
アクセサリーカタログ 携帯アンケート実施中！

ホンダアクセスでは、携帯サイトを使ったアンケートを実施しています。
お答えいただいた方には、もれなく素敵な待ち受け画像を差し上げます。

お答えいただいた方の中から、抽選で毎月50名様に
「Hondaオリジナルグッズ」をプレゼント！

＜参加方法＞
アンケートには、以下の方法でアクセスしてください。

■QRコードを利用して、アクセスしてください。
■下記のURLからもアクセスできます。

  https://www.net-research.jp/785338/

Honda販売会社での新車購入／車検や、日々の
カードのご利用でポイントが貯まるHonda Cカード。
貯まったポイントは現金や楽天Edyでキャッシュ
バック。詳しくはCカードホームページへ。
     https://www.honda.co.jp/C-CARD/

1414FT19A0000
2003 M

20・03～

GR1-100　GR2-100　GR3-100　GR4-100　GR5-100　GR6-100　GR7-100　GR8-100

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または「お客様相談室」まで。
株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」 全国共通・フリーダイヤル　　0120-663521 受付時間：９～12時 13～17時／但し、土日・祝日･弊社指定休日は除く

ホンダアクセスのお届けするHonda純正用品は3年間6万km保証です。
●保証の対象は、Honda販売会社にてお買い上げいただいた弊社製品に限ります。さらに、仕様上お取り付けが必要な製品は、Honda販売会社にてHonda車にお取り付けしたものに限ります。
●保証修理を受けられる期間は、お買い上げいただいた日から３年間、または、仕様上お取り付けが必要な製品はHonda車にお取り付けをした日から3年間とします。
　ただし、その期間内であっても走行距離が６万kmまでとします。なお、消耗品と別扱い保証の製品は除きます。
●詳しくはHonda販売会社発行のHonda純正用品保証書をご覧ください。
●お車を安全快適にご使用いただくためには、お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。取扱説明書に示す取扱方法にしたがって、ご使用ください。

●車両のアクセサリースイッチ取付場所は限られています。スイッチを必要とするアクセサリーの装着については販売会社にご確認ください。
●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、印刷インキ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。 
●撮影のため、アクセサリー以外の小道具を使用しています。
■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。
■仕様・価格は2020年3月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

インターネットで、Honda純正アクセサリーの情報をお伝えしております。 https://www.honda.co.jp/ACCESS/

製造事業者

GENUINE ACCESSORIES

F IT、200%
 使いこなし術。

Honda GENUINE CHEMICALS
愛車をいつまでも美しく、快適に、Honda車にベストマッチのケミカル用品

2 3 4 5 761

1　カーシャンプー
ボディーの塗装面、タイヤ等に付着した
汚れの洗浄に効果を発揮します。
￥660（消費税10%抜き ￥600）
600mL（08CBA-A060S0）

　ガラス撥水剤（スプレータイプ）
ガラスにスプレーするだけで撥水効果が得られます。
￥1,320（消費税10%抜き ￥1,200）
80mL（08CBC-X010S1）

4

　タイヤクリーナー（泡タイプ）
スプレー式で､美しい光沢が得られる
拭き取り不要のクリーナーです。
￥1,540（消費税10%抜き ￥1,400）
420mL（08CBZ-A010L1）

2
クルマ安心、快適ケミカル・・・カーライフをもっと豊かに、快適に

クルマ美しケミカル・・・新車の輝きをいつまでも 

　タッチアップペイント
ボディーのかすり傷の補修に便利です。
ルナシルバー・メタリック（08C52-TNH830M）
シャイニンググレー・メタリック（08C52-TNH880M）
クリスタルブラック・パール（08C52-TNH731P）
プレミアムグラマラスブロンズ・パール（08C52-TYR634P）
サーフブルー（08C52-TB609）
ミッドナイトブルービーム・メタリック（08C52-TB610M）
エアーライトブルー・メタリック（08C52-TB626M）
ライムグリーン（08C52-TGY34）
スタリーシルバー・メタリック（08C52-TNH833M）
各￥770（消費税10%抜き 各￥700）各15mL

プラチナホワイト・パール（08C52-TNH883P）
プレミアムサンライトホワイト・パール（08C52-TNH902P）
プレミアムクリスタルレッド・メタリック（08C52-TR565M）
ベース色／トップ色2本セット 各15mL
各￥1,430（消費税10%抜き 各￥1,300）

3 　タイヤ＆合成レザーワックス
美しいツヤを出し、同時に帯電防止でほこりを寄せつけません。
￥1,320（消費税10%抜き ￥1,200）
420mL（08CDE-A010L2）

5

クルマ長持ちケミカル・・・クルマをいつまでも大切に

　タイヤコート
タイヤの表面にスプレーするだけで、
ツヤ出し、UVカット、撥水効果を発揮します。
￥1,760（消費税10%抜き ￥1,600） 
300mL（08CDE -A030M1）

6

7　本革クリーナー
本革シート等の洗浄・保護に効果を発揮。
￥1,100（消費税10%抜き ￥1,000） 
180mL（08CAZ-A010S0）

停止表示板
収納に便利な折りたたみ式。

¥2,640（消費税10%抜き ¥2,400）
（08M09-S2K-001）

¥7,920（消費税10%抜き ¥7,200）
（08Z47-PC1-A00A）

防災安心セット
いざという時に役立つセットアイテムです。

●1人用

¥11,880（消費税10%抜き ¥10,800）
（08Z47-PC1-A00B）

●2人用

¥15,840（消費税10%抜き ¥14,400）
（08Z47-PC1-A00C）

●3人用

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

いざという時の救出・脱出ツールです。

¥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）
（08Z26-E8E-000）

※取付台のはがれ等は保証の対象にはなりません。

レスキューマンⅢ

わさびd’air（デェール）
カーエアコン用消臭抗菌剤です。

¥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）
　　　　 （08R79-E7S-001）

＊エアクリーンフィルターと同時装着する場合、
　取付費は必要ありません。

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

除菌・消臭剤（スチームタイプ）
無香タイプの除菌・消臭剤です。

¥1,320（消費税10%抜き ¥1,200）
（08Z47-PC1-A00D）
※販売会社で施工をしてください。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

除菌・消臭剤（持続タイプ）
除菌・消臭効果が持続します。

¥1,298（消費税10%抜き ¥1,180）
（08Z47-PC1-A00E）
※軟らかい表皮・起毛・布地面等の場合、粘着
　テープを剥がす際に破損するおそれがあり
　ますので取り付けできません。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

0.1H＊



●適用マーク： =全タイプ全タイプ =HYBRID BASIC =HYBRID HOME =HYBRID NESS =HYBRID CROSSTAR =HYBRID CROSSTAR =HYBRID LUXE

=BASIC =HOME =NESS =CROSSTAR =LUXE
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

20 0%使いこなす第一歩！まずは揃えたい、3種の神器P. 0 3 - 0 4

I N T RODUC T ION

まあたらしいF I Tを手にして、それで満足していませんか。

もちろん、そのままでも充分に心を満たしてくれるはず。

でも、あなたのライフスタイルにフィットするアクセサリーをプラスすれば、

F I Tを200%使いこなせるに違いありません。

さぁ、数あるアイテムの中から、お気に入りをセレクトして、

より充実したカーライフをお楽しみください。

f o r  N E S S

f o r  CROSSTAR

f o r  E V E R YO N E

f o r  H OM E

f o r  L U X E

Elegant Color Collection

CONTENT S

使って、なっとくの逸品P. 0 5 - 0 6

ナチュラル志向の使いこなしアイテムP. 0 7 - 0 8

もっと、カジュアルスポーティーにP. 0 9 -10

あなたの遊びゴコロを装うアイテムP.11 -12

上質さと心地よさを究める

“きちんと感”の演出術

P.13 -14

f o r  E V E R YO N E -1

f o r  E V E R YO N E -2

f o r  H OM E

f o r  N E S S

f o r  CROSSTAR

f o r  L U X E

Elegant Color Collection P.15 -16

知れば、知るほど、ほしくなる、使いこなしアイテム

スタイル別おすすめアイテム

すべてのアイテムをご紹介

01 02

EXTERIOR P.17-20 CARRIER SYSTEM P.20 INTERIOR P.21-23 LUGGAGE P.24
UTIL ITY P.25-26 PROTECTION P.26 NAVIGATION P.27-28 NAVI  OPT ION P.29 -30
AUDIO & SPEAKER P.30 DRIV ING SUPPORT P.31-32 CHILD SEAT P.33 PET ITEMS P.34
OTHERS P.35-36 BASIC ITEMS P.37 PACKAGE P.38



ナビ／ドライブレコーダーあんしんパッケージ 01.＋ 02.＋ 03.

単品価格での合計

¥261,800（消費税10%抜き ￥238,000）
パッケージ価格

¥255,200（消費税10%抜き ￥232,000）  3.3H
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。※取付アタッチメント含む。※取付アタッチメント含む。

●Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用

■メーター類は撮影のため点灯。■画面はすべてハメコミ合成です。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。 0403

FITを、楽しく、安心して使いこなすための
マストアイテム、ナビ×ドライブレコーダー×ETC。

手の届きやすいところに
すっきり収まる。

●Honda CONNECT for Gathers＋
　ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用

メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレーにナビやオーディオ情報を表示。
ステアリングリモコンスイッチで、目的地設定や選曲ができます。

エアコンの操作に連動して、温度や風量などをナビ画面に一定時間表示。

ますます便利で使いやすさが広がる、
新しい機能を搭載。
■ナビ・オーディオ情報メーター表示

■エアコン操作フィードバック表示

※Honda CONNECT for Gathers＋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ゲー
　ションを装着した場合に使用できます。

▶ P.27

高画質と多彩な機能で、
安心カーライフ。

02. ドライブレコーダー（フロント用）
       DRH-204VD
          ナビ・スマートフォン連動タイプ／駐車時録画機能付／
          カメラ別体型（取付アタッチメント含む）

03. 後方録画カメラ
オプション

見やすい、使いやすい、収まりがいい。
3拍子揃った大画面。

01. フィット専用 9インチ プレミアム インターナビ
　　　 VXU-205FTi
●Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）  1.4H

04. ETC2.0車載器
           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

※取付アタッチメント等含む。

▶ P.27-28

¥202,400（消費税10%抜き ￥184,000）  0.6H
●オーディオレス車に装着する場合

¥220,550（消費税10%抜き ￥200,500）  1.6H

32GBキット  ¥42,900（消費税10%抜き ￥39,000）  1.8H

1.3H＊DRH-204VDと同時装着する場合、標準取付時間は　　 となります。

▶ P.31

▶ P.31

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000）  1.6H＊

for ギャザズナビ

for ギャザズナビ

※取付アタッチメント含む。

▶ P.27

●オーディオレス車用

¥28,600（消費税10%抜き ￥26,000）  1.4H

Photo：e:HEV HOME（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール　インテリアカラーはソフトグレー

200%使いこなす第一歩!
まずは揃えたい、3種の神器

f o r  E V E R YON E -1

お得な
パッケージ



0605

プロテクションパッケージ 01.＋ 02.＋ 03.＋ 04.
単品価格での合計

¥31,350（消費税10%抜き ￥28,500）
パッケージ価格

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■イラストは説明のためのイメージです。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

¥28,600（消費税10%抜き ￥26,000）  0.9H

お得な
パッケージ

使って、なっとくの逸品

キズと汚れから、愛車を守ってくれる名脇役。 車内をスッキリ！ 収納上手アイテム。

ミラーをドアロックで格納、
アンロックで展開。

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）  1.2H

スマートキーをキズから守る、
本革の上質感も魅力。 雨の日も、雪の日も、アウトドアでも、

足元の汚れからフロアを守ります。

便利な仕切りが4枚ついて、
収納の工夫も自由自在に。

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）  0.2H

05. マルチコンソール

アームレストはスライド式で好みのポジションへ。
開ければ便利な収納スペースが。

06. アームレスト付センターコンソールボックス
  ブラック

¥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）  0.2H
▶ P.23

▶ P.23

手元だから、置きやすい、
取りやすい。

07. コンソール スマートフォントレイ

各¥8,800（消費税10%抜き 各￥8,000）

12. オールシーズンマット
          縁高タイプ／樹脂製／
          カラー 本体：ブラック　ロゴ：グレー

●フロント用 ●リア用0.2H

04. ラゲッジソフトトレイ

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）
▶ P.24

汚れた荷物も、濡れた荷物も、気がねなく。

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）  0.2H
▶ P.24

03. リアパネルライニングカバー
　　   ステンレス製／2枚セット

キズつけやすいところを守り、上質さもプラス。

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）  0.4H

▶ P.26

01. ドアハンドルプロテクションフィルム
 クリア／フロント・リア用左右4枚セット

ドアハンドルの裏側は、爪などが当たりやすいんです。

¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）  0.4H

02. ドアエッジプロテクションフィルム
 クリア／フロント・リア用左右4枚セット

ぶつけやすいドアの縁を、目立たないフィルムで保護します。

▶ P.37

11. キーカバー
　　　本革製／ブラック×ブラウンステッチ

▶ P.35
¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）

10. オートリトラミラー
　　　ドアロック連動タイプ

▶ P.32

f o r  E V E R YON E -2

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）

▶ P.23
トレイサイズ：L158×W100mm

ティッシュボックスを、
すっきり収納。

08. コンソール ティッシュボックストレイ

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）

▶ P.23
トレイサイズ：L240×W120mm

後席からも使いやすく、
取り外しも簡単に。

¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）

09. コンソール トラッシュボックス

▶ P.23
容量：約3L

※写真は説明のためのイメージです。

はプロテクションフィルム貼付箇所です。

▶ P.26

はプロテクションフィルム貼付箇所です。

コンソールコンビネーション

06.＋ 07. 07.＋ 09.06.＋ 08.

一度つけたら手放せない。定番の品々。

e:HEV（FF）用
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■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■メーター類は撮影のため点灯。■画面はハメコミ合成です。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

Photo：e:HEV HOME（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール　インテリアカラーはソフトグレー

ベルベットマルーン・メタリックルナシルバー・メタリック

f o r  H OME
ナチュラル志向の使いこなしアイテム

02. ドアスイッチパネル
　　   ピアノホワイト／貼り付けタイプ／
　　   フロント用左右セット

01. シートカバー フルタイプ
　　   ファブリック／ナチュラルダークグレー×ソフトグレー／フロント・リアセット
　　   運転席・助手席シートバックアッパーポケット＆助手席シートバックポケット対応ファスナー付       

15×6J  PCD100mm  インセット50mm

05. 15インチ アルミホイール
切削／タフタホワイト塗装

¥25,300/1本（消費税10%抜き ￥23,000/1本）  0.6H/1本

▶ P.22

▶ P.22

上質なホワイトで、
インテリアに個性を。

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）  0.2H

心地よい感触の素材。お洒落な2トーンデザイン。

ホワイトのアクセントで、
足元もナチュラルにやわらかく。

毎日使うものだから、
グッと親しみやすいのがいい。
使いやすいだけではなく、見た目にもしっくりくること。

そんな親しみやすさが、毎日を心地よくしてくれます。

¥25,300（消費税10%抜き ￥23,000）  0.6H
▶ P.19

※別途アルミホイール用ホイールナットが必要です。
※16インチ アルミホイール装備車には装着できません。

プラチナホワイト・パール

¥45,100（消費税10%抜き ￥41,000）  1.7H

03. LEDフォグライト（クリア／4.6W〈片側〉／左右セット／色温度：6,000K）
  ＋ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ e:HEV用
お好みのカラーを合わせて、お洒落な雰囲気に。

▶ P.20

●プラチナホワイト・パール
●ルナシルバー・メタリック
●ベルベットマルーン・メタリック

※プラチナホワイト・パールは￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。
※カラーはお好きな色から選べます。

各¥69,300（消費税10%抜き 各￥63,000）  各1.9H

04. LEDフォグライト（クリア／4.6W〈片側〉／左右セット／色温度：6,000K）
  ＋フォグライトガーニッシュ

▶ P.20

■取付位置イメージ図

ME-018



スポーツパッケージ 06.＋ 07.＋ 08.
単品価格での合計

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

パッケージ価格

¥54,670（消費税10%抜き ￥49,700）  1.8H

09 10
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

お得な
パッケージ

f o r  N E S S
もっと、カジュアルスポーティーに

颯爽と街を駆け抜けたい。そんな気持ちに応えてくれるアイテム。

あくまでも、さりげなく、カジュアルに。

スタイリッシュな“ちょい足し”で、
さりげなく差をつける。

04.

06.

07.

01.

09.

05.

03.

