21・04〜

GENUINE ACCESSORIES

製造事業者
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2021年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。
RV3-100

RV4-100

RV5-100

RV6-100

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/

Honda販売会社での新車購入 / 点検・車検 / 部品購入や、
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、電子マネー楽天Edy、Hondaグッズに交換できます! 詳しくはHonda Cカードホームページへ。
https://www.honda.co.jp/C-CARD/

HB534VZ214A00
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Photo：e：HEV Z(FF)

アクセサリー装着車

ボディーカラーはプレミアムクリスタルレッド・メタリック

詳しくは『RECOMMENDED STYLES』
をご覧ください。

②
●

④
●

&

02. フロントロアースカート 全タイプ

全タイプ

￥41,250（消費税10%抜き ￥37,500）

本体

ベルリナブラック×カラードタイプ／
クロームメッキガーニッシュ付

0.8H＊1 08F21-3M0-000

フロントグリル用エンブレム
各￥1,650（消費税10%抜き 各￥1,500）

① G 用（Hマーク1個）

08F21-3M0-000B

② eX eZ eP 用（Hマーク1個)

￥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）

1.0H

08F20-3M0-000B

￥11,550（消費税10%抜き ￥10,500）

1.0H

08F20-3M0-000C

④

￥51, 150（消費税10%抜き ￥46,500）
￥52,800（消費税10%抜き ￥48,000）

＊1 マルチビューカメラシステム装備車の場合、
別途映像点検 0.2H が必要です。
※標準装備のフロントグリルを取り外し装着となります。
＊2 G eX に装着する場合、
ベルリナブラック部分は車両標準装備のバンパーガーニッシュと色味が異なります。
＊3 マルチビューカメラシステム装備車の場合、
別途映像点検 0.2H が必要です。
※ 標準装備のフロントロアーバンパーを取り外し装着となります。
＊4 マルチビューカメラシステム装備車の場合、
別途映像点検 0.2H が必要です。
※標準装備のフォグライトガーニッシュを取り外し装着となります。

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

G =G

eX = e:HEV X

eZ = e:HEV Z

eP = e:HEV PLaY

＊3

左右セット 全タイプ

各

¥38,500

05. テールゲートスポイラー
各

（消費税10%抜き 各￥35,000） 各0.4H
08F57-3M0-＊＊＊A

08P98-3M0-＊＊＊A

全タイプ

LEDロングハイマウントストップランプ付

¥55,000

（消費税10%抜き 各￥50,000）各 0.5H
08F02-3M0-＊＊＊
※P06 05.テールゲートスポイラーと同商品です。

06. リアコンビガーニッシュ

全タイプ

各

07. リアロアーガーニッシュ

08. リアロアースカート 全タイプ

全タイプ

セパレート
（左右分割）
タイプ

クロームメッキガーニッシュ付

2枚セット

¥19,800

各

（消費税10%抜き 各￥18,000）各 0.3H

¥27,500

各

（消費税10%抜き 各￥25,000） 各0.9H

08F47-3M0-＊＊＊

※P06 06.リアコンビガーニッシュと同商品です。

¥27,500

（消費税10%抜き 各￥25,000）各 0.9H

08F24-3M0-＊＊＊A

09. Cピラーデカール

全タイプ

左右セット

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）0.2H
08F31-3M0-000

08F03-3M0-＊＊＊

1.8H＊1
1.8H＊1

04. サイドロアーガーニッシュ
05. テールゲートスポイラー
06. リアコンビガーニッシュ
07. リアロアーガーニッシュ

※ボディーコートの施工前に装着してください。
※標準装備のテールゲートスポイラーを取り外し装着となります。
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※標準装備のリアバンパーガーニッシュを取り外し装着となります。

08. リアロアースカート
09. Cピラーデカール
02. 04. 05. 06. 07. 08.

