
N-WGN

L L L・ターボ

駆動方式

タイプ

●は標準装備　◎はメーカーオプション（ご注文時にお申し付けください）

FF 4WD FF 4WD FF 4WD

G L

FF 4WD FF 4WD

特別仕様車
STYLE＋ BITTER

FF 4WD

N-WGN Custom
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【全タイプ標準装備】 ●運転席用&助手席用i-SRSエアバッグシステム ●前席用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム〈前席/後席対応〉 ●VSA（ABS＋TCS＋横すべり抑制） ●EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS ●LEDハイマウント・ストップランプ ●エ
マージェンシーストップシグナル ●ヒルスタートアシスト機能 ●頚部衝撃緩和フロントシート※3 ●フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト＋運転席/助手席ラッププリテンショナー ●リア3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト ●運転席/助
手席シートベルト締め忘れ警告ブザー&警告灯 ●後席シートベルト締め忘れ警告灯 ●ISOFIX/i-Sizeチャイルドシート下部取付金具（リア左右席）＋トップテザー取付金具 ●アジャイルハンドリングアシスト ●アイドリングストップシステム ●ECONスイッチ（ECONモード） ●イモビライ
ザー（国土交通省認可品） ●セキュリティーアラーム（国土交通省認可品） ●電子制御パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド機能

【全タイプ標準装備】 ●マルチインフォメーション・ディスプレー（タイヤ角度モニター/オドメーター/トリップメーター/外気温/平均燃費/瞬間燃費/平均車速/推定航続可能距離/経過時間表示機能 など） ●Hondaスマートキーシステム（キー2個付）※6 ●テレスコピック&チルトステアリング ●運転
席ハイトアジャスター ●プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ ●PM2.5対応高性能集塵フィルター ●リアヒーターダクト［4WD車］ ●パワーウインドウ（運転席〈挟み込み防止機構/キーオフオペレーション機構付〉/助手席/リア左右席） ●パワードアロック ●電気式テールゲートオープンス
イッチ ●ワンタッチウインカー ●ヘッドライトオートオフ機能 ●フロント2スピーカー ●電動パワーステアリング ●ライト消し忘れ警告ブザー ●リアシートリマインダー ●時計 ●燃料残量警告灯 ●3段階開閉ドア ●アクセサリーソケット（フロント､DC12V）

【全タイプ標準装備】 ●フォールダウン機構付（5：5分割式）スライドリアシート ●リクライニング・リアシート ●オーディオガーニッシュ ●ドライバーズロアーポケット ●センターロアーボックス ●ドリンクホルダー（運転席） ●収納式ドリンクホルダー（助手席側） ●インパネトレー（助手席側） 
●グローブボックス ●ドアアームレストボトルホルダー（助手席/後席） ●ドアアッパーポケット（左右） ●フロントドアロアーポケット（ボトルホルダー付） ●リアシートアンダートレー ●コンビニフック（運転席側後席背面） ●ルームランプ（フロント/リア） ●グラブレール（運転席/助手席/リア左右席）

【N-WGN Custom専用インテリア】 ●チタン調偏光塗装ドアオーナメントパネル（フロント/リア） ●シルバー塗装エアコンスイッチパネルガーニッシュ ●インテリアイルミネーション（インパネトレー〈助手席側〉/ドリンクホルダー〈運転席〉/フット〈運転席/助手席〉） ●クローム
メッキ加飾（エアコンアウトレットノブ&ルーバー、エアコンアウトレットダブルリング）

4スピーカー※4 4スピーカー※4 4スピーカー※4 4スピーカー※4

ジャージーシート（背面：トリコット）
プライムスムース&トリコットコンビシート（アクセント部：ジャージー、ダブルステッチ）
フルプライムスムースシート（ダブルステッチ）※7

フロントベンチシート
フロントシートアームレスト
助手席シートバックポケット
本革巻ステアリングホイール
本革巻セレクトレバー
インナードアハンドル
クロームメッキ・セレクトレバーボタン&カバー

ステアリングガーニッシュ

ステアリングスイッチガーニッシュ
助手席インパネガーニッシュ
シフトパネルガーニッシュ
ドアアームレスト

サンバイザー

助手席回転シート

アッパーガーニッシュ
ロアーガーニッシュ

運転席（チケットホルダー付）
助手席

ナビ装着用スペシャルパッケージ
充電用USBジャック（急速充電対応タイプ2個付）※5

フルオート･エアコンディショナー
運転席&助手席シートヒーター
オートリトラミラー
ブラックメーター（グレースケール）

ベージュベージュ ベージュ

バニティーミラー付 バニティーミラー付

バニティーミラー付 バニティーミラー付

バニティーミラー付

バニティーミラー付

バニティーミラー付

バニティーミラー付

バニティーミラー付

バニティーミラー付バニティーミラー付

ブラック

ブラウン

アイボリー アイボリー アイボリー

ブラウン ブラウン ブラック

ブラック

ブラック

ファブリック

クロームメッキクロームメッキ クロームメッキ

ファブリック

ピアノブラック調

ピアノブラック調

ピアノブラック調

チタン調偏光塗装 チタン調偏光塗装

シルバー塗装

シルバー塗装

シルバー塗装

チタン調偏光塗装チタン調偏光塗装メタルスモーク偏光塗装

ブラウン塗装 ブラウン塗装

シルバー

運転席 運転席 助手席 運転席 運転席

シルバー

プラズマクラスター技術搭載 プラズマクラスター技術搭載 プラズマクラスター技術搭載 プラズマクラスター技術搭載

4スピーカー※4

プラズマクラスター技術搭載

※2

※2

助手席回転シート車

急アクセル抑制機能 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1

主要装備

Honda SENSING
（衝突軽減ブレーキ〈CMBS〉、先行車発進お知らせ機能、歩行者事故低減ステアリング、路外逸
脱抑制機能、標識認識機能、オートハイビーム、渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール
〈ACC〉、車線維持支援システム〈LKAS〉、誤発進抑制機能、
後方誤発進抑制機能、パーキングセンサーシステム）

