 （消費税抜き   ¥17,000）

耐久性に優れたポリエステル素材の従来のブルー生地をブラックに変え、
リニューアル。ソフトトップを純正ならではのジャストサイズで、雨やキズな
どから保護し、大切に乗りたいオーナーの気持ちに応えます。

20周年記念ロゴ入りタグ

アクセサリーリスト

愛車を守るために。F o r  G u a r d

ご注文数が限定数に達したため、ご注文の受付けを終了いたしました。
ありがとうございました。

08P98-PH6-0P0 96,800 88,000 0.8*

ご注文数が限定数に達しております。
これからのご注文につきましては、キャンセルが発生した場合を除き、
お届けできません。



●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10％込み）で参考価格です。　●アクセサリーによっては、車体への加工が必要となる場合があります。　●写真は撮影の関係で実際の色調とは異なって見えることがあります。　
■取付費は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■仕様・価格は 2020 年２月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

（フットライト／ボディーカバー ハーフタイプ／フロアカーペットマット／オーディオリッドの保証）
保証期間　お買上げ日より1年間。　但し、その期間内であっても走行距離が20,000㎞までとする。
  保証できない事項 
（１）次に示す事項は保証修理いたしません。 

 

〈全商品〉
●1年間の期間限定販売です。2021年2月19日受注分で販売終了となります。　●受注生産のため、ご注文から納品まで約4カ月程時間がかかります。
ご注文の状況により、さらに時間がかかる場合もございます。
　
〈スポーツサスペンション、オーディオリッド〉

販売上の注意点

保証について

（２）次に示す費用は負担いたしません。

①取扱説明書やラベル類等の指示、禁止、注意事項に反した使用方法による故障または破損。　②明らかに製品の取付不備に起因して発生した不具合の場合。（接着、貼付、誤
組付等）　③所定以外の場所に取り付けられた場合や、お買上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。　④製品適用以外の車両に取り付けられた場合。　
⑤火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障または損傷。　⑥雨滴による故障または損傷。（フットライトのみ）　⑦通常使用時、使用過程で発生した
摩耗の場合。　⑧時の過程で発生する不具合。（塗装面、メッキ面、生地類、ゴム類等表面の自然褪色など）　⑨お客様の車両個体差による取り付け不具合等が生じた場合。　⑩
保証書のご提示がない場合。　⑪保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売会社など所定事項の記入がない場合。または記載字句を書き換えられた場合。

①Hondaの販売会社以外で修理、調整された場合の費用。　②自動車を使用できなかったことによる、不便さおよび損失等（電話代、レンタカー代、休業補償、商業損失等）の費用。

（フロントエアロバンパー／リアストレーキ／トランクスポイラー ダックテールタイプの保証）
保証期間 お買上げ日より1年間。　但し、その期間内であっても走行距離が20,000㎞までとする。
  保証できない事項 
（１）次に示す事項は保証修理いたしません。 

 

（２）次に示す費用は負担いたしません。

①取扱説明書やラベル類等の指示、禁止、注意事項に反した使用方法による故障または破損。　②明らかに製品の取付不備に起因して発生した不具合の場合。（接着、貼付、誤
組付等）　③所定以外の場所に取り付けられた場合や、お買上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。　④製品適用以外の車両に取り付けられた場合。　
⑤火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障または損傷。　⑥通常使用時、使用過程で発生した摩耗の場合。　⑦時の過程で発生する不具合。（塗装
面、メッキ面、生地類、ゴム類等表面の自然褪色など）　⑧お客様の車両個体差による取り付け不具合等が生じた場合。　⑨保証書のご提示がない場合。　⑩保証書にお買上
げ年月日、お客様名、販売会社など所定事項の記入がない場合。または記載字句を書き換えられた場合。

①Hondaの販売会社以外で修理、調整された場合の費用。　②自動車を使用できなかったことによる、不便さおよび損失等（電話代、レンタカー代、休業補償、商業損失等）の費用。

（３）塗装、施工等に関する事項は、保証修理いたしません。 
①塗装に関する不具合。　②施工に関する不具合。（保証対象部品の合わせ部の隙間や段差等）　※左記事項は、販売店の定めた保証基準に従っての保証となります。保証内
容については、お買上げの販売店にご相談ください。

（スポーツサスペンションの保証）
保証期間 お買上げ日より1年間。　但し、その期間内であっても走行距離が20,000㎞までとする。
   保証できない事項 
（１）次に示す事項は保証修理いたしません。 

 

（２）次に示す費用は負担いたしません。

①取扱説明書やラベル類等の指示、禁止、注意事項に反した使用方法による故障または破損。　②明らかに製品の取付不備に起因して発生した不具合の場合。（組付不良、調
整不良）　③所定以外の場所に取り付けられた場合や、お買上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。　④製品適用以外の車両に取り付けられた場合。　⑤レー
ス、ラリーなどによる酷使あるいは一般に車が走行しない場所での走行に起因する不具合の場合。　⑥火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障ま
たは損傷。　⑦正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。（海水、融雪剤等の付着による錆の発生による損傷、製品不具合を含む）　⑧他社サスペン
ション関連部品との組み合わせにより発生した損傷、製品不具合。　⑨お客様の車両個体差による取り付け不具合等が生じた場合。　⑩走行及び、機能上影響のない感覚的
現象の場合。　⑪保証書のご提示がない場合。　⑫保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売会社など所定事項の記入がない場合。または記載字句を書き換えられた場合。

●スポーツサスペンションは500セット、オーディオリッドは2,000個の数量限定販売となります。　2021年2月19日以前でも、限定数に達した時点で
販売終了となります。

お買上げいただいた弊社製造の製品に、素材又は製造上の不具合が発生した場合、各々下記に示す期間と条件に従って、これを無料修理いたします。
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。なお、取り外した部品は弊社の所有となります。

①Hondaの販売会社以外で修理、調整された場合の費用。　②自動車を使用できなかったことによる、不便さおよび損失等（電話代、レンタカー代、休業補償、商業損失等）の費用。
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