※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。
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※お好きな色からお選びいただけます。

■カラーコード表
プラチナホワイト・パール
プレミアムサンライトホワイト・パール
プレミアムクリスタルレッド・メタリック
ミッドナイトブルービーム・メタリック

NH-883P
NH-902P
R-565M
B-610M

＊＊＊ ＊＊＊
010
020
030
040

＊＊＊
010★
020★
030★
-

＊＊＊
010
020
030
040

クリスタルブラック・パール

メテオロイドグレー・メタリック
サンドカーキ・パール

■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。■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。

NH-731P
NH-904M
YR-656P

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
050
- 060★ 060
- 070★ 070

プレミアムアガットブラウン・パール
スーパープラチナ・メタリック
スタリーシルバー・メタリック

YR-633P
NH-704M
NH-833M

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
- 080★ 0A0
0B0

A-Collect

03

＊4

04. サイドロアーガーニッシュ

※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。

04

ケミカル用品／

03. フォグライトガーニッシュ

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）0.9H
08F56-3M0-000

（消費税10%抜き 各￥42,000） 各1.1H

全タイプ

クロームメッキ／左右セット

①② 各￥42,900（消費税10%抜き 各￥39,000）各0.8H＊1

③

02. フロントロアースカート

¥46,200

03. フォグライトガーニッシュ

ベーシックアイテム／
パッケージ

③ゴールドエンブレム（Hマーク2個+車名エンブレム）
④ブラックエンブレム（Hマーク2個+車名エンブレム）
合計

01. フロントグリル

08F21-3M0-000C

各

＊2

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

01. フロントグリル クロームメッキ

●
③

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

※写真は②を装着しています。

●
①

ドライビングサポート

03
02
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エクステリア
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おすすめアイテム
&

インテリア／ラゲッジ／
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Casual Style
カジュアルスタイル

ナビゲーション／
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Photo：e：HEV Z(FF)

アクセサリー装着車

ボディーカラーはプレミアムサンライトホワイト・パール

詳しくは『RECOMMENDED STYLES』
をご覧ください。

●
②

●
④

01. フロントグリル グロッシーカッパー・メタリック

02. フロントロアースカート

全タイプ

￥44,550（消費税10%抜き ￥40,500）

本体

&

0.8H＊1 08F21-3M0-000A

フロントグリル用エンブレム
各￥1,650（消費税10%抜き 各￥1,500）

① G 用（Hマーク1個）

08F21-3M0-000B

② eX eZ eP 用（Hマーク1個)

￥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）

④ブラックエンブレム（Hマーク2個+車名エンブレム）

￥11,550（消費税10%抜き ￥10,500）

1.0H

④

＊1 マルチビューカメラシステム装備車の場合、
別途映像点検 0.2H が必要です。
※標準装備のフロントグリルを取り外し装着となります。
＊2 G eX に装着する場合、
ベルリナブラック部分は車両標準装備のバンパーガーニッシュと色味が異なります。
＊3 マルチビューカメラシステム装
備車の場合、
別途映像点検 0.2H が必要です。
※標準装備のフロントロアーバンパーを取り外し装着となります。
※ボディーコートの施工前に装着してください。

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

G =G

eX = e:HEV X

eZ = e:HEV Z

eP = e:HEV PLaY

04. ドアミラーカバー

05. テールゲートスポイラー
06. リアコンビガーニッシュ
07. リアロアーガーニッシュ

（消費税10%抜き ￥45,000） 1.1H
08P98-3M0-080

04. ドアミラーカバー

全タイプ

グロッシーカッパー・メタリック／
左右セット

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000）0.3H
08R06-3M0-090

08F57-3M0-080A

05. テールゲートスポイラー

全タイプ

LEDロングハイマウントストップランプ付

各

¥55,000

（消費税10%抜き 各￥50,000）各 0.5H

06. リアコンビガーニッシュ

全タイプ

2枚セット

各

¥19,800

（消費税10%抜き 各￥18,000）各 0.3H

08F02-3M0-＊＊＊

08F47-3M0-＊＊＊

※P04 05.テールゲートスポイラーと同商品です。

※P04 06.リアコンビガーニッシュと同商品です。

▶他のカラーもご用意しています。詳細は、P04 へ

07. リアロアーガーニッシュ 全タイプ
プレミアムアガットブラウン・パール／
グロッシーカッパー・
メタリックガーニッシュ付

¥30,800

プレミアムアガットブラウン・パール／
セパレート(左右分割)タイプ

（消費税10%抜き ￥28,000） 0.9H
▶他のカラーもご用意しています。詳細は、P04へ

09. 18インチ アルミホイール
MS-045

08F03-3M0-080

▶他のカラーもご用意しています。詳細は、P04へ

eZ

eP

18×7 1/2J PCD114.3mm
インセット55mm
ハイコントラストシルバー塗装

¥30,800

（消費税10%抜き ￥28,000）0.9H

08F24-3M0-080

▶他のカラーもご用意しています。詳細は、P03 へ

08. リアロアースカート 全タイプ

¥46,200/1本（消費税10%抜き ￥42,000/1本）
0.6H/1本 08W18-3M0-000

1.8H＊1
1.8H＊1

※標準装備品を取り外し装着となります。
※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。
※お好きな色からお選びいただけます。
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※お好きな色からお選びいただけます。
※標準装備のリアバンパーガーニッシュを取り外し装着となります。