Photo：e:HEV NESS（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディーカラーはルナシルバー・メタリック

¥35,200（消費税10%抜き ￥32,000）  0.7H

02. ロアスカート
　　   リア用

▶ P.17
※一部カラーは￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

ルーフエンドを伸びやかに。

03. テールゲートスポイラー

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）  0.8H

▶ P.18

※一部カラーは￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。
※2トーンカラーの場合は、ルーフ色に合わせてお選びください。
※アクセント2トーンカラーの場合は、クリスタルブラック・パール（NH-731P）またはボディー色をお選びください。

スポーティー感を強調する、3連LED光。

01. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット
01. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット
01. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット
01. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット

▶ P.20

¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000）  2.3H

※LEDフォグライトは標準装備です。

※フォグライト＆ビームライトガーニッシュ含む。

颯爽とした走りをイメージ。

04. ロアスカート
　　   フロント用

▶ P.17

¥35,200（消費税10%抜き ￥32,000）  0.8H
※一部カラーは￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

05. ロアスカート
　　   サイド用

¥44,000（消費税10%抜き ￥40,000）  1.2H

▶ P.17
※一部カラーは￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

07. 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

クール＆シックなアクセント。

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）  1.1H
▶ P.18スポーティーな顔つきを演出。

06. フロントグリル

▶ P.18
¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）  1.0H

コクピットの足元にアルミの輝き。

08. スポーツペダル
　　   アルミ製

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）  0.3H
▶ P.22

点灯時 消灯時

16×6J  PCD100mm  インセット50mm

09. 16インチ アルミホイール
切削／フルメタルグレー塗装

¥27,500/1本（消費税10%抜き ￥25,000/1本）  0.6H/1本
視線を集める、精悍なデザイン。

▶ P.19

MS-041



CROSSTARパッケージ 02.＋ 03.＋ 05.
単品価格での合計

¥100,100（消費税10%抜き ￥91,000）
パッケージ価格

¥79,200（消費税10%抜き ￥72,000）  2.5H
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

11 12
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

お得な
パッケージ

f o r  C RO S S TA R
あなたの遊びゴコロを装うアイテム

街へ、海へ、山へ。
これで365日、遊びまくり。
さぁ、今日は、どこへ遊びに行こうか？

ONもOFFもアクティブに楽しむあなたのためのアイテム。

各¥17,600（消費税10%抜き 各￥16,000）  各0.4H
●ダークグレー　●ライトグレー

03. ロアガーニッシュ
　　　フロント用／高輝度シルバー

01. クロスバー
　　　クロスバーフット＋バーセット

▶ P.17

▶ P.20 ▶ P.18

何を積むにも、これが基本。

タフ＆スマートなデザイン。

▶ P.20

¥34,100（消費税10%抜き ￥31,000）  0.6H

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）  0.8H

04. ロアガーニッシュ
　　　サイド用／高輝度シルバー

▶ P.17
¥47,300（消費税10%抜き ￥43,000）  0.7H

02. ロアガーニッシュ
　　　リア用／高輝度シルバー

▶ P.17
¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）  0.7H

スタイリッシュなLED光で、視界良好。

05. LEDフォグライト
          クリア／4.6W〈片側〉／左右セット／色温度：6,000K
05. LEDフォグライト
          クリア／4.6W〈片側〉／左右セット／色温度：6,000K
05. LEDフォグライト
          クリア／4.6W〈片側〉／左右セット／色温度：6,000K
05. LEDフォグライト
          クリア／4.6W〈片側〉／左右セット／色温度：6,000K

06. デカール ボディサイド
          フロント・リア用左右4枚セット
06. デカール ボディサイド
          フロント・リア用左右4枚セット
06. デカール ボディサイド
          フロント・リア用左右4枚セット
06. デカール ボディサイド
          フロント・リア用左右4枚セット

¥45,100（消費税10%抜き ￥41,000）  1.7H
山の稜線をモチーフにしたデザイン。 各¥7,700（消費税10%抜き 各￥7,000）  各0.2H

●ダークグレー　●ライトグレー

▶ P.18

07. デカール テールゲート07. デカール テールゲート07. デカール テールゲート07. デカール テールゲート

03.

05.

01.

06.

04.

デカール ボディサイド（ダークグレー）

デカール テールゲート（ダークグレー）

※フォグライトガーニッシュ含む。

Photo：e:HEV CROSSTAR（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディーカラーはサーフブルー&ブラック

※ルーフレール装備車に装着できます。

点灯時消灯時
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■イルミネーション類は撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■メーター類は撮影のため点灯。■画面はハメコミ合成です。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

ラグジュアリーパッケージ
●ホワイトイルミネーション

04.＋ 05.＋ 06.＋ 07.

単品価格での合計

¥66,000（消費税10%抜き ￥60,000）
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

パッケージ価格

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）  3.6H

f o r  LU X E
上質さと心地よさを究める

お得な
パッケージ

室内空間を心地よく仕立てれば、
ドライブがさらに上質なひとときになる。

落ち着いた雰囲気であなたをやさしく包むアイテム。

質と品を上手にコーディネート。

04. インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション 
　　   LEDキャンドルホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／フロントドア用左右セット

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）
 1.2H

07. オートリトラミラー
　　   ドアロック連動タイプ

03. リアバンパープロテクションフィルム
　　   クリア

¥2,200（消費税10%抜き ￥2,000）  0.2H

05. フットライト
　　   LEDキャンドル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

▶ P.32

06. サイドステップガーニッシュ
　　   LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉連動／FITロゴ）付／
　　   ステンレス製／フロント用左右セット

●Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）  1.0H

02. ラゲッジカバー

▶ P.24

01. USBチャージャー
　　　フロント用／1口／5V／最大2.5A

急速充電に対応したUSBジャックを追加。

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000）  0.4H

ラゲッジルームのプライバシーを保護。

積載時のボディーへのキズつきを防ぐ。

▶ P.21
¥14,300（消費税10%抜き ￥13,000）  1.8H

▶ P.21
¥29,700（消費税10%抜き ￥27,000）  1.2H

▶ P.21
¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）  0.5H

キャンドルホワイトのやわらかな光が点灯。

ドアを開けると、ロゴがゆっくり浮かび上がる。

ミラーをドアロックで格納、
アンロックで展開。

あたたかみのある光で、足元をやさしく照らす。

Photo：e:HEV LUXE（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプレミアムグラマラスブロンズ・パール　インテリアカラーはブラウン

※写真は説明のためのイメージです。

消灯時

点灯イメージ

▶ P.26
※イラストは説明のためのイメージです。

▶ P.26

はプロテクションフィルム貼付箇所です。

標準装備
（1口）

アクセサリー
装着時

（充電専用＋1口）



■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■カットボディーによる撮影。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

●適用マーク：

15 16
=全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL

鞄の転倒を防ぐ助手席バッグキーパー、
ティッシュBOXポケットがついています。

ネイルのようなきらめくラメで、
気分も上がります。

ボルドーピンクの縁取りがアクセント。
可愛さと実用性を兼ね備えています。

ボルドーピンクがワンポイントの
質感の高いレザーです。

FITエンブレムに合わせた
ルージュがアクセントになります。

“きちんと感“の演出術
“きちんと感”のある落ち着いた空間は、いつでも凛とした自分でいられる。

かわいすぎない配色のデザインと機能がそろったエレガントカラーコレクション。

� � � � � � � ��� � � � ��� � � � � � � �� � � � �� �

各¥35,200（消費税10%抜き 各￥32,000）  各0.6H

01. シートカバー フルタイプ
 ファブリック／ネイビー×ボルドーピンク／フロント・リアセット／
 運転席・助手席シートバックアッパーポケット＆
 助手席シートバックポケット対応ファスナー・
 助手席バッグキーパー・ティッシュBOXポケット付

●リアアームレスト装備車用 08P32-PF3-A10A
●リアアームレスト装備無し車用 08P32-PF3-A10

eH eN＊ eC＊

eB B H N＊ C＊

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）  0.2H
08Z03-PF3-A10B

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000）  0.2H
08Z03-PF3-A10A

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）  0.1H
08U92-PF3-A10 ¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）  1.3H

08U98-PF3-A10

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）  0.1H
08F20-PF3-000¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）  0.2H

08P14-PF3-A10

02. ドアスイッチパネル
 ボルドーピンクパール／貼り付けタイプ／
 フロント用左右セット

全タイプ 全タイプ

光が差したとき輝くラメで、
ホルダーの周囲を飾ります。

03. ドリンクホルダーリング
 ボルドーピンクパール／
 フロント用左右セット

04. セレクトノブ
 本革製／ネイビー×ボルドーピンクステッチ

全タイプ 08. エンブレム
          ハイボスカル（樹脂製）

全タイプ06. フロアカーペットマット スタンダードタイプ
          ブラック／ボルドーピンク縁取り／消臭・抗菌加工／
　　　ヒールパッド付／フロント・リアセット

全タイプ

サイズ：W約15.6×L約6cm
取付位置：リア車名エンブレム下

コスメをイメージしたカバーで、
大人のイメージを纏えます。

¥4,950（消費税10%抜き ￥4,500）
08F44-PF3-A10

07. キーカバー
          樹脂製／デラックス／シャンパンゴールド

全タイプ

＊撥水ファブリックシートの撥水効果はなくなります。 ※汚れたときは運転席カバーに付いている洗濯ラベルに従って、洗濯してください。
※W242×L118×H62mm以上のサイズのティッシュボックスを収納することはできません。 ※バッグキーパーは3段階の長さ調整が可能です。バッグがシートクッションから浮かないように調整してください。
※標準装備のドリンクホルダーリングを取り外し装着となります。
※標準装備のセレクトレバーを取り外し装着となります。

シートカバー

ドリンクホルダーリング
セレクトノブ

01.

03.
04.

※オールシーズンマットとの同時装着が可能です。 ※運転席側のマットは、必ず専用ホルダーに固定して使用してください。
※Hondaスマートキーは商品には含まれません。 ※キーカバー（本革製／シリコン製）、ペットキーカバー（肉球）との同時装着はできません。
※ボディーコートの施工前に装着してください。

フロアカーペットマット
キーカバー
エンブレム

06.
07.
08.

しっくりと手になじむ質感で、
握り心地も上質です。

05. ステアリングホイールカバー
          合皮製／ネイビー×ボルドーピンクステッチ

07.

08.

02. 03.

eB eN eC B H N C

ロゴ付 ロゴ付

助手席バッグキーパー許容荷重：3.0kg

意匠登録出願済

表面
裏面

Photo：HOME（FF）　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール　インテリアカラーはブラック



17 18
●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

E X T E R I O R

各¥35,200（消費税10%抜き 各￥32,000）  各0.8H  08F01-TZA-＊＊＊
01. ロアスカート フロント用 eB eH eN eL B H N L eB eH eN eL B H N L

eB eH eN eL B H N L

各¥44,000（消費税10%抜き 各￥40,000）  各1.2H  08F04-TZA-＊＊＊
03. ロアスカート サイド用

各¥35,200（消費税10%抜き 各￥32,000）  各0.7H  08F03-TZA-＊＊＊
02. ロアスカート リア用 08. ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ eN eL07. フロントグリル

各¥27,500（消費税10%抜き 各￥25,000）  各0.8H  08F02-TZA-＊＊＊
11. テールゲートスポイラー

各¥17,600（消費税10%抜き 各￥16,000）  各0.4H
09. デカール ボディサイド フロント・リア用左右４枚セット

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）  0.8H  08F23-TZA-000
04. ロアガーニッシュ フロント用／高輝度シルバー eC C

eC C

eC C

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）  0.7H  08F24-TZA-000
05. ロアガーニッシュ リア用／高輝度シルバー

¥47,300（消費税10%抜き ￥43,000）  0.7H  08F04-TZA-000B
06. ロアガーニッシュ サイド用／高輝度シルバー

①ダークグレー 08F30-TZA-000A
②ライトグレー 08F30-TZA-000

各¥7,700（消費税10%抜き 各￥7,000）  各0.2H
10. デカール テールゲート eB eH eN eC B H N C

①ダークグレー 08F30-TZA-000C
②ライトグレー 08F30-TZA-000B

各¥33,000（消費税10%抜き 各￥30,000）  各0.8H
08F23-TZA-＊＊＊＊

各¥33,000（消費税10%抜き 各￥30,000）  各1.0H
●e:HEV用 08F21-TZA-000E
●ガソリン車用 08F21-TZA-000D

全タイプ

各¥11,550（消費税10%抜き 各￥10,500）

12. ゴールドエンブレム
          Hマーク2個＋車名エンブレム

各¥13,200（消費税10%抜き 各￥12,000）

13. 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

※マッドガードとの同時装着はできません。
※ボディーコートの施工前に装着してください。

ロアスカート フロント用
ロアスカート リア用
ロアスカート サイド用
ロアガーニッシュ フロント用
ロアガーニッシュ リア用
ロアガーニッシュ サイド用 

01.
02.
03.
04.
05.
06.

★プラチナホワイト・パール
　ルナシルバー・メタリック
★プレミアムサンライトホワイト・パール
　シャイニンググレー・メタリック
　クリスタルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★プレミアムグラマラスブロンズ・パール
★ミッドナイトブルービーム・メタリック
　エアーライトブルー・メタリック

NH-883P
NH-830M
NH-902P
NH-880M
NH-731P
R-565M
YR-634P
B-610M
B-626M

■ロアスカート　カラーコード表 ＊＊＊
020
040
050
070
080
090
0D0
0H0
0 J 0

※標準装備のフロントグリルモールディングを取り外し装着となります。
※Hマークは標準装備品と同じデザインとなります。
※標準装備のロアグリル、フォグライトガーニッシュを取り外し装着となります。
※ビームライトとの同時装着はできません。 ※カラーはお好きな色から選べます。 

※ボディーコートの施工前に装着してください。    

フロントグリル

ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ

デカール ボディサイド
デカール テールゲート

テールゲートスポイラー

ゴールドエンブレム
ブラックエンブレム

07.

08.

09.
10.

11.

12.
13.

★プラチナホワイト・パール
　ルナシルバー・メタリック
★プレミアムサンライトホワイト・パール
　シャイニンググレー・メタリック
　クリスタルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★プレミアムグラマラスブロンズ・パール
　サーフブルー
★ミッドナイトブルービーム・メタリック
　エアーライトブルー・メタリック
★スタリーシルバー・メタリック

NH-883P
NH-830M
NH-902P
NH-880M
NH-731P
R-565M
YR-634P
B-609
B-610M
B-626M
NH-833M

■テールゲートスポイラー　カラーコード表 ＊＊＊
020
040
050
070
080
090
0D0
0G0
0H0
0 J 0
0K0

全タイプ

eB eH eN eL
B H N L

①ダークグレー

②ライトグレー

①ダークグレー

②ライトグレー

※カラーコード表★付カラーは￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）
　高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）
　高となり、表示価格には含まれません。

ベルベットマルーン・メタリックルナシルバー・メタリック

プラチナホワイト・パール

■取付位置イメージ図

■取付位置イメージ図

01

■取付位置イメージ図 ■取付位置イメージ図

02 03

04 05 06

★プラチナホワイト・パール
　ルナシルバー・メタリック
　ベルベットマルーン・メタリック

NH-883P
NH-830M　
YR-572M

■ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ　カラーコード表 ＊＊＊＊
010A
020A
030A

※カラーコード表★付カラーは￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）
　高となり、表示価格には含まれません。

※標準装備のテールゲートスポイラーを取り外し装着となります。 ※2トーンカラー
の場合は、ルーフ色に合わせてお選びください。 ※アクセント2トーンカラーの場合
は、クリスタルブラック・パール（NH-731P）またはボディー色をお選びください。

※LEDフォグライトと同時装着の場合は、P.20参照。

※標準装備のエンブレムを取り外し装着となります。 

1.1H
用

用
●
● eN eLeHeB
eC C

08F20-TZA-000
1.2H 08F20-TZA-000B

LNHB

1.1H
用

用
●
● eN eLeHeB
eC C

08F20-TZA-000A
1.2H 08F20-TZA-000C

LNHB
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 20
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

■色温度イメージグラフ

ノーマル
バルブ

3,000K 4,000K 5,000K

ハイケルビン
バルブ

約61cm

C A R R I E R  S Y S T E M

16×6J  PCD100mm  インセット50mm
01. 16インチ アルミホイール

¥17,600/1本（消費税10%抜き ￥16,000/1本）
 0.6H/1本  08W16-TZA-000

MS-041
ブレードシルバー塗装

¥27,500/1本（消費税10%抜き ￥25,000/1本）
 0.6H/1本  08W16-TZA-000A

MS-041
切削／フルメタルグレー塗装

15×6J  PCD100mm  インセット50mm
02. 15インチ アルミホイール

¥14,850/1本（消費税10%抜き ￥13,500/1本）
 0.6H/1本  08W15-TZA-000

ME-018
ブレードシルバー塗装

¥25,300/1本（消費税10%抜き ￥23,000/1本）
 0.6H/1本  08W15-TZA-000A

ME-018
切削／タフタホワイト塗装

¥28,600/1本（消費税10%抜き ￥26,000/1本）
 0.6H/1本  08W15-TZA-000B

MS-025
切削／プラウドシルバー塗装

¥31,900/1本（消費税10%抜き ￥29,000/1本）
 0.6H/1本  08W15-TZA-000C

MS-025
フルメタルグレー塗装

¥25,300/1本（消費税10%抜き ￥23,000/1本）
 0.6H/1本  08W15-TZA-000D

MS-033
切削／プラウドシルバー塗装

¥25,300/1本（消費税10%抜き ￥23,000/1本）
 0.6H/1本  08W15-T5A-000D

MG-020
切削／グリントブラック塗装

15×6J  PCD100mm  インセット50mm
02. 15インチ アルミホイール

¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800）
 0.3H＊1  08W42-SR3-B00

03. アルミホイール用ホイールナット
①キャップタイプ 16個セット

¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800）
 0.3H＊1  08W42-TDJ-000

②ブラック／キャップタイプ 16個セット

¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800）
 0.2H＊2  08W42-SR3-E00

04. アルミホイール用ホイールロックナット 05. 収納ケース
①キャップタイプ 4個セット

全タイプ

¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800）
 0.2H＊2  08W42-SNW-000

②ブラック／キャップタイプ 4個セット

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000）
 0.2H＊2  08W42-SJK-003A ¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）

08W42-TF0-000

③キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000）
 0.2H＊2  08W42-TEA-001

④ブラック／キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

全タイプ 全タイプ

①
①

②

③

④②

¥2,310（消費税10%抜き ￥2,100）
 0.1H  08V30-E89-000E

08. ハイケルビンバルブ
　　   ポジションランプ用／W5W（5W）2個セット

09. クロスバー

06. LEDフォグライト
          クリア／4.6W〈片側〉／左右セット／色温度：6,000K

07. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット
07. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット
07. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット
07. ビームライト
          LEDホワイトイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／左右セット

クロスバーフット ￥28,600（消費税10%抜き ￥26,000）

合計 ¥34,100（消費税10%抜き ￥31,000）

0.6H

0.6H

08L04-TZA-000

バーセット ￥5,500（消費税10%抜き ￥5,000） 08L02-TA1-B00

合計 ¥67,100（消費税10%抜き ￥61,000）

アタッチメント

許容荷重：45kg

eC C

サイズ：W50×H2.5cm

¥4,730（消費税10%抜き ￥4,300）
 0.1H  08L05-TA1-000

10. サーフボードクッション

サイズ：W5.5×H5cm

¥1,078（消費税10%抜き ￥980）
 0.1H  08L03-TA1-003

11. スキー／マストホルダー
          1セット積み

許容荷重：36kg
サイズ：L110×W82×H9cm

¥42,900（消費税10%抜き ￥39,000）
 0.5H  08L08-TA1-A02

15. ルーフアルミラック シルバー

許容荷重：28kg
サイズ：L195×W75×H22.5cm

¥95,700（消費税10%抜き ￥87,000）
 0.3H  08L20-E09-002

14. ルーフボックス ブラック（ロック付）

サイズ：L90×W90cm

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
08L96-E09-000

16. ラゲッジネット ルーフアルミラック用

サイズ：L500×W2.5cm

¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800）
08L35-TA1-000

17. タイダウンベルト ベルト2本入り

許容荷重：36kg
サイズ：W83.5×H12cm
積載部幅：28cm×2

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）
08L03-E09-001A

12. スキー／スノーボードアタッチメント
          （ロック付）フラットタイプ

許容荷重：36kg
サイズ：W80×H12cm
積載部幅：62.5cm

¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）
08L03-E09-001B

13. スキー／スノーボードアタッチメント
          （ロック付）ガルウイングタイプ

B

E X T E R I O R

eH eN eL H N L eB eH B H

eB eH B H

eB eH B H

※16インチ アルミホイール装備車に取り外し装着できます。
※15インチ ホイール装備車に取り外し装着できます。 ※スチールホイール装備車に装着する場合、アルミホイール用ホイールナットが必要です。
＊1 アルミホイールと同時装着する場合、取付費は必要ありません。
＊2 アルミホイールまたはアルミホイール用ホイールナットと同時装着する場合、取付費は必要ありません。
※Moduloアルミホイールまたは標準装備のアルミホイールに装着できます。

※標準装備のホイールサイズよりインチアップ、インチダウンはできません。

※スチールホイールには装着できません。

16インチ アルミホイール
15インチ アルミホイール
アルミホイール用ホイールナット

アルミホイール用ホイールロックナット

01.
02.
03.

