
Honda Dog シリーズ　web適用表 2022年5月現在

名称 種類・カラー 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

①
ペットインテリアステッカー

（肉球）
- N-BOX／N-ONE／N-WGN／ステップワゴン／フィット／フリード 08Z41-PP2-B01 ¥3,850 ¥3,500

② Honda Dogデザイン
CR-V／N-BOX／N-ONE／N-VAN／N-WGN／アコード／インサイト／

ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／ステップワゴン／フィット／フリード
08Z41-E9G-000A ¥4,400 ¥4,000

③ 肉球デザイン
CR-V／N-BOX／N-ONE／N-VAN／N-WGN／アコード／インサイト／

ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／ステップワゴン／フィット／フリード
08Z41-PP2-E00 ¥4,400 ¥4,000

④ N-BOX／N-ONE／N-VAN／N-WGN 08Z41-PG0-010A ¥4,400 ¥4,000

⑤ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08Z41-E9G-010C ¥4,400 ¥4,000

⑥ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08Z41-PM4-010 ¥4,400 ¥4,000

⑦ N-BOX／N-ONE／N-VAN／N-WGN 08Z41-PG0-020A ¥4,400 ¥4,000

⑧ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08Z41-E9G-020C ¥4,400 ¥4,000

⑨ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08Z41-PM4-030 ¥4,400 ¥4,000

⑩ N-BOX／N-ONE／N-VAN／N-WGN 08Z41-PG0-030A ¥4,400 ¥4,000

⑪ CR-V／Honda e／アコード／インサイト／オデッセイ／シャトル／フィット／フリード 08Z41-E9G-030C ¥4,400 ¥4,000

⑫ ヴェゼル／シビック／ステップ ワゴン 08Z41-PM4-020 ¥4,400 ¥4,000

⑬ ブルー
CR-V／N-BOX／N-ONE／N-WGN／インサイト／ヴェゼル／オデッセイ／

シビック／シャトル／ステップワゴン／フィット／フリード
08Z41-E9G-A11 ¥25,300 ¥23,000

⑭ グレー
CR-V／N-BOX／N-ONE／N-WGN／インサイト／ヴェゼル／オデッセイ／

シビック／シャトル／ステップワゴン／フィット／フリード
08Z41-E9G-A21 ¥25,300 ¥23,000

⑮ ブルー

CR-V／Honda e／N-BOX／N-ONE／N-VAN／N-WGN／アコード／

インサイト／ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／ステップワゴン／

フィット／フリード

08Z41-PP2-C10 ¥21,450 ¥19,500

⑯ グレー

CR-V／Honda e／N-BOX／N-ONE／N-VAN／N-WGN／アコード／

インサイト／ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／ステップワゴン／

フィット／フリード

08Z41-PP2-C20 ¥21,450 ¥19,500

⑰
Sサイズ（届出車用）

ブルー
N-BOX／N-ONE／N-WGN 08Z41-E6K-011A ¥17,600 ¥16,000

⑱
Mサイズ（登録車用）

ブルー

CR-V／Honda e／ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／

ステップ ワゴン（2列目 6:4分割ベンチシート装備車用）／

フィット／フリード

08Z41-E6K-011B ¥19,800 ¥18,000

⑲
Sサイズ（届出車用）

グレー
N-BOX／N-ONE／N-WGN 08Z41-E6K-021A ¥17,600 ¥16,000

⑳
Mサイズ（登録車用）

グレー

CR-V／Honda e／ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／

ステップ ワゴン（2列目 6:4分割ベンチシート装備車用）／

フィット／フリード

08Z41-E6K-021B ¥19,800 ¥18,000

㉑ Sサイズ（小型犬用）
CR-V／Honda e／N-BOX／N-ONE／N-WGN／アコード／インサイト／

ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／ステップ ワゴン／フィット／フリード
08Z41-E6K-000C ¥3,300 ¥3,000

㉒ Mサイズ（中・大型犬用）
CR-V／Honda e／N-BOX／N-ONE／N-WGN／アコード／インサイト／

ヴェゼル／オデッセイ／シビック／シャトル／ステップ ワゴン／フィット／フリード
08Z41-E6K-000D ¥3,850 ¥3,500

ペットエンブレム

ペットキーカバー（肉球）

くろ

しば

しろ

ペットシートサークル

ペットシートプラスわん2

ペットシートマット

ペット車外飛び出し防止リード
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名称 種類・カラー 画像 適用車種 品番