マルチリフレクターハロゲンヘッドライト（マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付）

LEDヘッドライト（プロジェクタータイプ〈マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付〉）

9灯式フルLEDヘッドライト（マルチリフレクタータイプ〈マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付〉）
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【N-WGN Custom専用エクステリア】 ●カスタムデザインバンパー（フロント/リア） ●カスタムデザインフロントグリル ●カラードサイドシルガーニッシュ ●カラードテールゲートスポイラー ●LEDシーケンシャルターンシグナルランプ（フロント） ●LEDフォグライト 
●ブラック・シャークフィンアンテナ ●ダーククロームメッキ加飾（フロントグリルロアーモール、フォグライトガーニッシュ、N-WGN/Customエンブレム）

【全タイプ標準装備】 ●間欠フロントワイパー（ミスト機構付） ●ヒーテッドドアミラー［4WD車］ ●ウオッシャー付間欠リアワイパー（リバース連動） ●フロントウインドウウオッシャー（スプレータイプ）

【全タイプ標準装備】 ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●フロントスタビライザー ●応急パンク修理キット（スペアタイヤレス）※9

LEDリアコンビネーションランプ（ストップランプ&テールランプ）
フルLEDリアコンビネーションランプ
360° スーパーUV・IRカット パッケージ
●IRカット〈遮熱〉/UVカット機能付フロントウインドウガラス
●IRカット〈遮熱〉/スーパーUVカットガラス（フロントドアコーナー/フロントドア）
●IRカット〈遮熱〉/スーパーUVカットプライバシーガラス（リアドア/テールゲート）

UVカット機能付フロントウインドウガラス、高熱線吸収機能付フロントドアコーナー
ガラス、高熱線吸収/UVカット機能付フロントドアガラス、高熱線吸収/UVカット
機能付プライバシーガラス（リアドア/テールゲート）
電動格納式リモコンドアミラー
アウタードアハンドル
ドアベルトモール（ステンレス）
LEDドアミラーウインカー
リアライセンスガーニッシュ
リアライセンスガーニッシュモール

14インチスチールホイール＋スチールラジアルタイヤ＋フルホイールキャップ
14インチアルミホイール（ブラック塗装＋切削）＋スチールラジアルタイヤ 

15インチアルミホイール（ブラック塗装＋切削）＋スチールラジアルタイヤ 

リアスタビライザー 

パドルシフト

※1: 工場出荷時は機能オフの設定です。オンにするには別途販売会社の専用機器によるセッティング作業が必要です。別途セットアップ費用（ディーラーオプション）が必要となります。 ※2: 「LEDヘッドライト」を装着した場合、「オートリトラミラー」が装着されます。 ※3: N-WGN〈助手席回転シート車〉
は運転席のみとなります。 ※4: スピーカー数は標準装備の「フロント2スピーカー」との合計数です。 ※5: 「ギャザズ ナビゲーション」装着時には、音楽・映像メディアと接続可能なUSBジャックが1個追加されます。 ※6: Hondaスマートキーシステムは、施錠・解錠のときなどに電波を発信します。その際、
植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電子機器に影響を与える可能性があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※7: 「フルプライムスムースシート」は一部ファブリックを使用しています。 ※8： ボディーカラーがブリティッシュグリーン・パール、ミッドナイトブルービーム・メタリック、クリスタルブ
ラック・パールの場合はシルバー、プレミアムアガットブラウン・パール、プレミアムサンライトホワイト・パール、プラチナホワイト・パールの場合はブラックとなります。 ※9： 工具（ジャッキ/ジャッキハンドルバー/ホイールナットレンチ〈兼ジャッキハンドル〉）は装備しておりません。
■メーカーオプションは、メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ■タイプ、カラー、オプション等により納期が異なります。 ■詳しくは販売会社にお問い合わせください。

カラード

カラード カラード クロームメッキ

クロームメッキ

ダーククロームメッキ ダーククロームメッキ

ダーククロームメッキ ダーククロームメッキ

カラード

シルバー シルバー&ブラック グレーメタリック&ブラック シルバー&ブラック

カラード シルバーまたはブラック※8 カラード ブラック ブラック

カラード カラード カラード カラード ブラック ブラック

N-WGN

L L L・ターボ

駆動方式

●は標準装備　◎はメーカーオプション（ご注文時にお申し付けください）

FF 4WD FF 4WD FF 4WD

G L

FF 4WD FF 4WD

特別仕様車
STYLE＋ BITTER

FF 4WD

N-WGN Custom

助手席回転シート車タイプ