04.

※ビームライトとの同時装着は可能ですが、ガーニッシュは専用ガーニッシュとなります。詳しくは07.ビームライトをご確認ください。
※ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ取付の場合：カラーはお好きな色から選べます。
※ロアグリル＆フォグライトガーニッシュとの同時装着はできません。
※LEDヘッドライト装備車には装着できません。 ※消耗品のため保証の対象にはなりません。 
※ルーフレール装備車に装着できます。 ※クロスバーフット＋バーセットの組み合わせでクロスバーになります。 ※ルーフより約9cm高くなります。
※必ず、適用している別売の純正アタッチメントとの組み合わせで使用してください。純正アタッチメントで指定している積載物のみ載せることができます。
※長尺物積載時はHonda SENSINGのフロントワイドビューカメラの感知範囲を妨げないように注意してください。Honda SENSINGの機能に影響が出るおそれがあります。
※別売のタイダウンベルトを使用して、サーフボード1枚のみ載せることができます。
※スキー板1セット、またはウインドサーフィンマスト1本積載可能です。
※スノーボード4枚、またはスキー板6セット積載可能です。スキー、スノーボード形状により積載可能数は異なります。
※ルーフより約21cm高くなります。
※積載物は外枠（サイドパネル／ウイングパネル／カバー）の内側に載せてください。外枠の上に載せると外枠が変形し積載物が脱落するおそれがあります。
※積載物は別売のタイダウンベルトやラゲッジネットで確実に固定してください。 

※各アタッチメントの装着には別売のクロスバーが必要です。
※各アタッチメントの許容荷重を超えない範囲でご使用ください。

LEDフォグライト

ビームライト
ハイケルビンバルブ

クロスバー

サーフボードクッション
スキー／マストホルダー

スキー／スノーボードアタッチメント

ルーフアルミラック

06.

07.
08.

09.

10.
11.

12. 13.

15.

本体 ￥36,300（消費税10%抜き ￥33,000）

合計 各¥45,100（消費税10%抜き 各￥41,000）各1.7H

1.7H 08V31-TZA-000

フォグライトガーニッシュ
各￥8,800（消費税10%抜き 各￥8,000）

B H 08V38-TZA-000J用
08V38-TZA-000H用eC

eHeB

C

本体 ￥36,300（消費税10%抜き ￥33,000）

合計 各¥69,300（消費税10%抜き 各￥63,000）各1.9H

1.9H 08V31-TZA-000

08F23-TZA-＊＊＊＊
ロアグリル&フォグライトガーニッシュ

各￥33,000（消費税10%抜き 各￥30,000）

本体 ￥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）3.1H

3.1H

08V30-TZA-000

LEDフォグライト ￥36,300（消費税10%抜き ￥33,000） 08V31-TZA-000
08V38-TZA-A00G

フォグライト&ビームライトガーニッシュ
￥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）

合計 ¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000）

本体 ￥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）2.3H 08V30-TZA-000

08V38-TZA-A00G
フォグライト&ビームライトガーニッシュ

￥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）

2.3H

合計 ¥35,200（消費税10%抜き ￥32,000）

本体 ￥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）2.3H 08V30-TZA-000

08V38-TZA-000G
フォグライト&ビームライトガーニッシュ

￥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）

2.3H

取り外したナットを収納する
ケースです。

eC C

● に装着する場合eB eH B H

● に装着する場合eN N

● に装着する場合eL L

①フォグライトガーニッシュ取付の場合 eCeHeB B H C

②ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ取付の場合 eHeB

①

点灯時消灯時

★プラチナホワイト・パール
　ルナシルバー・メタリック
　ベルベットマルーン・メタリック

010A
020A
030A

NH-883P
NH-830M　
YR-572M

■ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ　カラーコード表 ＊＊＊＊

※カラーコード表★付カラーは￥3,300
   （消費税10%抜き ￥3,000）高となり、
　表示価格には含まれません。

N L にLEDフォグライトは標準装備です。

※LEDフォグライト装備車にロアグリル＆フォグライトガーニッシュを装着する場合は、P.18参照。

※ eLeN
C 用eCB H 用eHeB

用eHeB

ベルベットマルーン・メタリックルナシルバー・メタリックプラチナホワイト・パール

②
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 22

■イルミネーション類は撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。■メーター類は撮影のため点灯。■イラストは説明のためのイメージです。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

※標準装備のフロントマップランプを取り外し装着となります。 ※LEDルームランプ（フロントマップランプ用）との同時装着はできません。
※Honda CONNECT for Gathers＋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。

※ラグジュアリーパッケージとの同時装着はできません。

LEDダウンライト

サイドステップガーニッシュ LEDイルミネーション付
サイドステップガーニッシュ LEDイルミネーション無し

02.

04.
05.

＊撥水ファブリックシートの撥水効果はなくなります。 ※汚れたときは運転席カバーに付いている洗濯ラベルに従って、洗濯してください。 　　　　　　　
※標準装備のセレクトレバーを取り外し装着となります。

シートカバー
セレクトノブ

06.
07.

各¥14,300（消費税10%抜き 各￥13,000）  各1.8H

03. インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション 
　　   LEDイルミネーション（エンジン〈パワー〉スイッチ連動）／フロントドア用左右セット

①キャンドルホワイトイルミネーション 08E20-TZA-000A
②ブルーイルミネーション 08E20-TZA-000B

全タイプ

各¥29,700（消費税10%抜き 各￥27,000）  各1.2H

04. サイドステップガーニッシュ
　　   LEDイルミネーション（ドア開閉連動／FITロゴ）付／ステンレス製／フロント用左右セット

①ホワイトイルミネーション 08E12-TZA-000A
②ブルーイルミネーション 08E12-TZA-000B

全タイプ

02. LEDダウンライト
　　   LEDホワイト照明（スモールランプ連動）／LEDマップランプ付

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000）  0.3H  08E12-TZA-000C

eB eH B H

08. ドアスイッチパネル
 ピアノホワイト／貼り付けタイプ／
 フロント用左右セット

全タイプ

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）  0.2H  
08Z03-TZA-010

①キャンドルホワイトイルミネーション ②ブルーイルミネーション

①キャンドルホワイトイルミネーション

②ブルーイルミネーション

①ホワイトイルミネーション（点灯時） ②ブルーイルミネーション（点灯時）

消灯時

各¥13,200（消費税10%抜き 各￥12,000）  各0.3H
10. スポーツペダル アルミ製

●e:HEV用 08U74-TZA-000A
●ガソリン車用 08U74-TZA-000

各¥11,000（消費税10%抜き 各￥10,000）  各0.5H

01. フットライト
　　   LED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

①キャンドルホワイトイルミネーション 08E10-TZA-000A
②ブルーイルミネーション 08E10-TZA-000B

全タイプ

07. セレクトノブ
 本革製／ブラック

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）  0.1H  08U92-TZA-010

eB eN eC B H N C

09. ステアリングホイールカバー
 本革製／ブラック

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）  1.5H  08U98-TZA-010

eB eN eC B H N Cドアを開けるとゆっくり点灯します。

05. サイドステップガーニッシュ
　　   LEDイルミネーション無し／FITロゴ付／ステンレス製／フロント用左右セット

全タイプ

LEDダウンライト

※写真は他車種の装着例です。

eH
eB
eN＊ eC＊

B H N＊ C＊

各¥25,300（消費税10%抜き 各￥23,000）  各0.6H

06. シートカバー フルタイプ
　　   ファブリック／ナチュラルダークグレー×ソフトグレー／フロント・リアセット
　　   運転席・助手席シートバックアッパーポケット＆助手席シートバックポケット対応ファスナー付

●リアアームレスト装備車用 08P32-TZA-000A
●リアアームレスト装備無し車用 08P32-TZA-000

全タイプ

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）  0.8H  08E13-TZA-010
セレクトレバー周辺をさりげなく照らします。

※サイドシルプロテクションフィルムとの同時装着はできません。 ※ボディーコートの施工前に装着してください。

I N T E R I O R

■取付位置イメージ図
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 24

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■イラストは説明のためのイメージです。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

I N T E R I O R L U G G A G E

※ラゲッジトレイ、ラゲッジソフトトレイ、プロテクションパッケージ、ドキュメントバッグとの同時装着はできません。
※ラゲッジトレイ、ラゲッジマットとの同時装着はできません。
※ラゲッジソフトトレイ、ラゲッジマット、プロテクションパッケージとの同時装着はできません。
※アドバンスドルームミラー、ドライブレコーダー（リア用）、ドライブレコーダー（DRH-204VD）用オプションの後方録画カメラとの同時装着は可能ですが、すでにアドバンスドルームミラー、ドライブレコーダー（リア用）、
　ドライブレコーダー（DRH-204VD）用オプションの後方録画カメラが装着されている車両に後から装着することはできません。

ラゲッジマット
ラゲッジソフトトレイ
ラゲッジトレイ

ラゲッジカバー

01.
02.
03.

04.

全タイプ

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）  0.2H  08U60-TZA-A10

02. マルチコンソール

全タイプ

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500） 08Z47-PC1-B00G

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000） 08Z47-PC1-B00H

03. コンソール
　　スマートフォントレイ 全タイプ

¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500） 08Z47-PC1-B00F

04. コンソール
 ティッシュボックストレイ

05. コンソール
 トラッシュボックス

全タイプ

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）  1.0H  08U35-TZA-010
04. ラゲッジカバー

全タイプ

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）  0.2H  08F07-TZA-000

05. リアパネルライニングカバー
 ステンレス製／2枚セット

03. ラゲッジトレイ 縁高タイプ

各¥11,000（消費税10%抜き 各￥10,000）
●e:HEV（FF）用 08U45-TZA-000A
●e:HEV（4WD）用 08U45-TZA-000B
●ガソリン車用 08U45-TZA-000

01. ラゲッジマット 防水タイプ

●e:HEV（FF）用 08P11-TZA-000A
●e:HEV（4WD）用 08P11-TZA-000B
●ガソリン車用 08P11-TZA-000

02. ラゲッジソフトトレイ
各¥11,000（消費税10%抜き 各￥10,000）
●e:HEV（FF）用 08U45-TZA-000D
●e:HEV（4WD）用 08U45-TZA-000E
●ガソリン車用 08U45-TZA-000C

全タイプ

各¥9,900（消費税10%抜き 各￥9,000）

※アームレスト付センターコンソールボックス装備車には装着できません。 ※マルチコンソール、コンソール トラッシュボックスとの同時装着はできません。
※アームレスト付センターコンソールボックス装備車には装着できません。
※アームレスト付センターコンソールボックス、コンソール スマートフォントレイ、コンソール ティッシュボックストレイ、コンソール トラッシュボックスとの同時装着はできません。

※ティッシュボックスのサイズによっては置けない場合があります。 
※アームレスト付センターコンソールボックス装備車、アームレスト付センターコンソールボックス装着車は、
　L230×W120mm以内のティッシュボックスに対応となります。
※アームレスト付センターコンソールボックス装備車には装着できません。 ※アームレスト付センターコンソールボックスとの同時装着はできません。

アームレスト付センターコンソールボックス

マルチコンソール

コンソール スマートフォントレイ

コンソール ティッシュボックストレイ

コンソール トラッシュボックス

01.

02.

03.

04.

05.

※マルチコンソールとの同時装着はできません。
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

01. アームレスト付センターコンソールボックス
02. マルチコンソール
03. コンソール スマートフォントレイ
04. コンソール ティッシュボックストレイ
05. コンソール トラッシュボックス

03. 04.はいずれかとの同時装着が可能です。

01. 04. 05.はいずれかとの同時装着が可能です。
01. 03.はいずれかとの同時装着が可能です。

01. 02. 03. 04. 05. 備　考

×
○
○
×

×

×
×
×

○
×

○
○

○
×
○

×

×
×
○
×

■コンソールアイテム組み合わせ表

01. アームレスト付センターコンソールボックス
 ブラック

¥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）  0.2H  08U89-TZA-010

全タイプ

アームレストの下は便利な収納スペース。
アームレストはスライド(約8cm)もできます。

便利な仕切り4枚付き。
置くものに合わせて仕切りの位置を調節できます。

スマートフォンに充電用コードを接続したまま
置くことができます。

後席からも捨てやすく、取り外しも簡単です。

トレイサイズ：L158×W100mm

容量：約3L

トレイサイズ：L240×W120mm

全タイプ

全タイプ

全タイプ

コンソールコンビネーション

01.＋ 03. 03.＋ 05.01.＋ 04.

※アームレスト付センターコンソールボックス装備車、
アームレスト付センターコンソールボックス装着車は、
スマートフォントレイとティッシュボックストレイを同時に
装着することはできません。

e:HEV（FF）用

e:HEV（FF）用

e:HEV（FF）用
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 26

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■画面はハメコミ合成です。■イラストは説明のためのイメージです。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

使用イメージ 使用イメージ

＊1 消耗品のため保証の対象にはなりません。 ＊2 オイルの種類を変える場合や、オイルを使い切りましたら、オイルパッドを交換してください。 ※照明は、常時点灯モードと点滅モードに切り替えができます。
※ディフューザーの保証期間は、お買い上げ日より1年間（2万kmまで）です。※エアーアロマ　　　　　　  は、air aroma社の商標です。 ※詳しくは専用カタログをご覧ください。 ※写真は他車種の装着例です。

取付可能タブレット端末サイズ　幅：約15～21cm／厚さ：
約0.7～1.2cm（参考サイズ：7～12インチ）　許容荷重：1.0kg

U T I L I T Y

P R O T E C T I O N

01. 「ナノイー」うるケア・ヴェールライト

お肌や髪にやさしい水に包まれた弱酸性の「ナノイー」を放出し、
室内を爽やかな環境に導きます。

本体 ￥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）

合計 ¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000）

08R75-E5A-000

取付アタッチメント ￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000） 08R75-TZA-000

取付位置：ルームランプ部
サイズ：直径180mm　ルーフからの厚み：約45mm

02. プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
           高濃度プラズマクラスター25000／天吊りタイプ／LEDドームランプ付

イオンの力で車内のウイルスを抑制、カビ菌・ダニなどの
アレル物質を分解・除去。

車両装備の音楽・動画再生用USBジャックに充電専用USBジャック    
（最大2.5A急速充電対応）を追加する小型USBチャージャーです。

充電専用USBジャック（最大2.5A急速充電対応）

本体 ￥18,920（消費税10%抜き ￥17,200）

合計 ¥19,470（消費税10%抜き ￥17,700）

08R75-E0H-A00

サブハーネスアタッチメント ￥550（消費税10%抜き ￥500） 08E14-T4R-000

取付位置：ルームランプ部
サイズ：L192×W130×H33mm

全タイプ 全タイプ

※「ナノイー」は、パナソニック株式会社の技術です。

プラズマクラスター
マーク及び
プラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の
商標です。

04. LEDルームランプ
 　　  LEDバルブ（ホワイト）1個入り／12V/0.7W

03. LEDルーフ照明
          交換タイプ１個入り／スポットライト、ブルーイルミネーション、室内照明

ルームランプを交換することで、3種類の照明が楽しめます。

本体 ￥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）

合計 ¥13,750（消費税10%抜き ￥12,500）

08E13-E81-010

サブハーネスアタッチメント ￥550（消費税10%抜き ￥500） 08E14-T4R-000

オレンジLED照明点灯イメージ

全タイプ

●ルームランプ用 08E13-E4A-A00 eB eH B H
●ラゲッジルームランプ用 08E13-E4A-A00
●フロントマップランプ用 08E13-E4A-B00

eH eN eC eL
eB eH B H

各¥3,850（消費税10%抜き 各￥3,500）

各¥3,080（消費税10%抜き 各￥2,800） 各¥1,540（消費税10%抜き 各￥1,400）

05. アロマモーメント 全タイプ

●ディフューザーキット

キット内容
・ディフューザー（オレンジLED照明付／1個）
・エッセンシャルオイル（5mL/1個）
・オイルパッド（装着済1枚／交換用3枚）

追加用
●エッセンシャルオイル（5mL）＊1

08CUC-＊＊＊-0S0

●交換用オイルパッドセット（5枚セット）＊1 ＊2

08R72-E3G-G00
¥330（消費税10%抜き ￥300）

08R72-E3G-＊＊＊ オレンジ パラダイス
フレッシュ シトロン
コーラル ミント
ラベンダー ドロップ
ピンキー ロゼ
ピュア ハーブ

A00
B00
C00
D00
E00
F00

X03
X04
X05
X06
X07
X08

■エッセンシャルオイル ＊＊＊＊＊＊

※LEDルーフ照明、LEDルームランプ（ルームランプ用）、「ナノイー」うるケア・ヴェールライトとの同時装着はできません。 
※LEDルームランプ（ルームランプ用）、プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明、「ナノイー」うるケア・ヴェールライトとの同時装着はできません。 
※LEDルーフ照明、プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明、「ナノイー」うるケア・ヴェールライトとの同時装着はできません。
※Honda CONNECT for Gathers＋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。

※2個必要となります。 ※LEDダウンライトとの同時装着はできません。 ※Honda CONNECT for Gathers＋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。

※装着には別売のスマートクリップが必要です。 
※装着には別売のスマートクリップが必要です。
※ジャケット、コートの長さによってはフロアに触れる場合があります。

「ナノイー」うるケア・ヴェールライト 

プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
LEDルーフ照明 

LEDルームランプ

アロマモーメント

スマートクリップ
タブレットホルダー

ハンガー

※標準装備のバルブを取り外し装着となります。
※点灯イメージは撮影のため点灯した状態を強調し
　再現したものです。実際の点灯色とは異なります。
※写真は他車種の装着例です。

※標準装備のルームランプを取り外し装着となります。
※写真は他車種の装着例です。

※写真は他車種の装着例です。

01.