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%込み

メーカー希望

小売価格（円）

※消費税10%抜き

㉓ くろ N-BOX／N-ONE／N-WGN 08Z41-PP2-A10 ¥11,000 ¥10,000

㉔ しろ N-BOX／N-ONE／N-WGN 08Z41-PP2-A20 ¥11,000 ¥10,000

㉕ しば N-BOX／N-ONE／N-WGN 08Z41-PP2-A30A ¥11,000 ¥10,000

㉖ 小径用 N-BOX／N-ONE／N-WGN／フィット 08Z41-PP2-D00 ¥7,700 ¥7,000

㉗ 大径用 Honda e／アコード／ヴェゼル／オデッセイ／シビック／フリード／ステップ ワゴン 08Z41-PP2-D00A ¥8,800 ¥8,000

㉘ ブルー

CR-V／N-BOX／N-ONE／N-WGN／ヴェゼル／オデッセイ／シビック／

シャトル／ステップワゴン（2列目 6:4分割ベンチシート装備車用）／

フィット／フリード

08Z41-E9G-B11 ¥6,600 ¥6,000

㉙ グレー

CR-V／N-BOX／N-ONE／N-WGN／ヴェゼル／オデッセイ／シビック／

シャトル／ステップワゴン（2列目 6:4分割ベンチシート装備車用）／

フィット／フリード

08Z41-E9G-B21 ¥6,600 ¥6,000

■ご使用にあたって

※各アイテムのラインアップや適用、Honda Dogシリーズ以外との装着条件は、車種によって異なります。詳しくは車種別のHonda純正アクセサリーカタログ、ホームページをご覧いただくか、販売会社にお問い合わせください。

＜ペットインテリアステッカー（肉球）＞

※お客様ご自身が取り付ける商品ですので、商品貼り付け後のはがれ、浮き等に関しては保証の対象外とさせていただきます。

※指定した範囲以外には貼り付けないでください。

※商品の特性上、無理な力が加わると商品から両面テープがはがれるおそれがあります。

＜ペットエンブレム＞

※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。

※お客様ご自身が取り付ける商品ですので、商品貼り付け後のはがれ、浮き等に関しては保証の対象外とさせていただきます。

※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、車両機能（Honda SENSING等）に影響が出る場所）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。

＜ペットキーカバー（肉球）＞

※Hondaスマートキー装備車のみ装着できます。

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。

※「くろ」と「しろ」は2トーンではありません。

＜ペットシートサークル＞

※ペットシートマットとの同時装着はできません。

※ペットシートプラスわん2との同一座席での同時装着はできません。

※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。

※e:HEVまたはHYBRID車は、冷却風取り入れ口を塞がないように取り付けてご使用ください。

※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。

※ご使用状況によっては撥水機能が低下する場合があります。また、防水生地ではありませんので、汚れた場合は速やかに拭き取ってください。

＜ペットシートプラスわん2＞

※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。

※ペットシートマットとのリア席（2列目シート）での同時装着はできません。

※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。

※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。

※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。

※ご使用状況によっては撥水機能が低下する場合があります。また、防水生地ではありませんので、汚れた場合は速やかに拭き取ってください。

＜ペットシートマット＞

※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2とのリア席（2列目シート）での同時装着はできません。

※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。

※e:HEVまたはHYBRID車は、冷却風取り入れ口を塞がないように取り付けてご使用ください。

※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。

※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。

※ご使用状況によっては撥水機能が低下する場合があります。また、防水生地ではありませんので、汚れた場合は速やかに拭き取ってください。

＜ペット車外飛び出し防止リード＞

※ペットシートプラスわん2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。

※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。

※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。

＜ペットセレクトノブ（肉球）＞

※標準装備のセレクトノブを取り外し装着となります。

※セレクトレバーボタンは標準装備品を使用します。

＜ペットセンターキャップ（肉球）＞

※アルミホイール（標準装備／メーカーオプション）用です。Moduloアルミホイールには装着できません。

※標準装備のセンターキャップを取り外し装着となります。

＜ペットドアライニングカバー＞

※e:HEVまたはHYBRID車は、冷却風取り入れ口を塞がないように取り付けてご使用ください。

※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。

※ご使用状況によっては撥水機能が低下する場合があります。また、防水生地ではありませんので、汚れた場合は速やかに拭き取ってください。

●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。

●ホームページ上の写真は、実際の色調とは異なって見えることがあります。

●仕様、価格は2022年5月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

ペットドアライニングカバー

ペットセレクトノブ（肉球）

ペットセンターキャップ（肉球）
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