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パワープロダクツ アーカイブ2輪製品アーカイブ4輪製品アーカイブ

プレスインフォメーション(FACT BOOK) CIVIC TYPE R

 
EQUIPMENT 主要装備 

■安全装備

●運転席⽤&助⼿席⽤SRSエアバッグシステム

●EBD（電⼦制御制動⼒配分システム）付ABS
 （4輪アンチロックブレーキシステム）

●LEDハイマウント・ストップランプ

●バンパービーム&ドアビーム

●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

●リア3点式ELR／ALR（チャイルドシート固定機構）シートベルト

●ISO FIX対応チャイルドシート固定専⽤バー（リア左右席）

 
■快適装備

◎オートエアコンディショナー（外気温表⽰機能付）

●EPS（電動パワーステアリング）＋VGR（可変ステアリングギアレシオ）

●全⾯⾼熱線吸収UVカットガラス

◎パワーウインドウ（運転席挟み込み防⽌機構付）

◎パワードアロック（テールゲート連動）

◎電波式キーレスエントリーシステム（ウエルカムランプ機能付）

 
■インテリア

●レカロ社製バケットシート（フロント）

●MOMO本⾰巻3本スポークステアリングホイール

●アルミシフトノブ（インパネシフト）

●専⽤ホワイト3眼メーター

●アルミ調センターパネル

●TYPE Rコンソールエンブレム

●⾚⾊フロアマット&ドアライニング

●フットレスト（運転席⽤）

●カップホルダー（フロント／リア）

◎マップランプ

◎両席バニティミラー

◎リアシェルフ

●6：4分割可倒式リアシート

 
■エクステリア

◎ディスチャージヘッドライト（ハイ／ロービーム）

●エアロフォルムバンパー（フロント／リア）
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●⼤型テールゲートスポイラー

●ボディ同⾊サイドシルガーニッシュ

◎プライバシーガラス（リアクォーター／テールゲート）

●TYPE R専⽤Hondaエンブレム（フロント／リア）

●TYPE Rエンブレム（フロント／リア）／デカール（サイド）

●UKエンブレム（リア）

●⾚エンジンヘッドカバー

●ミスト機構付間⽋フロントワイパー

◎ウォッシャー付間⽋リアワイパー

●ボディ同⾊電動リモコンドアミラー

◎ボディ同⾊電動格納式リモコンドアミラー

●マイクロアンテナ

 
■⾛⾏関連メカニズム

●専⽤ハードセッティングサスペンション

●鍛造クロモリフライホイール

●トルク感応型ヘリカルLSD

●フロント・⼤径ベンチレーテッドディスクブレーキ

●リア・ディスクブレーキ

●ストラットタワーバー（フロント／リア）

 
■タイヤ／ホイール

 
●ハイグリップタイヤ（205/45R17 84W）

●専⽤アルミホイール（17×7JJ）

 
●は標準装備 ◎はCパッケージ（メーカーオプション）
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