02.
03.

04.

05.

06.
07.

08.

ルームランプ用

ラゲッジルームランプ用
フロントマップランプ用

全タイプ

¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000） 08U08-E6J-010

06. スマートクリップ 角度調整機構付

全タイプ

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）  0.3H  08P70-TZA-000

全タイプ

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000） 08U08-E6J-010A

取付位置：運転席・助手席ヘッドレスト部

07. タブレットホルダー 回転機構付 全タイプ

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000） 08U08-E6J-010B
08. ハンガー

09. USBチャージャー
各¥6,600（消費税10%抜き 各￥6,000）

全タイプ

取付位置：センターロアーカバー

eB B H N C L

取付位置：テーブルコンソール後部

許容荷重：1.0kg

07.タブレットホルダー、08.ハンガーを装着する
ベースです。

本体

用

￥22,000（消費税10%抜き ￥20,000） 08U58-TZA-000

取付アタッチメント 各￥8,800（消費税10%抜き 各￥8,000）

合計 各¥30,800（消費税10%抜き 各￥28,000）

08U58-TZA-010A

用 08U58-TZA-A10A

取付位置：スマートフォントレー
ワイヤレス充電器サイズ：約145×約84mm

面発光ライト

ブルーイルミネーション

スポットライト LEDルームランプ 標準ランプ

11. 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・リア用左右4枚セット

10. ワイヤレス充電器
          Qi（チー）規格／15W急速充電対応

全タイプ

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）  0.4H  08P48-TZA-C00

12. ドアハンドルプロテクションフィルム
          クリア／フロント・リア用左右4枚セット

全タイプ

¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）  0.4H  08P20-TZA-000

13. ドアエッジプロテクションフィルム
          クリア／フロント・リア用左右4枚セット

全タイプ

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）  0.2H  08P04-E3E-A00

14. サイドシルプロテクションフィルム
          クリア／フロント用左右セット

¥2,200（消費税10%抜き ￥2,000）  0.2H  08P48-TZA-000

15. リアバンパープロテクションフィルム
          クリア

eB eH eN eL B H N L

※ペットシートマットとの同時使用はできません。※ペットシートサークルとの同一箇所での同時使用はできません。 ※アシスト
グリップ（ヘッドレスト取付仕様）との助手席での同時使用はできません。 ※安全のため、走行中はスマートクリップ、タブ
レットホルダー、ハンガーを取り外すか、スマートクリップにタブレットホルダーを装着（タブレット端末は外す）した状態に
してください。 ※背もたれの角度やシートの種類によっては、背もたれが起きません。その場合は手で動かしてください。

②リア用

①フロント用

※消費電流が2.5A以下であっても充電できないUSBデバイスがあります。※充電専用のため音楽などの再生はできません。 ※アイドリングストップからエンジンが再始動すると、一時的に充電が停止することがあります。 
※ワイヤレス充電器装備車には装着できません。 ※充電可能エリアに収まらないQi対応機器の充電は行えません。 ※Qi対応機器の機種によっては正常に作動しない場合や、ご注意いただきたい項目があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。※植え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。ご使用にあたっては医師とよくご相談ください。
■“Qi”および    マークはワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）の商標です。■    マークが付いている製品は、ワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）によるワイヤレス給電規格に適合しています。 
※ドアハンドルプロテクションフィルム、プロテクションパッケージとの同時装着はできません。 
※ドアハンドルプロテクションカバーとの同時装着はできません。

※サイドステップガーニッシュ、ラグジュアリーパッケージとの同時装着はできません。

USBチャージャー

ワイヤレス充電器

ドアハンドルプロテクションカバー 
ドアハンドルプロテクションフィルム 
ドアエッジプロテクションフィルム 
サイドシルプロテクションフィルム 
リアバンパープロテクションフィルム 

09.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

イオン放出・LEDルーフ照明点灯イメージ「ナノイー」放出・LED照明点灯イメージ

eH eN eC eL H N C L
eB B

1.1H

1.1H

0.3H

0.3H

0.3H

0.3H

各0.7H

各0.7H

※LEDルーフ照明、LEDルームランプ（ルームランプ用）、プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明との同時装着はできません。 ※「nanoe」、「ナノイー」および
「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。※「ナノイー」について、詳しくはパナソニック株式会社のホームページをご覧ください。

　　　  はプロテクションフィルム貼付箇所です。

※ボディーコートの施工前に装着してください。

取付位置：ルームランプ部

①フロント用

Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用
1口／5V／最大2.5A
 0.4H  08U57-TZA-000

②リア用

2口／5V／各最大2.5A
 1.4H  08U57-TZA-A00

標準装備
（1口）

アクセサリー
装着時

（充電専用＋1口）



※1 Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車の場合、別売のデジタルTV用フィルムアンテナ（12セグ＋ワンセグ放送用 2ch）を装着することで4アンテナ仕様となります。また、裏サーチが追加機能として利用できます。 ※2 著作権保護
されたWMAまたはAACは再生できません。再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。 ※3 再生可能なFLAC、WAVはサンプリング周波数が192kHzまでとなります。48kHzに変換して再生します。 ※4 Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャル
パッケージ装備車の場合、USB接続ジャックは必要ありません。 ※5 ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着が必要です。 ※6 リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）との同時装着が必要です。

＊字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

※正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ※ナビゲーションによるルート案内や音声ガイド時は、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因となります。 ※安全のため走行中の運転者に
よる操作はしないでください。前方不注意により交通事故の原因となります（走行中は操作に制限があります）。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください。 ※ナビゲーションシステムは､安全のため､走行中にはDVDビデオやTV画面、ビデオなどの映像は表示
されません。音声のみお楽しみいただけます。 ●iPod、iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod、iPhoneは、
米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、本田技研工業株式会社と株式会社ホンダアクセスはライセンスに基づき使用しています。 ●NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。 
●Drive T＠lkerは、パナソニック株式会社の登録商標です。

27
●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 28

■画面はすべてハメコミ合成です。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

●

フラッシュメモリー 8GB＋SDカード 8GB（地図用）
8インチ W-VGA 抵抗膜式タッチパネル

　●※1

●（-R/-RW）
●

●（MP3/WMA）

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V） 

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/M4V） 

◎
◎（5V／最大1.0A）

●
●（ワイドFM対応）

●
●
●

●
所定の時期に3回（毎年1回3年間）

2020年秋頃
フラッシュメモリー 8GB＋SDカード 8GB（地図用）＋SDカード 8GB（CD録音用）
9インチ HD液晶 静電容量式タッチパネル＋ダイレクトボンディング

    ●※1

●（-R/-RW）
●

●（MP3/WMA）
●

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3

●（MP4/M4V） 
◎（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※3

◎（MP4/M4V） 
◎

◎（5V／最大1.5A）
●

●（ワイドFM対応）
●
●
●
●
◎

●

フラッシュメモリー  8GB＋SDカード  8GB（地図用）
7インチ W-VGA 抵抗膜式タッチパネル

　

●（MP3/WMA）

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V） 

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/M4V） 

◎
◎（5V／最大1.0A）

●
●（ワイドFM対応）

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

◎

●
●
●
●
●
●
●

◎

●
◎※6

●
●
●
●
●

◎

◎
◎
◎
◎

2018年12月
2018年10月
2018年11月

◎
◎
◎
◎

2018年12月
2018年10月
2018年11月

◎
◎
◎

2018年12月
2018年10月
2018年11月

N A V I G A T I O N

＊1 渋滞を回避するルートの誘導は行いません。 ＊2 画像表示機能および画像表示で受けられるサービスには対応しておりません。

VXU-205FTi
VXM-205VFEi
VXM-205Ci

ETC2.0車載器
発話型ETC2.0車載器
ETC車載器

01.
05.
06.

02.
03.
04.

※別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要です。

おすすめナビ
インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわったフィット専用デザイン。大型の「9インチHD液晶モニター」により高画質を追求したオススメモデル。

大型の9インチHD液晶モニターと、光の反射を抑えて画面の見やすさを
向上させる技術（ダイレクトボンディング）を採用。
所定の時期に3回、地図データ無償更新。（毎年1回3年間 ※初回は2020年秋頃を予定）
ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、フィット専用音響
チューニング「音の匠」にも対応。

▶

▶

▶

●Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9 （パナソニック製）

取付位置：ドライバーロアーカバー内

取付アタッチメント ￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）

合計 ¥205,543（消費税10%抜き ￥186,858）

0.6H

0.6H

08B40-TZA-A00D
本体 ￥198,000（消費税10%抜き ￥180,000） 08A60-TZA-J00

ナビゲーションロック ￥3,143（消費税10%抜き ￥2,858） 08B40-0P0-A00

●Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用

￥7,700（消費税10%抜き ￥7,000）

合計 ¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）

08E25-PH0-C00￥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）
08E26-TZA-D00B

01. フィット専用 9インチ プレミアム インターナビ VXU-205FTi

02. ETC2.0車載器 ナビ連動タイプ
          アンテナ分離型

「ETC2.0」のさまざまなサービスに
対応。ETC機能も搭載し、ナビ画面
と音声で料金をご案内、ETCカード
の有効期限切れもお知らせします。
ナビ画面での履歴確認も可能。

●オーディオレス車用

￥8,800（消費税10%抜き ￥8,000）

合計 ¥28,600（消費税10%抜き ￥26,000）

08E25-PH0-C00￥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）
08E26-TZA-D00A

1.4H

1.4H

1.4H

各1.3H

各1.3H

各1.3H

各1.3H

1.4H

08E25-PH0-B00￥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）

03. 発話型ETC2.0車載器
          GPS付/アンテナ分離型

GPSとスピーカーを搭載しているの
でカーナビとの接続が不要。渋滞回
避支援＊1や安全運転支援など、
「ETC2.0」のサービス＊2を音声でご
案内、ETCカードの有効期限切れも
お知らせします。

取付位置：ドライバーロアーカバー内

各￥6,600（消費税10%抜き 各￥6,000）

合計 各¥34,100（消費税10%抜き 各￥31,000）

Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用
オーディオレス車用

08E26-TZA-B00B
08E26-TZA-B00A

全タイプ

■「ETC2.0」では、渋滞回避支援や安全運転支援、自動料金収受などのサービスが受けられます。また、ETC2.0車載器を装着した車両を対象に、「圏央道割引」や「賢い料金 社会実験（一時退出）」が実施されています。 
■「ETC2.0」サービスについて詳しくは、ETC総合情報ポータルサイト(https://www.go-etc.jp/)をご覧ください。 ■走行中、交通状況や走行レーンによって「ETC2.0」サービスの情報案内を繰り返す場合があります。

本体
取付アタッチメント

本体
取付アタッチメント

08E23-PH0-B00￥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）

04. ETC車載器 音声ガイドタイプ
          アンテナ分離型

アンテナ部にスピーカーを内蔵し、
通行料金のほかETCカードの有効
期限も音声でお知らせします。LED
ランプでETCカードの挿入状態も
確認できます。

取付位置：ドライバーロアーカバー内

各￥7,700（消費税10%抜き 各￥7,000）

合計 各¥18,700（消費税10%抜き 各￥17,000）

Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用
オーディオレス車用

08E24-TZA-B00B
08E24-TZA-B00A

全タイプ

本体
取付アタッチメント

本体
取付アタッチメント

●：標準装備　◎：ナビオプション　☆：Honda Total Careへの会員登録が必要です。

詳しくは、「Gathers総合カタログ」もしくは 
https://www.honda.co.jp/navi/fit/
をご覧ください。

ギャザズナビゲーション

フィット専用　
9インチ プレミアム インターナビ 
（Honda CONNECT対応）

フィット専用　
9インチ プレミアム
インターナビ

（オーディオレス車用）

初回更新予定時期

12セグ＋ワンセグ

VRモード（CPRM）対応

音楽再生
ビデオ再生
音楽再生
ビデオ再生

音の匠

インターナビ対応★

ナビメディア（容量）
モニター

AV機能

音声認識

その他の機能

モデル名

本体（Honda CONNECT対応）
フェイスパネルキット
取付アタッチメント   
ナビゲーションロック

セット合計　 

標準取付時間

ナビゲーション
単体
希望小売価格
（消費税10%込み）

ナビゲーション
単体
希望小売価格
（消費税10%込み）

本体（オーディオレス車用）
フェイスパネルキット
デジタルTV用フィルムアンテナ（12セグ＋ワンセグ放送用 4ch）
取付アタッチメント
ナビゲーションロック

セット合計　 

標準取付時間

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5
＊6 ＊7 ＊8 ＊9

■Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合＊

■オーディオレス車に装着する場合

ナビゲーションロックを含んだ金額です。
ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

ナビゲーションロックを含んだ金額です。
ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

01. VXU-205FTi（パナソニック製）

8インチ ベーシック
インターナビ 

（Honda CONNECT対応）

8インチ ベーシック
インターナビ

（オーディオレス車用）

05. VXM-205VFEi（パナソニック製）

エントリー インターナビ 
（Honda CONNECT対応）

エントリー インターナビ
（オーディオレス車用）

06. VXM-205Ci（パナソニック製）

（08A40-PF6-K01）

（08B40-TZA-A00B）
（08B40-0P0-A00）

¥96,800

¥4,400
¥3,143
¥104,343

¥115,343

（08A40-PF6-J01）
（08B40-TZA-P10A）
（08B40-TZA-A00D）
（08B40-0P0-A00）

¥143,000
¥11,000
¥4,400
¥3,143
¥161,543

¥179,693

地上デジタル TV対応

DVDビデオ再生

CD-R/RW再生※2

CD録音

SDカード対応※2

Bluetooth®オーディオ再生
AM/FMラジオ
スマートフォン連携
ハンズフリー通話（Bluetooth®接続）
NaviCon（Bluetooth®接続）
ナビゲーションセキュリティー機能
フィット専用音響チューニング※5

Turn by Turn表示（交差点案内表示機能）
ダイナミックガイドライン
パーキングセンサー表示
記念距離メモリー
エアコン操作フィードバック表示  
ナビ・オーディオ情報メーター表示  
Honda CONNECT対応　  
ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）
ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ／駐車時録画機能付）
ハイグレードスピーカーシステム
フロントカメラシステム
リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）
道路（高速・有料）
道路（国道・県道）
交通規制

USBメモリー
デバイス対応※2

iPod/iPhone対応
出力

車両連携機能

オプション

ギャザズナビゲーション
データ収録時期

0.4H　0.7H　

1.0H　1.7H　

¥198,000

¥4,400
¥3,143

（08A60-TZA-J00）

（08B40-TZA-A00D）
（08B40-0P0-A00）

¥205,543
0.6H　

1.6H　

Drive T@lker（Bluetooth®接続）

USB
機器
対応
※4

ー ー

（08A40-PF6-K00L）

（08B40-TZA-A00A）
（08B40-0P0-A00）

¥107,800

¥4,400
¥3,143

（08A40-PF6-J00L）
（08B40-TZA-P10A）
（08A22-7S0-C10）
（08B40-TZA-A00A）
（08B40-0P0-A00）

¥154,000
¥11,000
¥7,150
¥4,400
¥3,143

¥209,000

¥7,150
¥4,400
¥3,143

（08A60-TZA-J00L）

（08A22-7S0-C10）
（08B40-TZA-A00A）
（08B40-0P0-A00）

¥223,693

ー ー
ー

★Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合、
地上デジタルTVは2アンテナ仕様となります。別途デジタルTV用フィルムアンテナを装着する
ことで4アンテナ仕様となります。裏サーチが追加機能として利用できます。 

おすすめ

ギャザズナビゲーション 全モデル対象　Hondaの延長保証「マモル」

新車コース、車検コースにご加入いただきますと、ギャザズナビゲーションの保証を5年まで延長できます。

あなたの愛車に延長保証！
ギャザズナビゲーションも延長保証

詳しくはインターナビ ホームページをご覧ください。
https://www.honda.co.jp/internavi/

★インターナビ交通情報をはじめ、多彩な情報サービスを気軽に活用
できます。また、渋滞を予測したルート案内や空いている駐車場を探したり
する機能などを、カーナビではもちろん、パソコン、スマートフォンでも
ご利用いただけます。

※新車コースでは、ナビオプション（ナビ連動タイプのドライブレコーダー、ETC車載器など）も、延長保証の対象となります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

インターナビ対応
9インチ HD液晶＋
ダイレクトボンディング

フラッシュメモリー 8GB＋
SDカード 8GB（地図用）＋
SDカード 8GB（CD録音用）

TV 12セグ＋
ワンセグ

（4アンテナ×4チューナー）★

Bluetooth®
（ハンズフリー・音楽再生）

ミュージックラック®
CD録音（約1,000曲）

ETC2.0車載器／
ドライブレコーダー
（ナビ連動タイプ）対応

USB/iPod/
iPhone対応

「Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ」には、
ギャザズナビがおすすめです。

※メーカーオプションは、メーカーの工場で装着するため、車両のご注文後はお受けできませんのでご了承ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※ギャザズナビゲーション（Honda CONNECT対応）・オーディオ
以外を装着した場合、動作の保証は致しかねます。 ※字光式ナンバープレートは装着できません。※VXU-205FTi、VXM-205VFEiを装着した場合、地上デジタルTVは2アンテナ仕様となります。別途デジタルTV用フィルムアンテナ
（12セグ＋ワンセグ放送用 2ch）を装着することで、４アンテナ仕様となります。また、裏サーチが追加機能として利用できます。＊1 Honda CONNECT対応ナビの装着が必要です。＊2 Honda Total Careプレミアムについて
詳しくは、 Honda Total Careプレミアムのホームページをご覧ください。＊3 機能について詳しくは「Gathers総合カタログ」もしくはhttps://www.honda.co.jp/navi/fit/をご覧ください。

■Honda CONNECT for Gathers
＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備内容

■Honda Total Care プレミアム＊1 ＊2

車両と連携して便利な機能がご利用いただけます。
■車両連携機能＊1 ＊3   

エアコン操作
フィードバック表示

ナビ・オーディオ情報
メーター表示

Turn by Turn表示
（交差点案内表示機能） など

Honda CONNECT対応ナビを装着し、Honda Total Careプレミアムに申込をすることで、
従来のHonda Total Careでの提供サービスに加え、車載ボタンによる緊急サポートセン
ターとの接続やHondaリモート操作、Honda ALSOK駆けつけサービスといった先進機能
をご利用いただけます。

標準装備または
メーカーオプション

ETCセキュリティー規格変更について 国土交通省・高速道路各社主導のもと、今後ETCのセキュリティー規格変更を予定しております。ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、発話型ETC2.0車載器、ETC車載器
（音声ガイドタイプ）は、新セキュリティー規格に対応しております。詳しくは、https://www.honda.co.jp/ACCESS/ETC/をご覧ください。

オプション

for ギャザズナビ

＊1 CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。 ＊2 DVD±R/±R DL/±RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。 ＊3 コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性
能保証はできません。 ＊4 8cmシングルディスクには対応していません。また8cmCDアダプターはご使用になれません。 ＊5 ｢USBマスストレージクラス｣のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。 ＊6 インターナビの各種
情報を受けるには、会員登録（無料）が必要です。詳しくは販売会社にてご確認ください。 ＊7 携帯電話、iPod等の一部機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。 ＊8 ガソリン車に装着した場合、アイドリン
グストップ状態でオーディオの音量が一定以上のとき、バッテリー上がりを防ぐために音量を下げたりイコライザーの設定を解除します。走行を再開すると、元の状態に戻ります。 ＊9 車両照度センサーからの情報をもとにメーターの減光タイミングに
同期して、ナビ画面の昼夜切り替え・減光表示をおこないます。

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5
＊6 ＊7

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5
＊6 ＊7 ＊8 ＊9

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5
＊6 ＊7

＊1＊3 ＊4 ＊5
＊6 ＊7 ＊8 ＊9

＊1＊3 ＊4 ＊5
＊6 ＊7

無償地図データ更新☆

● 車載通信機
● スマートフォン用Bluetooth®ユニット
● 4スピーカー（標準装備のスピーカー数との合計）
● デジタルTV用プリントアンテナ〈12セグ/ワンセグ〉
● 専用ワイヤーハーネス

リアワイドカメラオーディオリモート
コントロールスイッチ

USBジャック

Honda CONNECT用緊急通報ボタン/
トラブルサポートボタン
（LEDフロントマップランプ/
LEDルームランプ付）
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 30
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

N A V I  O P T I O N

＊5　　   に装着する場合、標準取付時間は　　 となります。 ※新車パッケージまたはライセンスフレーム＋ナンバープレートロックボルトのセットと同時装着する場合、ライセンスフレーム（フロント用）は必要ありません。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※画像補正を行っているため、ナビ画面上に表示される映像は、実際の距離感覚とは異なります。
※フロントカメラシステム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。安全のためカメラ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。
※雨滴などがカメラレンズ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質の低下や色調が異なって見える場合があります。

リアカメラdeあんしんプラス2（ダブルビュー）

フロントカメラシステム

デジタルTV用フィルムアンテナ
ナビゲーションロック

01.

02.

03.
04.

01. リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）
          運転支援拡張ユニット

リアワイドカメラの映像から危険を検知。
走行中のさまざまな危険回避をサポートします。

02. フロントカメラシステム
          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）

樹木やブロック塀などで左右の見通しが悪い場所、
狭い路地や駐車場などでクルマの前方向の視界をサポートします。

警告ステッカー
03. デジタルTV用フィルムアンテナ  12セグ＋ワンセグ放送用 2ch

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000）  1.0H  08A22-7S0-B10
●VXU-205FTi/VXM-205VFEi用

TVを4アンテナ仕様にする追加用アンテナです。
裏サーチが追加機能として利用できます。

for ギャザズナビ

04. ナビゲーションロック マックガード社製／ボルト2本入り、警告ステッカー2枚付

¥3,143（消費税10%抜き ￥2,858）  0.2H＊6  08B40-0P0-A00

付属の専用キーを使わないと取り外しが困難な特殊ボルトで
ナビゲーションをしっかり固定し、盗難を抑止します。警告ステッカー付。

※ナビ画面およびイラストの表示内容は説明のためのイメージです。

後退時、車両後方の左右から接
近してくる車両や歩行者等を検
知。警報によって注意を喚起し
ます。

死角になりやすい後側方の車両
を検知。接近してくる車両の前方
が検知ラインを越えた場合、その
方向に方向指示器を操作すると
警報によって注意を喚起します。

道路上の車線を検知。方向指示
器を操作せずに車線を逸脱しそ
うな場合、警報によって注意を喚
起します。

〈画面表示〉 〈画面表示〉 〈画面表示〉

後退駐車時、車両後方の駐車枠
を検知。自車と駐車枠との角度の
ズレをダイナミックガイドライン
の色が変わってお知らせします。
タイヤの角度（目安）もナビ画面
で確認できます。

〈画面表示〉

白線（黄線）

自車

自車

移動物 移動物

自車

検知エリア

自車約3m

約3m

約0.5m

検知ライン

検知エリア

本体 ￥25,300（消費税10%抜き ￥23,000）

合計 ¥36,850（消費税10%抜き ￥33,500）

08A75-PF6-000

取付アタッチメント ￥7,700（消費税10%抜き ￥7,000） 08B75-TZA-A00

ライセンスフレーム（フロント用） ￥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 08P25-PD1-000A

■ライセンスフレーム：メッキタイプ

本体 ￥25,300（消費税10%抜き ￥23,000） 08A75-PF6-000

取付アタッチメント ￥7,700（消費税10%抜き ￥7,000） 08B75-TZA-A00

■ライセンスフレーム：ダーククローム調メッキタイプ／ベルリナブラックタイプ

ホームページで動画を
ご覧いただけます。

ライセンスフレーム（フロント用） 各￥4,950（消費税10%抜き 各￥4,500）

合計 各¥37,950（消費税10%抜き 各￥34,500）

ダーククローム調メッキタイプ
ベルリナブラックタイプ

08P25-PD1-000B
08P25-PD1-010C

 ・ 停車時、低速走行時に自動でカメラ映像の切り替えが可能。
 ・ 登録した地点で、自動的にカメラ映像の切り替えが可能。

シフトポジションが  R  で自車の車速が約5km/h以下のとき、
ダブルビュー画面に切り替えると作動します。
シフトポジションが  R  のときにシステムをONにしていると、車両
後方の左右から接近する移動物を検知して画面表示および音で
お知らせします。
自車の車速が約30km/h以上で前進しているときに検知。ナビ
画面上マーク表示に加え、音でも警告します。
自車の車速が約60km/h以上で前進しているときに、方向指示器を
操作せずに車線を逸脱しそうになると作動します。

■後退駐車サポート：

■後退出庫サポート：

■後方死角サポート：

■車線キープサポート：

後退出庫サポート＊2 後方死角サポート＊3 車線キープサポート＊4後退駐車サポート＊1

＊1 駐車枠線が描かれていないときは検知できません。駐車枠線が汚れやかすれによって見えにくいとき、駐車枠内にマークが描かれるときなど、検知できない場合があります。 ＊2 自車の車速が約5km/h以上のとき、接近
車両などの速度が約10km/h以下または約25km/h以上のとき、歩行者の速度が約10km/h以上のときは検知できません。 ＊3 二輪車、歩行者などは検知できません。 ＊4 方向指示器の作動中、および方向指示器の作動
終了後約3秒間は検知できません。
※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。また、自車に接近していない物を検知して警報により注意を喚起する
場合や、白線（黄線）に接近していなくても接近したと判断して警報により注意を喚起する場合があります。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行いながら運転してください。 ※カメラレンズ部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。

ガイド線表示： ①カメラから約50cm　②カメラから約15cm
 ③車両の幅（サイドミラー含まず）＋約25cm

❶ ❷
❸

ワイドビュー

ノーマルビュー

ガイド線表示： ①カメラから約1m　②カメラから約50cm
 ③車両の幅（サイドミラー含まず）＋約25cm

❶
❷
❸

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車両により異なります。

シースルービュー

駐車場などでの前への幅寄せもサポート。

フロントノーズを少し出すことで
左右から来るクルマや人を確認可能。

ガイド線でクルマの幅がわかるので、
狭い道ですれ違う時にも安心して
クルマを寄せられます。

インストルメントパネルのイメージとカメラ映像を重ね、
見えにくい場所にある物への注意を促します。取付位置：ライセンスフレーム部

●DDLinearは、アルパイン株式会社の登録商標です。
CD-R/CD-RWについて：●データ書き込み状態が不安定なディスク、記録時及び再生時に基盤面に指紋などの汚れや傷などがあるディスク、またディスクの特性などにより、再生できない場合があります。 ●記録時に高倍速にて記録したCD-R、CD-RWは、再生できない又
は、音飛びなどが発生する場合があります。●CD-R、CD-RWは通常の音楽CDに比べ高低温多湿環境に弱く、場合により音飛びが発生しやすくなります。 ●長時間車室内などに放置（長時間太陽光を記録面に当てる等）したディスクは劣化するおそれがあり、再生できない
場合があります。また車内とCDプレーヤーなどの温度が30℃程度に下がるまでCD-R、CD-RWを再生しないでください。 ●CD-R、CD-RWのレーベル面や記録面にシールなどは一切貼らないでください。 ●ファイナルセッション（書き込み終了した物）されていないCD-R、
CD-RWは再生できません。 ●コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。 ●再生機器における再生の保証はできません。
■オーディオのシステムアップについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。　詳しくは「Gathers総合カタログ」もしくはhttps://www.honda.co.jp/navi/fit/をご覧ください。

接続コード類

USBメモリーデバイスコード

05.～07.

05.
WX-201C

CX-174C

ハイグレードスピーカーシステム

08.

09.

13.
＊1 CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。 ＊2 コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。 ＊3 ｢USBマスストレージクラス｣のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。
＊4 iPod等のデジタルオーディオの一部機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。 ＊5 著作権保護されたWMAまたはAACは再生できません。 ＊6 再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。

※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。 ※iPod、iPhoneの一部の機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。最新のコントロール可能iPod、iPhone
およびその他の接続確認リストについてはhttps://www.honda.co.jp/navi/support/ をご覧ください。
※コードを延長して使用したい場合に必要となります。
※Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合：字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。Honda Total Careプレミアムのサービスはご利用いただけません。
＊7 オーディオレス車に装着する場合、標準取付時間は　　 となります。 ※Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合：車両に装備されているリアワイドカメラは装備された
ままですが使用できません。 車両装備のUSBジャックは使用できません。ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチは使用できません。Honda Total Careプレミアムのサービスはご利用いただけません。
＊8 オーディオレス車に装着する場合、標準取付時間は　　 となります。 ※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。 

リア用

ツィーターフロント用

A U D I O  &  S P E A K E R

06. 05. USBメモリー
デバイス

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

WX-201C
音楽・ビデオ再生
WX-201C

音楽・ビデオ再生

iPod/iPhone
Lightning-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属）

06. 

Lightningコネクタ装備のiPod/iPhone

音楽再生音楽再生

音楽再生音楽再生

07. ポータブル
オーディオプレーヤー

ポータブルオーディオプレーヤー

05. USBメモリーデバイスコード（コードの長さ：1m）
¥1,650（消費税10%抜き ￥1,500） 08A41-0N0-000

06. USB接続ジャック（オーディオレス車用）
 充電機能／iPodコントロール機能付

取付位置：センターロアーカバー

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000）  0.5H  08A60-TZA-910A

07. AUX接続コード ステレオミニプラグ（φ3.5mm）タイプ

取付位置：グローブボックス内

¥1,430（消費税10%抜き ￥1,300）  0.4H  08A16-0N0-000

11. 10. USBメモリー
デバイス

オーディオオプション

1DINサイズオーディオfor Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ／オーディオレス for Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ／オーディオレスデュアルサイズオーディオ

USB機器

スピーカー

iPod/iPhone
Lightning-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属）

11.

CX-174C
音楽再生
CX-174C
音楽再生

WX-201C
音楽再生
WX-201C
音楽再生

12. ポータブル
オーディオプレーヤー

本体 ￥52,800（消費税10%抜き ￥48,000）

合計 ¥57,200（消費税10%抜き ￥52,000）

0.4H

0.4H

08A00-PF6-A00

取付アタッチメント ￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 08B40-TZA-A00B

●Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車

本体 ￥52,800（消費税10%抜き ￥48,000）

合計 ¥61,050（消費税10%抜き ￥55,500）

0.7H

0.7H

08A00-PF6-A00

デジタルTV用フィルムアンテナ（ワンセグ放送用）￥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 08A22-7L0-A10

取付アタッチメント ￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 08B40-TZA-A00A

●オーディオレス車

●VXU-205FTi/VXM-205VFEi用

13. ハイグレードスピーカーシステム
          6スピーカーセット（フロント・リア4スピーカー＋フロント2ツィーター〈オンダッシュタイプ〉）

DDリニア磁気回路と独自の素材・形状により、音源本来の臨場感
溢れるサウンドが味わえる、ハイグレードスピーカー。VXU-205FTi
との組み合わせにより、フィット専用音響チューニングに対応。

本体 ￥45,100（消費税10%抜き ￥41,000）

合計 ¥49,500（消費税10%抜き ￥45,000）

08A39-1U0-900B

ツィーターアタッチメント ￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 08B55-TZA-000

全タイプ

09. CDチューナー CX-174C
パネル前面にAUX端子を搭載。シンプルな操作性が魅力のCDチューナー。

08. ディスプレイオーディオ WX-201C（ブラック）

iPod/iPhoneやUSB機器などを車内で再生するためのコード

リアワイドカメラとBluetooth®ハンズフリー通話／音楽再生対応オーディオ。

アルパイン製

本体 ￥15,400（消費税10%抜き ￥14,000）

￥1,100（消費税10%抜き ￥1,000）

08A02-4W0-100

取付アタッチメント
08B00-TZA-A00B

各￥1,650（消費税10%抜き 各￥1,500）

合計 各¥18,150（消費税10%抜き 各￥16,500）

Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用
オーディオレス車用

オーディオポケット
08B00-TZA-A00A
08A36-0C0-101

最大出力：40W×4　＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6　アルパイン製

本体 ￥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）

合計 ¥26,400（消費税10%抜き ￥24,000）1.4H

08A78-1X0-000
1.4H取付アタッチメント￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 08B78-E5X-B01

10. USBメモリーデバイスコード（コードの長さ：1m）

¥1,650（消費税10%抜き ￥1,500） 08A41-0N0-000
11. USB接続ジャック（オーディオレス車用）
 充電機能／iPodコントロール機能付

取付位置：センターロアーカバー

※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000）  0.5H  08A60-TZA-910A

12. AUX接続コード 両側ステレオミニプラグ（φ3.5mm）タイプ

¥1,100（消費税10%抜き ￥1,000） 08A16-0K0-020

●WX-201C用

●WX-201C用

●CX-174C用

※別途クリップ（91561-T8N-T01）が1個必要です。ただしナビ本体と同時装着する場合は必要ありません。
＊6  ギャザズナビゲーションと同時装着する場合、取付費は必要ありません。

●VXU-205FTi/VXM-205VFEi用

1.5HeC C

各1.4H＊5

 1.4H＊5

 1.4H＊5

 1.4H＊5
for ギャザズオーディオ

0.3H

2.6H

各0.4H＊7

 0.4H＊7

 2.4H＊8

 2.4H＊8

6.1インチ W-VGA

TV（ワンセグ）AM/FMラジオ（ワイドFM対応）

Bluetooth®（ハンズフリー・音楽再生）

CＤ/CＤ-R/CＤ-RW USB/iPod/iPhone対応

最大出力：50W×4　＊1 ＊2 ＊5 ＊6　JVCケンウッド製

CＤ/CＤ-R/CＤ-RW MP3/WMA/AAC

車速連動VOL EQ（6モード）

AUX（フロント接続） AＭ/FＭラジオ（ワイドFM対応）

for ギャザズナビ

for ギャザズナビfor ギャザズナビ（Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車専用）

for ギャザズナビ（Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車専用）

視野範囲
イメージ

視野範囲
イメージ

視野範囲
イメージ
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 32
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

D R I V I N G  S U P P O R T

13. リモコンエンジンスターターカバー
　　   シリコン製／マットブラック

ドライブレコーダーパッケージ 
ナビ／ドライブレコーダーあんしんパッケージ 

アドバンスドルームミラー

リアカメラ no 水滴クリーナー

おもてなしフォグライトシステム

リモコンエンジンスターター

リモコンエンジンスターターカバー

08.

09.

10.

12.

13.

＊1 DRH-204VDと同時装着する場合、標準取付時間は　　 となります。
＊2 ドライブレコーダー（リア用）と同時装着する場合、標準取付時間は　　 となります。 

後方録画カメラ
後方駐車録画キット

02.
07.

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。 ●映像が記録されなかった場合や、記録された映像データが破損していた場合、また映像内容の詳細が判別できないことによる損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害につい
ては弊社は一切責任を負いません。 ●本機は、証拠としての効力を保証するものではありません。 ●本機で記録した映像は、その目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。 ●本機装着時、ケーブル、ケーブルホル
ダー、コネクタ部が露出する部分があります。 ●本体をグローブボックスに装着時、収納物が本体やコネクタ部に当たらないようご注意ください。本体やコネクタ部が破損するおそれがあります。 ●ドアの開閉によりG（衝撃）を検知して記録する場合があります。また、本体をグローブ
ボックスに装着時、グローブボックスの開閉によりG（衝撃）を検知して記録する場合があります。 ●熱線や車両部品が映像に映り込みます。夜間のナビ画面や昼間の太陽光を反射したダッシュボード、トノカバーや荷物等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また外部環
境により映像画質や明るさが変化します。 ●LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社
は一切責任を負いません。 ●画面はハメコミ合成で各映像、各表示内容は実際のものとは異なります。

※1 別途クリップ（91561-T8N-T01）が1個必要です。 ※2 別途クリップ（91561-TA5-A11）が1個必要です。 ※3 ドライブレコーダーで記録した動画の再生中またはドライブレコーダーの設定画面表示中は、録画できません。また、走行中は記録した動画の再生はできません。 
※4 走行中は、記録した動画および記録中の動画の液晶モニターへの表示はできません。また、本機での動画再生中は、録画できません。 ※5 本機は、micro SDカードへの常時記録／上書き型のドライブレコーダーです。micro SDカードの記憶容量が一杯になると古い動画か
ら消して新しい動画を記録（上書き）します。 ※6 G（衝撃）を検知して記録した動画は指定の上限まで記録されます。指定の上限を超えた場合は古い順に上書きされます。 ※7 記録した動画／静止画を残したい場合は、micro SDカードを抜いてパソコンなどに保存していただく
必要がありますのでご注意ください。 ※8 必ず各ドライブレコーダー同梱のmicro SDカードをご使用ください。DRH-204VD用オプションの追加用micro SDカード 32GBは、他のドライブレコーダーでは使用できません。 ※9 GPS受信環境により車速、自車位置などを記録でき
ない場合や正しく表示しない場合があります。 ※10 後方駐車録画キットと同時装着しない場合、エンジン（パワー）スイッチオン後の数分間とGPSが受信できない場所では、記録した動画に正しい時刻が反映されません。 ※11 パソコンでの再生時、使用する再生ソフトにより
再生できない場合があります。専用ビューアーソフトでの再生には、インターネットに接続されたパソコンが必要です。 ※12 本機の各種設定変更には、専用ビューアーソフトをインストールしたパソコンが必要です。 ※13 ナビ再生時は実際よりも画質を落として表示しています。
パソコン再生時は鮮明な画質でご確認いただけます。再生する環境により、動画の色調が異なって見える場合があります。 ※14 エンジン（パワー）スイッチオン時、停車中かつ録画中のみ、本機とスマートフォンをWi-Fi接続できます。ナビからドライブレコーダーの操作をおこなう
とWi-Fi接続は切断されます。 ※15 本機で記録した動画はナビで再生できません。 ※16 ドライブレコーダー（フロント用）とドライブレコーダー（リア用）は連動しません。また、ドライブレコーダー（リア用）で録画した動画はドライブレコーダー（フロント用）では再生できません。

1.0H

1.3H

ドライブレコーダーパッケージ

01. DRH-204VD（32GBキット） 後方録画カメラ＋  02.
単品価格での合計

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）
パッケージ価格

¥58,300（消費税10%抜き ￥53,000）  3.1H  08E30-PF7-A00C
単品価格での合計

¥55,000（消費税10%抜き ￥50,000）
パッケージ価格

¥53,900（消費税10%抜き ￥49,000）  1.9H  08E30-PG3-E01全タイプ

¥2,750
（消費税10%抜き ￥2,500） 
08U08-PG0-010A

オプション12. リモコンエンジンスターター アンサーバック機能付

11. オートリトラミラー
　　  ドアロック連動タイプ

09. リアカメラ no 水滴クリーナー
 リバース連動

全タイプ

全タイプ

表面 裏面
使用例

※Hondaスマートキーは
　商品には含まれません。

【主な機能】
■ 遠隔操作でエンジン始動／停止でき、結果はアンサーバック（LED表示とブザー音）で確認できます。
■ 外気温度に応じてエアコンが自動で動作するので、夏冬でも快適な室温にしてから乗り込めます。
 （冬の場合は、デフロスターやヒーテッドドアミラー（装備車のみ）も自動でONするので、ガラスに
 ついた霜を落とす時間が節約できます）
■ リモコンエンジンスターター始動中、車両キーを所持していればエンジンやエアコンを停止すること 
 なくスムーズに乗車・走行できます。
■ 暖機時間の切り換えができます。（10分／20分／30分）
■ 受信アンテナはインダッシュタイプを採用。車内もスッキリです。
■ バッテリー残量警告付きです。（LED表示とブザー音）

10. おもてなしフォグライトシステム 全タイプ

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）  0.5H  08V75-PD7-001E

■乗車時、離れた場所からキーレスエントリー機能で解錠すると、フォグライトが一定時間
点灯して自車前方の足元を明るく照らします。フォグライトはエンジン（パワー）スイッチ
オンにも連動して消灯します。

■降車時、エンジン（パワー）スイッチオフに連動してフォグライトが一定時間点灯します。
点灯中に施錠すると、更に点灯時間を延長するため、自車から離れても自車前方の足元
を照らし続けます。

¥11,000
（消費税10%抜き ￥10,000）
  1.2H  08V02-TZA-000

for Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ

装着イメージ

〈作動イメージ〉

ホームページ
で動画をご覧
いただけます。 

ノズル

高圧の空気が水滴を吹き飛ばし、雨の日のリアカメラ映像をクリアに。

08. アドバンスドルームミラー
　　   エンジン（パワー）スイッチ連動／カメラ画素数：約200万画素

車両後方のカメラ映像を表示するカメラモードと通常のミラー
モードの切り替えができます。後席の同乗者や荷物で視界が狭く
なる時や、雨天時、夜間、夕暮れ時でもクリアで広い後方視界を
確保し、走行時の安全運転をサポートします。

暗闇での自車前方をフォグライトで明るく。

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動。
エアコン連動機能付きのため、快適な室温にしてから乗り込めます。

ドアロックで格納、
アンロックで展開。

手になじむマットな質感の専用カバー。

全タイプ

全タイプ

全タイプ

ミラーモード カメラモード

※写真やイラストは説明のためのイメージで、画像はハメコミ合成です。

※写真は説明のためのイメージです。

各¥74,800（消費税10%抜き 各￥68,000）各2.8H

本体 ￥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）

合計 ¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）
0.9H

0.9H

08E91-TLA-000

取付アタッチメント ￥5,500（消費税10%抜き ￥5,000） 08E92-TZA-000

本体 ￥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）

合計 ¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000）
0.9H

0.9H

08A79-TZA-000

取付アタッチメント ￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000） 08B79-TZA-000

本体

合計

2.8H取付アタッチメント ￥9,900（消費税10%抜き ￥9,000） 08V09-PG7-000A

08V09-PG7-C00
08V09-PG7-B00

Honda SENSING装備車用
Honda SENSING装備無し車用

各￥64,900（消費税10%抜き 各￥59,000）

〇〈衝撃検知〉（オプション）

フロント用 リア用

1920×1080（高画質／標準モード）  1280×720（長時間モード）

約300万画素
HDR

約70分（高画質モード）
約120分（標準モード）
約190分（長時間モード）

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
10件

MOV（動画）／ JPEG（静止画）
27FPS

幅 約7.9×長さ 約4.8×高さ 約2.2cm

̶

̶
Windows 7/8.1/10
専用ビューアーソフト

〇〈エンジン（パワー）スイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920╳1080

約400万画素
HDR

約80分（高画質モード）
約160分（標準モード）

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

MP4（動画）
30FPS

幅 約6.5×長さ 約6.5×高さ 約3.7cm

2.4インチ

̶
Windows 7/8/8.1/10
専用ビューアーソフト

〇〈エンジン（パワー）スイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920×1080（標準モード） 1280×720（長時間モード）

約200万画素
HDR

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

MP4（動画）／JPEG（静止画）
30FPS（フリッカーレス撮影機能付）
幅 約6.8×長さ 約10.3×高さ 約2.5cm
幅 約4.0×長さ 約7.0×高さ 約5.2cm ̶ ̶ ̶

̶

〇
Windows 7/8.1/10
専用ビューアーソフト

〇〈エンジン（パワー）スイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920╳1080

約200万画素
HDR

約260分（高画質モード）
約350分（標準モード）

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

MP4（動画）／JPEG（静止画）
28FPS

幅 約5.5×長さ 約8.4×高さ 約3.6cm

̶

̶
Windows 7/8/8.1/10
付属の専用ビューアーソフト

件数

推奨OS
再生ソフト

駐車時録画
画像サイズ

117°（水平）×63°（垂直）130°（水平）×73°（垂直）128°（水平）×70°（垂直） 117°（水平）×70°（垂直）画角
画素数
画像処理技術

常時録画（録画時間）

イベント記録
（記録時間）

記録方式
フレームレート

サイズ
本体
カメラ（別体）
液晶モニター

スマートフォン連動（Wi-Fi接続）
〇（本体内蔵GPS機能）〇（本体内蔵GPS機能）〇（ナビ内蔵GPS機能） 〇（ナビ内蔵GPS機能）自車位置記録

パソコン動作
環境

01. DRH-204VD  ／  02. 後方録画カメラ 04. DRH-189N 05. DRH-197SM 06. DRH-194SG

SDカード
32GB
SDカード
16GB

約660分／約330分＊（標準モード）
約1110分／約550分＊（長時間モード）
約290分／約140分＊（標準モード）
約510分／約250分＊（長時間モード）

＊オプションの後方録画
　カメラ装着時

取付位置：リアウインドウ上部運転席側
※2

再生イメージ

本体

micro SDカード
（16GB）

SDカード
変換アダプター

SDカード
変換
アダプター

カメラ

本体

 micro SDカード（32GBまたは16GB）

後方の録画と駐車時録画モードをプラスする追加キット。
前方の映像と同期した後方の映像が録画できます。

カメラ取付位置：助手席側／本体取付位置：グローブボックス内
※1 ※3 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※11 ※13 ※14

●32GBキット：

●16GBキット：

＊1 バッテリー上がりを防ぐため、バッテリーの状態などに応じて正常に録画されない場合があります。DRH-204VDの場合、エンジン
（パワー）スイッチオフの約30秒後（1分後／3分後に変更可）から録画を開始します。

＊2 衝撃を検知すると、01.02.04.は約4秒後、05.は約5秒後から約60秒間の動画を最大10件まで記録します。
※DRH-204VDと後方録画カメラを同時装着した場合、前方と後方の動画を同時に記録します。 ※イラストは説明のためのイメージです。

駐車録画（衝撃検知）モードをプラスする
追加キット。エンジン（パワー）スイッチオン
後とGPSが受信できない場所でも正しい
時刻を記録できます。

＊3 バッテリー上がりを防ぐため、バッテリーの状態などに応じて正常に録画されない
場合があります。

＊4 衝撃を検知すると、約2秒後から約30秒間（約1分間／約15秒間に変更可）の動画
を最大20件まで記録します。

衝撃を検知すると自動で録画！
駐車時

録画 衝撃監視 録画＊3 ＊4

（約30秒間） 衝撃監視 録画

■駐車録画（衝撃検知）モード

衝撃

エンジン（パワー）スイッチオフ エンジン（パワー）スイッチオン

※ イラストは説明のためのイメージです。

※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10
※11※12 ※15 ※16

後方の録画環境に合わせた専用設計。
駐車録画（オプション）にも対応した高画質モデル。

取付位置：
リアウインドウ上部運転席側

micro SDカード
（8GB）

本体

SDカード
変換
アダプター

本機で録画した動画の再生や、
本機の設定変更が
スマートフォンでおこなえます。

スマートフォンアプリ「withDR」

micro SDカード
（16GB）

本体 SDカード
変換アダプター

ナビ画面再生イメージ

録画 録画 ＊1

（約30分間）
衝撃監視 　録画 ＊1 ＊2

（約60秒間）
衝撃監視 録画

①駐車後も録画を継続！ ②衝撃を検知すると自動で録画！
駐車時

エンジン（パワー）スイッチオフ エンジン（パワー）スイッチオン

■駐車時録画モード  01. 02. 04. 05.

衝撃

※本機とiPhoneまたはAndroidスマートフォンとのWi-Fi接続が必要です。

ナビ画面再生イメージ

後方録画カメラ

使用イメージ

01. ドライブレコーダー（フロント用） DRH-204VD
          ナビ・スマートフォン連動タイプ／駐車時録画機能付／カメラ別体型〈取付アタッチメント含む〉

02. 後方録画カメラ

for ギャザズナビ

駐車時も安心。前後同時録画（オプション）に対応した高画質ナビ・スマートフォン連動モデル。

04. ドライブレコーダー（フロント用） DRH-189N
          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〉

for ギャザズナビ
在庫無くなり次第販売終了

駐車時も安心。2つの駐車時録画モードを搭載した高画質ナビ連動モデル。

06. ドライブレコーダー（リア用）DRH-194SG
          GPS付〈取付アタッチメント含む〉 07. 後方駐車録画キット

05. ドライブレコーダー（フロント用） DRH-197SM
          GPS／液晶モニター／駐車時録画機能付〈取付アタッチメント含む〉

駐車時も安心。水平130°の記録が可能な広角・高画質モデル。

¥27,500
（消費税10%抜き ￥25,000）
  0.8H  08E30-PG3-001

※2

※1 ※3 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9
※11 ※13 ※16

取付位置：助手席側

¥30,800
（消費税10%抜き ￥28,000）
  1.1H  08E30-PA2-B01

※1 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※11※15 ※16
取付位置：助手席側

¥27,500
（消費税10%抜き ￥25,000）
  1.1H  08E30-PH2-000　

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
 1.3H＊2   08E30-PG3-000A

DRH-204VD用オプション

DRH-194SG用オプション

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000） 1.6H＊1   08E30-PF7-000A

長時間の映像やもしもの時の映像などを上書き消去されずに残したい場合、
DRH-204VD同梱のmicro SDカードと差し替えて使用します。

03. 追加用micro SDカード 32GB（変換アダプター付）

¥9,350（消費税10%抜き ￥8,500） 08E31-PF7-000

¥42,900（消費税10%抜き ￥39,000）  1.8H  08E30-PF7-A00A
¥39,600（消費税10%抜き ￥36,000）  1.8H  08E30-PF7-A00B

■カメラ視野範囲

カメラ取付位置イメージ図

●Androidは、Google, LLCの商標です。 ●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

＊3 後方の駐車録画（衝撃検知）モードの利用には、別途07.後方駐車録画キットが必要です。 ※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。 
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。 

※カメラレンズ部に水滴が付着していないときもリバースに連動して作動します。 ※高圧の空気を噴射するため、作動時は音がします。 ※3～5回空気を噴射します。バッテリーの状態によって噴射回数は変わります。
※空気の噴射を任意でオフにすることはできません。 ※作動後も細かい水滴が残る場合があります。雪、泥、汚れなどを除去することはできません。 ※高圧洗浄機などの圧力の高い水流を直接ノズル部に当てないでください。
※LEDフォグライト装備無し車の場合、別途LEDフォグライトとの同時装着が必要です。※点灯時間の初期設定は約30秒です。任意で約30秒、約15秒の選択が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※エンジン（パワー）スイッチオフかつ室内灯消灯時は、ドアオープンに連動して点灯します。 ※日中でも点灯します。 ※点灯中にロックボタンを連続2回操作することで、任意で消灯させることができます。
※リモコンエンジンスターター装着車の場合、リモコンエンジンスターター始動中はおもてなしフォグライトシステムの機能を利用できません。
※Honda販売会社の専用機器（HDS）によるセッティング作業が必要です。
〈使用上の注意〉 ※一般公道での使用、閉めきった車庫での使用はおやめください。 ※地域により車両の停止中にみだりにエンジンを始動させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。
※電波到達距離：見通しの良い場所では約250m程度、ただし周囲の状況により異なります。
※リモコンエンジンスターターは商品には含まれません。

※標準装備のルームミラーを取り外し装着となります。 ※別途クリップ（91561-T8N-T01）が2個必要です。 ※アドバンスドルームミラーの角度によっては、サンバイザーと干渉する場合があります。干渉する際は、アドバンスド
ルームミラーの角度を調節してください。 ※車両標準ルームミラーの視野角については参考値であり、運転ポジション等により異なる場合があります。 ※アドバンスドルームミラー（カメラモード）使用時は車両標準ルームミラー
とは見える範囲や死角となる範囲が異なります。 ※ミラーモードとカメラモードでは対象物の見える大きさが異なります。 ※LED光源（信号機、電光掲示板等）が画面に映った際、映像がちらつく場合があります。 ※強い外光が
ディスプレーに当たる状況では、画面が見えにくくなる場合があります。 ※トンネル出口など、暗い場所から明るい場所に移動した際に白飛びが起きる場合があります。

05. DRH-197SM DRH-194SG＊3＋  06.

for ギャザズナビ

サイズ：直径46×厚さ18.5mm

※本体下部のレバーでミラーモード・カメラモードの切り替えが可能。

車両標準ルームミラーで確認できる範囲
アドバンスドルームミラー（カメラモード）で確認できる範囲

約9°
約5°

車両標準ルームミラーで確認できる範囲
アドバンスドルームミラー（カメラモード）で確認できる範囲

約40°約21°

スマートフォン
アプリは
こちらから
ダウンロード。

お得なパッケージ

ナビ／ドライブレコーダーあんしんパッケージ
単品価格での合計

¥261,800（消費税10%抜き ￥238,000）
パッケージ価格

¥255,200（消費税10%抜き ￥232,000）  3.3H  08A60-TZA-J00D

for Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ

P27-01. DRH-204VD
（32GBキット）

VXU-205FTi
（取付アタッチメント含む） 後方録画カメラ＋02.＋01.

お得なパッケージ
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 34

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

C H I L D  S E A T P E T  I T E M S

※シートベルト固定はできません。 ※ペットシートマットとの同時装着はできません。
※ペットシートプラスわん、ペットシートサークル、ペット車外飛び出し防止リードとの同一座席での同時装着はできません。

Honda Baby＆Kids i-Size
Honda ISOFIX Neo
スタンダード
Hondaジュニアシート

01.
02.
03.
04.

詳しくは、 https://www.honda.co.jp/childseat/ をご覧ください。

■お選びの際には、お子様を実際に座らせるなどして体格にあったものをお選びください。
注1：お子様の身長が71cm以上、かつ月齢が15ヶ月を超えるまでは、前向きで使用しないでください。
注2：〈助手席SRSエアバッグ装備車の助手席に、やむを得ずチャイルドシート（幼児用、学童用）を
取り付ける場合〉必ず前向き取り付けとし、助手席シートを一番後ろに下げ、SRSエアバッグから出
来るだけ遠ざけて取り付けてください。
※ご購入の際には、販売会社にご相談のうえお子様に合ったものをお選びください。※取り付け
るチャイルドシートの位置及びお子様の体格により、取付方法が異なりますので、詳しくは販売
会社にご相談ください。※チャイルドシートの取り付け、使用方法等については、必ず車両の取
扱説明書および、商品に添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。※チャイ
ルドシートはリコールの対象となるため、Hondaでは登録カードを使ってお客様の情報を把握
させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

Hondaジュニアシート

Honda
ISOFIX Neo

スタンダード

Honda Baby ＆ Kids i-Sizei-Sizeチャイルドシート

ISOFIX
チャイルドシート

シートベルト
固定タイプ
チャイルドシート

お子様の体格によるご使用の目安
取付位置

品　名
左右席助手席

後部座席前部座席

前向き 後向き 前向き 後向き
中央席

前向き 後向き

チャイルドシート適用表

（乳幼児用）
（乳児用）
（幼児用）
（乳児用）
（幼児用）
（学童用）

×
×
×
×
  ×注2

  ×注2

×
×
×
×
×
×

  ○注1

×
○
×
○
○

○
○
×
○
×
×

×
×
×
×
○
○

×
×
×
○
×
×

■身体をよりフィットさせるためのクッションです。お子様の
体重が7kg未満（参考年齢６ヶ月未満）の場合にのみご使用
になれます。
■洗える難燃性素材使用
■ソフトな感触
■内蔵された背面パッドが、お子様の身体への負担を軽減します。

■シートの座面を保護するクッション　

オプションシートベルト固定タイプチャイルドシート

お子様との楽しいドライブは、安全運転とHondaのチャイルドシートからはじまります。

ボディーコート

i-Sizeチャイルドシート ISOFIXチャイルドシート

●ISOFIXチャイルドシート下部取付金具固定タイプ ●装着が簡単な、本体／ベース分離タイプ
●Hondaブランドを表現したデザイン ●通気性にすぐれたメッシュ素材を採用
●リクライニング機構（1段階・前向きのみ） ●洗えるシートカバー

型式指定番号  E43 129R-000001

●ISOFIXチャイルドシート下部取付金具固定タイプ
●難燃性素材使用 ●5点式ハーネス採用
●乳児用ネストクッション付 ●洗えるシートカバー

準汎用型 型式指定番号  E43 44R-040004

●難燃性素材使用
●ワンタッチ ヘッド＆サイドサポートアジャスター付
●洗えるシートカバー　

型式指定番号  E43 44R-040006

●難燃性素材使用　
●5点式ハーネス採用
●洗えるシートカバー　

型式指定番号  E4 04443812

乳児用
後ろ向き装着

幼児用
前向き装着

Sサイズ（小型犬用）

Mサイズ（中・大型犬用）
通常のリードとしてもご使用いただけます。

［ 01 | 02 | 05 | 06 ］ カラーは、ブルーとグレーの2色展開です。インテリアに合わせてお選びください。
■詳しくは、専用カタログをご覧ください。

ほねデザイン 肉球デザイン

Honda Dogデザイン

しば

くろ

しろ

ブルー グレー

ブルー グレー

ブルー グレー

ブルー グレー

飛び出し防止リードフック

メッシュカバー閉 メッシュカバー開

全タイプ 全タイプ

全タイプ

06. シートカバークッション
　　　シートベルト固定タイプに適用

03. スタンダード
　　　乳児用・幼児用兼用

05. ネストクッション
　　　スタンダード用

04. Hondaジュニアシート
　　　学童用

02. Honda ISOFIX Neo
　　　サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用

¥34,650（消費税10%抜き ￥31,500） 08P90-E1B-000 ¥40,700（消費税10%抜き ￥37,000） 08P90-E4R-002A ¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000） 08P90-SR4-C01

¥4,950（消費税10%抜き ￥4,500） 08P90-E1B-000A

¥77,000（消費税10%抜き ￥70,000） 08P90-E2P-001

前向き装着

後ろ向き装着

新安全基準「UN-R129」
適合のチャイルドシート
です。時代のニーズに応
えた安全性を備え、大切
なお子様へより安全な
環境をお届けします。

01. ペットシートサークル
          表面撥水加工／小・中型犬用（25kgまで）

中型犬もゆったり乗れる、広々空間。
メッシュエリアから中の様子も見られます。

わんこがいることを、
かわいらしくアピールします。

全タイプ

全タイプ

02. ペットドアライニングカバー
          表面撥水加工／リアドア用左右2枚セット

ドアの内側をキズつきや汚れから守ります。

全タイプ 03. ペットキーカバー（肉球）

肉球の感触も楽しめるキーカバーです。

全タイプ

●ブルー　08Z41-E9G-A10　　●グレー　08Z41-E9G-A20

各¥25,300（消費税10%抜き 各￥23,000）

●Honda Dogデザイン

¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 08Z41-E9G-000A

●ブルー　08Z41-E9G-B10　　●グレー　08Z41-E9G-B20

各¥6,600（消費税10%抜き 各￥6,000）
●くろ 08Z41-E9G-010C
●しば 08Z41-E9G-020C
●しろ 08Z41-E9G-030C

各¥4,400（消費税10%抜き 各￥4,000）

取付位置：リア席　サイズ：W約54×L約85×H前方約38、後方約58cm 本体：樹脂製／肉球部：シリコン製

メッキ調　サイズ：W約16×L約6cm

●ほねデザイン

¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800） 08Z41-E6K-000G
サイズ：W約14.5×L約5cm

●肉球デザイン（1シート2個入り）

¥2,200（消費税10%抜き ￥2,000） 08Z41-E6K-000H
1シートサイズ：W約9×L約7.5cm
1個サイズ：W約4.6×L約4.3cm

サイズ：W約53×L約56cm

04. ペットエンブレム

車からの飛び出しなどを防ぎます。

全タイプ

●Sサイズ（小型犬用）

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000） 08Z41-E6K-000C
サイズ：W約2×L約27～40cm（長さ調節可能）

●Mサイズ（中・大型犬用）

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 08Z41-E6K-000D
サイズ：W約2×L約68～110cm（長さ調節可能）

取付位置：ISOFIXチャイルドシート下部取付金具部

07. ペット車外飛び出し防止リード

05. ペットシートマット
          Ｍサイズ／表面撥水加工

シートの汚れを防ぎます。
運転席が見えるメッシュの窓付き。

全タイプ

●ブルー　08Z41-E6K-010B　　●グレー　08Z41-E6K-020B

各¥19,800（消費税10%抜き 各￥18,000）

取付位置：リア席

06. ペットシートプラスわん
          表面撥水加工／超小型犬2匹または小型犬1匹用／飛び出し防止リードフック付

ペットのための快適な空間を作ります。

全タイプ

●ブルー　08Z41-E6K-010F　　●グレー　08Z41-E6K-020F

各¥19,800（消費税10%抜き 各￥18,000）

取付位置：助手席、リア席（センター除く）　サイズ：W約35×L約45×H約40cm

ペットシートサークル

ペットドアライニングカバー
ペットキーカバー（肉球）

ペットエンブレム

ペットシートマット

ペットシートプラスわん

ペット車外飛び出し防止リード

※チャイルドシート、ペットシートプラスわんとの同一座席での同時装着はできません。 ※ペットシートマットとの同時装着はできません。 ※キックガード、スマートクリップとの同一箇所での同時使用はできません。
※アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）とのリア席（助手席側）での同時使用はできません。 ※吊革グリップとの同一座席での同時使用はできません。 ※ペット車外飛び出し防止リードとの同時使用が可能です。
※走行中は、ペットが動き回ると運転の妨げになるおそれがあり危険ですので、ペットを確実に固定してください。 ※車両のシートやフロアの汚れ防止が目的であり、ペットをケガから、またはペットの生命を守るものではありません。 
※走行中は、ペットが運転の妨げにならないよう確実に固定してください。 ※車両のシートやドアライニングの汚れやキズつき防止が目的であり、ペットの生命を守るものではありません。 
※Hondaスマートキーは商品には含まれません。 ※キーカバー（樹脂製／本革製／シリコン製）との同時装着はできません。 ※「くろ」と「しろ」は2トーンではありません。 
※ボディーコートの施工前に装着してください。詳しくは、販売会社にご相談ください。 ※道路交通法により貼れない場所（ウインドウガラス面、灯火器部など）と、仕様上貼りつけられない場所
（曲率のきつい場所、段差のある場所、なめらかでない場所）があります。詳細については同梱の取扱説明書でご確認ください。 
※i-Size/ISOFIXチャイルドシート、ペットシートサークルとの同時装着はできません。 ※ペットシートプラスわんとのリア席での同時装着はできません。 ※キックガード、スマートクリップ、アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）との同時使用はできません。
※ペット車外飛び出し防止リードとの同時使用が可能です。 ※走行中は、ペットが動き回ると運転の妨げになるおそれがあり危険ですので、ペットを確実に固定してください。
※車両のシートやフロアの汚れ防止、フロアに乗せる際の快適性を高めるものであり、ペットをケガから、またはペットの生命を守るものではありません。 
※チャイルドシート、ペットシートサークルとの同一座席での同時装着はできません。 ※防水シートカバー、マルチボックスとの助手席での同時装着はできません。 ※ペットシートマットとのリア席での同時装着はできません。
※吊革グリップ、ペット車外飛び出し防止リードとの同一座席での同時使用はできません。 ※アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）とのリア席（助手席側）での同時使用はできません。
※ご使用時は、必ずシートに固定し、運転中はペットの飛び出しを防止するため、メッシュカバーを閉じてください。 ※運転の妨げ防止が目的であり、車外でのペット運搬用やペットの生命を守るものではありません。
※シートヒーター装備車の場合、座面温度がペットに悪影響をおよぼすおそれがありますので、シートヒータースイッチを切ってご使用ください。 
※ISOFIXチャイルドシート下部取付金具内側への装着をおすすめします。 ※Sサイズ（小型犬用）は、ペットが座面から落ちないよう、長さを調節してご使用ください。 ※チャイルドシートと同一座席での同時装着はできません。
※ペットシートプラスわんとの同一座席での同時使用はできません。 ※ペットシートサークル、ペットシートマットとの同時使用が可能です。 ※走行中は、ペットが動き回ると運転の妨げになるおそれがあり危険ですので、ペットを確実に固定してください。
※駐車時の係留が目的であり、ペットをケガから、またはペットの生命を守るものではありません。 ※万一の事故の場合、ペットがケガをしたり死亡するおそれがありますので、走行中は使用しないでください。 

01.

02.
03.

04.

05.

06.

07.

01. Honda Baby ＆ Kids i-Size
　　　サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用

ホンダアクセスの『プレミアム グラスコーティング ハイドロフォビック』

新車時の輝きを長く保ち、メンテナンスの手間も軽くするボディーコート。

新車の美しさを長期間維持。

光沢感・滑水性・防汚性・耐久性、すべてにおいて
バランスのとれた撥水タイプボディーコートです。
ガラス被膜で、汚れがつきづらく、深みのある光沢
感が長期間持続します。

ハイドロフォビック施工後イメージ 日頃のお手入れができるメンテナンスキット付き

■新車施工後、年1回の無料点検をお受けいただくことで、向こう1年間ずつ（最長5年間）光沢保証が
継続されます。
■通常の使用状況において、当該保証期間中、塗装表面の光沢に施工時よりも著しく劣化が認められ
た場合は、プレミアム グラスコーティング ハイドロフォビックを無償補修（再施工または、部分補修）い
たします。ただし、樹脂素材（バンパー・ モール・スポイラー等）は対象外です。■ボディーコート施工後
には装着できないアクセサリーがありますので、各アクセサリーの注意事項をご確認ください。

■年1回ボディーコート施工後の状態確認のために販売会社で点検をお受けください。■点検でお手
入れが必要となった場合は、お客様ご自身でメンテナンスキットを用いたメンテナンスを行っていた
だくか、または販売会社にて有料メンテナンスをお受けください。■お客様ご自身でメンテナンスを
行った場合は、販売会社へ入庫していただき、点検をお受けください。この場合点検は無料です。

※ペット用品の写真はすべて他車種の装着例です。

ボディー表面に被膜を形成することで、ワックスよりも高い耐久性をもち、新車時のような輝きを長期間保つことができます。また被膜により汚れがつきにくく、簡単に落とすことができます。

¥121,000（消費税10%抜き ￥110,000） 08P90-E9T-000

※撥水写真はイメージです。効果の目安は使用状況・環境により異なります。

詳しくは販売会社へお問い合わせください。
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01. キーカバー
②樹脂製／デラックス①樹脂製／スタンダード ③本革製／ブラック×ブラウンステッチ

02. アシストグリップ （ヘッドレスト取付仕様）
¥16,610（消費税10%抜き ￥15,100） 08U95-E9V-000A
取付位置：助手席ヘッドレスト部

03. 吊革グリップ
¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800） 08U95-E9V-000B
取付位置：リアグラブレール部

全タイプ

09. キックガード
　　　グレー／運転席・助手席シートバック取付用／左右共用1枚売り

¥3,300/1枚（消費税10%抜き ￥3,000/1枚） 08P33-SYA-000A

全タイプ

13. どこリラ（クッション）
 合皮製

全タイプ

全タイプ

16. ハンディークリーナー
　　   アクセサリーソケット電源タイプ（コード長：5m）/LEDライト・回転ブラシ・ノズル付

¥10,978（消費税10%抜き ￥9,980） 08U54-PA4-0M0
サイズ：88×68×221mm

全タイプ14. 静電気除去プレート
　　   運転席・助手席共用1個売り

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）  0.1H  08R73-PA1-000
取付位置：フロントドアパネルラッチ下部（運転席側・助手席側）

全タイプ

全タイプ

15. 親水ドアミラー
　　   左右セット

全タイプ

全タイプ

05. ユーティリティベルト
¥2,200（消費税10%抜き ￥2,000） 08L46-SYA-002
長さ調整機能付／周長：約100cm
取付位置：リア左右席

①②  

③  
④  

※キーカバー（本革製／シリコン製）、ペットキーカバー（肉球）との同時装着はできません。
※上下カバーの合わせ面の模様および文字のデザインは合いません。
※キーカバー（樹脂製／シリコン製）、ペットキーカバー（肉球）との同時装着はできません。
※キーカバー（樹脂製／本革製）、ペットキーカバー（肉球）との同時装着はできません。
※ペットシートマットとの同時使用はできません。 ※スマートクリップとの助手席での同時使用はできません。
※ペットシートプラスわん、ペットシートサークルとのリア席（助手席側）での同時使用はできません。
※背もたれの角度やシートの種類によっては、背もたれが起きません。その場合は手で動かしてください。 ※写真は他車種の装着例です。
※ペットシートプラスわん、ペットシートサークルとの同一座席での同時使用はできません。
※走行中の姿勢の保持が目的であり、乗降の際の補助を目的としたものではありません。 ※写真は他車種の装着例です。
※ラゲッジマットとの同時装着はできません。 ※写真は他車種の装着例です。
※組み立て後は戻せません。 ※消耗品のため保証の対象にはなりません。 
※mikke design lab.は、株式会社電通テックの商品開発ユニットです。

キーカバー

アシストグリップ

吊革グリップ

ドキュメントバッグ

ダンボールテーブル＆スツール

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。01.

02.

03.

04.

07.

全タイプ

08. マルチボックス
 ブラウン

¥5,720（消費税10%抜き ￥5,200） 08U13-E3E-A00
取付位置：助手席　収納部サイズ：W31×D37×H22.5cm

¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 08U13-S8R-000
取付位置：リア席シートバック左側

全タイプ

06. テールゲートストラップ
¥1,100（消費税10%抜き ￥1,000）  0.5H  08L46-TZA-010
地上からストラップまでの高さ：約170cm

全タイプ

04. ドキュメントバッグ B H N C L

¥10,780（消費税10%抜き ￥9,800） 08R31-ES1-001
10. ランバーフィットサポート

全タイプ

¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）
08U95-PC9-000E

19. スマートレスキュー17. ユーロホーン

¥3,630（消費税10%抜き ￥3,300） 08R63-E7C-010
折りたたみ時：W35×L18×H18cm　　
展開時：W35×L36×H16cm

12. ボディカバー
　　　Hマーク付

全タイプ

全タイプ（FF）

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000） 08P34-TZA-000

11. 防水シートカバー
　　　ブラック／左右共用1枚売り

全タイプ

¥9,900/1枚（消費税10%抜き ￥9,000/1枚） 08P33-PH4-000
取付位置：運転席／助手席

取付位置：運転席グラブレール

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

●e:HEV用 08P80-TZA-A00
●ガソリン車用 08P80-TZA-000

各¥8,030（消費税10%抜き 各￥7,300）  各0.6H＊

¥10,780（消費税10%抜き ￥9,800）  0.2H  08V11-TZA-000

18. タイヤチェーン （スチールチェーン）
eB eH B H

¥12,650（消費税10%抜き ￥11,500） 08T01-517-A00
●185/60R15タイヤ用

¥14,300（消費税10%抜き ￥13,000） 08T01-618-002
●185/55R16、185/60R16タイヤ用

20. ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）

¥2,090（消費税10%抜き ￥1,900）　　　  08T24-T5A-000
●運転席側用

¥1,485（消費税10%抜き ￥1,350）　　　  08T24-T6A-000A
●助手席側用

全タイプ21. ワイパーブレード（スノータイプ）

¥7,150（消費税10%抜き ￥6,500） 08T22-E7J-001A
●運転席側用

¥4,180（消費税10%抜き ￥3,800） 08T22-SED-000
●リア用

¥4,125（消費税10%抜き ￥3,750） 08T22-T6A-001C
●助手席側用

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

お得なセット

単品価格での合計

¥15,455
（消費税10%抜き ￥14,050）

セット価格

¥13,860
（消費税10%抜き ￥12,600）
08T22-TZA-000

全タイプ

各¥4,400（消費税10%抜き 各￥4,000）
08F44-PG0-＊＊＊＊

各¥3,300（消費税10%抜き 各￥3,000）
08F44-PG0-＊＊＊＊

④シリコン製

各¥1,650（消費税10%抜き 各￥1,500）
08U08-PG0-＊＊＊

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）
08U08-T5A-010

折りたたみ時

組み立て後 組み立て前

展開時

※イラストは説明のためのイメージです。

超硬チップ付き自動ポンチ

※フロントガラスは割れません。

窓ガラスを割る

押し込む

カチッ

ベルトカッター

シートベルトを切る

暗がりでも使いやすいLEDライト搭載

点灯イメージ

モーター駆動回転ブラシ

④シリコン製

③本革製

0.1H

0.1H

eNeH eC eL H N C L

②樹脂製／デラックス

①樹脂製／スタンダード

アンティーク
パリ

シルバー
カーボン

ハワイアン

コスメティックビジュー
フラワー

ビビッド
ラブ

コズミック
ギャラクシー

サイバー
エントリー

みけねこ スノー
フラワー

マーブル
フラワー

カモフラージュ

マット
ブラック

スウィート
ピンク

アクセント
イエロー

マット
ネイビー

表面

表面

16.

※防水シートカバー、ペットシートプラスわんとの助手席での同時装着はできません。
※重い荷物を入れると、助手席シートベルト締め忘れ警告ブザーが鳴る場合があります。ブザーは一定回数を超えると止まります。
※ペットシートマットとの同時使用はできません。 ※ペットシートサークルとの同一箇所での同時使用はできません。  
※体型に合わせて成型・硬化させるため、成型後は元に戻らなくなります。 ※販売会社にて商品のご確認、または説明を受けた上でご購入ください。 ※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※ペットシートプラスわん、マルチボックスとの助手席での同時装着はできません。
※運転時は運転席の足元に置かないでください。 ※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※運転席、助手席の両方に装着する場合、2個必要です。 ※触れる時間が短いと除電しきれないことがあります。 ※着用している衣類や体質によっては除電に必要な時間が変化することがあります。
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※標準装備のミラーを取り外し装着となります。 ※コンフォートビューパッケージ装備車には装着できません。 ※写真はイメージです。天候、雨量、その他の状況により効果は異なります。 ※写真は他車種の装着例です。
※本革シート等のキズつきやすいシートには使用しないでください。 ※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
＊　　  に装着する場合、標準取付時間は　　 となります。 ※標準装備のホーンを取り外し装着となります。
※スタッドレスタイヤには装着できません。 ※タイヤサイズを確認してお選びください。 ※タイヤチェーンを装着すると、アルミホイールを傷つけるおそれがあります。
※写真は他車種の装着例です。
※撥水ガラスコート施工処理車専用ワイパーブレードラバーです。 ※撥水ガラスコートの施工について詳しくは、販売会社にご相談ください。 

マルチボックス

キックガード
ランバーフィットサポート
防水シートカバー
どこリラ(クッション) 

静電気除去プレート

親水ドアミラー
ハンディークリーナー
ユーロホーン
タイヤチェーン（スチールチェーン）
スマートレスキュー
ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）

08.

09.
10.
11.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

ビジューフラワー
コスメティック
ビビッドラブ
コズミックギャラクシー

010F
020F
030F
040F

■デザインコード表 ＊＊＊＊

マットブラック
スウィートピンク
アクセントイエロー
マットネイビー

010
020
030
040

■デザインコード表 ＊＊＊

アンティークパリ
シルバーカーボン
ハワイアン
サイバーエントリー
みけねこ
スノーフラワー
マーブルフラワー
カモフラージュ

010E
020E
030E
040E
050E
060E
070E
080E

■デザインコード表 ＊＊＊＊

eB eH eN eC B H N C

eB（FF）eH（FF）eN（FF）eC（FF）eL（FF） B H N C L

¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800） 08Z47-E6E-E60C

07. ダンボールテーブル＆スツール
 ダンボール製／3枚セット（テーブル×1、スツール×2）　©mikke design lab.

組み立て前は、ラゲッジルームにすっきり収納。
組み立ては、道具を使うことなく、簡単に。

直径約50cm

幅約25cm
幅約
　25cm 高

さ
約
32
cm

高
さ
約
20
cm

0.7HeC C

実際の音色を
視聴いただけ
ます。

※写真は他車種の装着例です。
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 36

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

装着後装着前

ホームページ
で動画をご覧
いただけます。 



★プラチナホワイト・パール
　ルナシルバー・メタリック
★プレミアムサンライトホワイト・パール
　シャイニンググレー・メタリック
　クリスタルブラック・パール
★プレミアムクリスタルレッド・メタリック
★プレミアムグラマラスブロンズ・パール
★ミッドナイトブルービーム・メタリック
　エアーライトブルー・メタリック

NH-883P
NH-830M
NH-902P
NH-880M
NH-731P
R-565M
YR-634P
B-610M
B-626M

■マッドガード　カラーコード表 ＊＊＊＊
020A
040A
050A
070A
080A
090A
0D0A
0H0A
0 J0A

お得なセット
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●適用マーク： =全タイプ全タイプ =e：HEV BASICeB =e：HEV HOMEeH =e：HEV NESSeN =e：HEV CROSSTAReC =e：HEV LUXEeL

=BASICB =HOMEH =NESSN =CROSSTARC =LUXEL 38
●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。 ●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 
●　　  内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

メッキタイプ

ダーククローム調メッキタイプ

ベルリナブラックタイプ

エクステンションマット

I N D E X

¥28,600（消費税10%抜き ￥26,000）
①プレミアムタイプ（エクステンションマット付）

全タイプ

各¥8,800（消費税10%抜き 各￥8,000）

02. オールシーズンマット
　　   縁高タイプ／樹脂製／カラー 本体：ブラック ロゴ：グレー

●フロント用 08P18-TZA-010
●リア用 08P19-TZA-000

全タイプ

0.2H

08P15-TZA-0100.2H

¥17,600（消費税10%抜き ￥16,000）
②スタンダードタイプ

08P14-TZA-0100.2H

03. ドアバイザー
　　   フロント・リア用左右4枚セット

全タイプ 04. マッドガード
　　   フロント・リア用左右4点セット

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000）  0.6H  08R04-TZA-000
各¥13,200（消費税10%抜き 各￥12,000）  各0.9H  08P00-TZA-＊＊＊＊
①カラードタイプ ②ブラック

¥7,150（消費税10%抜き ￥6,500）  0.9H  08P00-TZA-000
●

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）  1.2H  08P00-TZA-000C
●

用

用

eNeHeB eL B H N L
eNeHeB eL B H N L

eC C

全タイプ05. ライセンスフレーム

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 0.1H＊1   08P25-PD1-000A
●フロント用（メッキタイプ）

●フロント用（ダーククローム調メッキタイプ／ベルリナブラックタイプ）

各¥4,950（消費税10%抜き 各￥4,500）  各0.1H＊1 
ダーククローム調メッキタイプ　08P25-PD1-000B

ダーククローム調メッキタイプ 08Z01-PD1-A00H
ベルリナブラックタイプ 08Z01-PD1-A10J

ベルリナブラックタイプ　08P25-PD1-010C

●リア用（ダーククローム調メッキタイプ／ベルリナブラックタイプ）

ダーククローム調メッキタイプ　08P26-PD1-000B ベルリナブラックタイプ　08P26-PD1-010C

●リア用（メッキタイプ）

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）  0.1H  08P26-PD1-000A

各¥4,950（消費税10%抜き 各￥4,500）  各0.1H

06. ナンバープレート
 ロックボルト
 マックガード社製／3本入りセット／
 ボルト長：20mm

全タイプ

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）
08P25-EJ5-C00A

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

単品価格での合計

¥11,000
（消費税10%抜き ￥10,000）

セット価格

●ライセンスフレーム（メッキタイプ）のセット 全タイプ

単品価格での合計

¥13,200
（消費税10%抜き ￥12,000）

セット価格

各¥12,100（消費税10%抜き 各￥11,000）             各0.2H＊2

●ライセンスフレーム（ダーククローム調メッキタイプ／ベルリナブラックタイプ）のセット 全タイプ

①プレミアムタイプ ②スタンダードタイプ

①カラードタイプ（フロント用） ①カラードタイプ（リア用）②ブラック（フロント／CROSSTAR用） ②ブラック（リア／CROSSTAR用）

B A S I C  I T E M S P A C K A G E

ETC車載器
LEDダウンライト
LEDフォグライト
LEDルーフ照明
LEDルームランプ
USBチャージャー
アームレスト付センターコンソールボックス
アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）
アドバンスドルームミラー
アルミホイール
アルミホイール用ホイールナット
アルミホイール用ホイールロックナット
アロマモーメント
インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション
エレガントカラーコレクション
オートリトラミラー
オールシーズンマット
おもてなしフォグライトシステム
キーカバー
キックガード
キャリアシステム
クロスバー
ゴールドエンブレム
コンソール スマートフォントレイ
コンソール ティッシュボックストレイ
コンソール トラッシュボックス
サイドシルプロテクションフィルム
サイドステップガーニッシュ
シートカバー
親水ドアミラー
ステアリングホイールカバー
スポーツペダル

E
L

U
ア

イ
エ
オ

キ

ク
コ

サ

シ

ス

04,27
21

08,11,20
25
25

13,26
06,23
35
32

08,09,19
19
19
25

14,21
15,16

06,14,32
06,37
32

06,35
36
20

11,20
18

06,23
06,23
06,23
26

14,21
07,22
36
22

09,22

＊フロントカメラシステムと同時装着する場合、標準取付時間は　　 となります。0.8H

エクステンションマット

01. フロアカーペットマット
　　   ブラック／消臭・抗菌加工／ヒールパッド付／フロント・リアセット

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）
08Z01-PD1-A00G

0.2H＊2

※オールシーズンマットとの同時装着が可能です。 ※運転席側のマットは、必ず専用ホルダーに固定して使用してください。
※フロアカーペットマットとの同時装着が可能です。 ※フロント用の運転席側のマットは、必ず専用ホルダーに固定して使用してください。
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※ロアスカート（サイド用／リア用）との同時装着はできません。
＊1 フロントカメラシステムと同時装着する場合、取付費は必要ありません。
※リア用はナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。 ※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 
※字光式ナンバープレートには装着できません。 ※封印部には装着できません。
＊2 フロントカメラシステムと同時装着する場合、標準取付時間は　　 　となります。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

フロアカーペットマット
オールシーズンマット
ドアバイザー
マッドガード

ライセンスフレーム

ナンバープレートロックボルト

01.
02.
03.
04.

05.

06.
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

各0.1H

※カラーコード表★付カラーは￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）高となり、
　表示価格には含まれません。

※車両部品はダークグレーのため、色は異なります。

意匠登録出願済

スマートクリップ　
スマートレスキュー
静電気除去プレート
セレクトノブ
タイヤチェーン（スチールチェーン）
タブレットホルダー
ダンボールテーブル＆スツール
チャイルドシート
吊革グリップ
テールゲートストラップ
テールゲートスポイラー
デカール（ボディサイド／テールゲート）
ドアエッジプロテクションフィルム
ドアスイッチパネル
ドアバイザー
ドアハンドルプロテクションカバー
ドアハンドルプロテクションフィルム
ドキュメントバッグ
どこリラ(クッション)
ドライブレコーダー
「ナノイー」うるケア・ヴェールライト
ナビ＆オーディオ
　おすすめナビ
　ナビラインアップ
　ナビオプション
　オーディオ＆スピーカー
ナンバープレートロックボルト
ハイケルビンバルブ
ハンガー
ハンディークリーナー
ビームライト
フットライト

25
36
36
22
36
25
35
33
35
35

09,18
11,18
05,26
07,22
37
26

05,26
35
36

03,31
25

03,27
28

29,30
30
37
20
25
36

09,20
14,21

プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
ブラックエンブレム
フロアカーペットマット
フロントカメラシステム
フロントグリル
ペット用品
防水シートカバー
ボディカバー
マッドガード
マルチコンソール
マルチボックス
ユーティリティベルト
ユーロホーン
ライセンスフレーム
ラゲッジカバー
ラゲッジソフトトレイ
ラゲッジトレイ
ラゲッジマット
ランバーフィットサポート
リアカメラ de あんしんプラス2（ダブルビュー）
リアカメラ no 水滴クリーナー
リアパネルライニングカバー
リアバンパープロテクションフィルム
リモコンエンジンスターター
リモコンエンジンスターターカバー
ロアガーニッシュ（フロント用／リア用／サイド用）
ロアグリル＆フォグライトガーニッシュ
ロアスカート（フロント用／リア用／サイド用）
ワイパーブレード（スノータイプ）
ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）
ワイヤレス充電器

25
09,18
37
29

09,18
34
36
36
37

06,23
36
35
36
37

13,24
05,24
24
24
36
29
32

05,24
13,26
32
32

11,17
08,18
09,17
36
36
26

ス

セ

タ

チ
ツ
テ

ト

ナ

ハ

ヒ
フ

フ

ヘ
ホ

マ

ユ

ラ

リ

ロ

ワ

プロテクションパッケージ
ドアハンドルプロテクションフィルム ＋ ドアエッジプロテクションフィルム ＋ リアパネルライニングカバー ＋ ラゲッジソフトトレイ

全タイプ ▶ P.05

●e:HEV（FF）用 08Z01-TZA-000B
●e:HEV（4WD）用 08Z01-TZA-000C
●ガソリン車用 08Z01-TZA-000A

単品価格での合計

¥31,350（消費税10%抜き ￥28,500）
パッケージ価格

各¥28,600（消費税10%抜き 各￥26,000）  各0.9H

ラグジュアリーパッケージ
インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション ＋ フットライト ＋ サイドステップガーニッシュ（LEDイルミネーション付） ＋ オートリトラミラー

全タイプ

●ホワイトイルミネーション 08Z01-TZA-000G
●ブルーイルミネーション 08Z01-TZA-000H

単品価格での合計

¥66,000（消費税10%抜き ￥60,000）
パッケージ価格

各¥59,400（消費税10%抜き 各￥54,000）  各3.6H

スポーツパッケージ
フロントグリル ＋ ブラックエンブレム ＋ スポーツペダル

▶ P.09

●e:HEV用 08Z01-TZA-000F
●ガソリン車用 08Z01-TZA-000E

単品価格での合計

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）
パッケージ価格

各¥54,670（消費税10%抜き 各￥49,700）  各1.8H

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

＊後方の駐車録画（衝撃検知）モードの利用には、別途後方駐車録画キットが必要です。

eNeHeB eL
B H N L

CROSSTARパッケージ
ロアガーニッシュ（フロント・リア用） ＋ LEDフォグライト ＋ フォグライトガーニッシュ

▶ P.11

▶ P.14

新車パッケージ
フロアカーペットマット（プレミアムタイプ） ＋ ドアバイザー ＋ ライセンスフレーム（メッキタイプ／フロント・リア用） ＋ ナンバープレートロックボルト 

単品価格での合計

¥56,100（消費税10%抜き ￥51,000）

eC C

単品価格での合計

¥100,100（消費税10%抜き ￥91,000）
パッケージ価格

¥79,200（消費税10%抜き ￥72,000）  2.5H  08Z01-TZA-000D

ドライブレコーダーパッケージ
DRH-204VD（32GBキット） ＋ 後方録画カメラ

▶ P.32

単品価格での合計

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）
パッケージ価格

¥58,300（消費税10%抜き ￥53,000）  3.1H  08E30-PF7-A00C

DRH-197SM ＋ DRH-194SG＊

単品価格での合計

¥55,000（消費税10%抜き ￥50,000）
パッケージ価格

¥53,900（消費税10%抜き ￥49,000）  1.9H  08E30-PG3-E01

for ギャザズナビ

全タイプ

パッケージ価格

¥54,450（消費税10%抜き ￥49,500）  0.9H＊  08Z01-TZA-A10C

全タイプ

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

お得な
パッケージ

ナビ／ドライブレコーダーあんしんパッケージ
フィット専用 9インチ プレミアム インターナビ VXU-205FTi（取付アタッチメント含む） ＋ DRH-204VD（32GBキット） ＋ 後方録画カメラ

▶ P.03

単品価格での合計

¥261,800（消費税10%抜き ￥238,000）
パッケージ価格

¥255,200（消費税10%抜き ￥232,000）  3.3H  08A60-TZA-J00D

for Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ
お得な
パッケージ