08. リアロアースカート
09. 18インチ アルミホイール MS-045

※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。
※18インチ アルミホイール装備車に取り外し装着できます。
※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。

■カラーコード表
プラチナホワイト・パール
プレミアムサンライトホワイト・パール
プレミアムクリスタルレッド・メタリック

＊＊＊ ＊＊＊
NH-883P 010★ 010
NH-902P 020★ 020
030★ 030
R-565M

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
メテオロイドグレー・メタリック

■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。■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。

＊＊＊ ＊＊＊
B-610M
040
NH-731P 050
NH-904M 060★ 060

サンドカーキ・パール

スタリーシルバー・メタリック

＊＊＊ ＊＊＊
YR-656P 070★ 070
NH-833M 0B0
-

A-Collect

05

￥54,450（消費税10%抜き ￥49,500）
￥56,100（消費税10%抜き ￥51,000）

¥41,800

（消費税10%抜き ￥38,000） 0.4H
＊3

全タイプ

プレミアムアガットブラウン・パール／
左右セット

※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。

06

ケミカル用品／

03. サイドロアーガーニッシュ

08F20-3M0-000C

①② 各￥46,200（消費税10%抜き 各￥42,000）各0.8H＊1
③

02. フロントロアースカート

08F20-3M0-000B

¥49,500

03. サイドロアーガーニッシュ

ベーシックアイテム／
パッケージ

③ゴールドエンブレム（Hマーク2個+車名エンブレム）

1.0H

合計

01. フロントグリル

08F21-3M0-000C

全タイプ ＊2

ベルリナブラック×プレミアムアガット
ブラウン・パール／グロッシーカッパー・
メタリックガーニッシュ付

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

●
③

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

※写真は②を装着しています。

●
①

ドライビングサポート

02

Urban Style

エクステリア&スポーツ
01. エキパイフィニッシャー 全タイプ
¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）0.1H

04. アルミホイール用ホイール
ロックナット

08F53-3M0-000

●
②

①キャップタイプ 4個セット
08W42-SR3-E00
②ブラック／キャップタイプ 4個セット
08W42-SNW-000
各

●
③

●
④

01

全タイプ

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

●
①

Casual Style

おすすめアイテム
06

¥5,280（消費税10%抜き 各￥4,800）各0.2H

06

＊2

&

③キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000）0.2H

＊2

08W42-SJK-003A
07

¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000）0.2H

＊2

02. 16インチ アルミホイール
ME-025

G

05

08W42-TEA-001

eX

05. アルミホイール用ホイールナット

16×7J PCD114.3mm インセット50mm
ブラストグレーメタリック塗装

Photo：e：HEV X(FF) アクセサリー装着車

ブラック／キャップタイプ 20個セット 全タイプ

08W42-SZT-000

0.6H/1本 08W16-3M0-000

本体

全タイプ

カメラ

07. ドアハンドル

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）1.6H
08F20-3M0-000

クロームメッキ／フロント用左右セット

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000）0.2H

②ブラック

¥11,550（消費税10%抜き ￥10,500）1.6H

＊1

08F20-3M0-000A

08P70-3M0-000
はプロテクションカバー貼付位置です。

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

クリア／フロント用左右セット

¥1,430（消費税10%抜き ￥1,300）0.2H
08P48-3M0-000

※取付アタッチメント含む
▶詳細はP10へ

（消費税10%抜き ￥180,000）0.6H

eX = e:HEV X

eZ = e:HEV Z

eP = e:HEV PLaY

05. センターコンソールイルミネーション

▶詳細はP13へ

各

全タイプ

LEDイルミネーション
（スモールランプ連動）

¥42,900（消費税10%抜き ￥39,000）1.8H

●LEDブルーイルミネーション 08E16-3M0-B00
●LEDホワイトイルミネーション 08E16-3M0-A00

＊

ナビ／ドライブレコーダーあんしんパッケージ

ナビ画面再生イメージ

¥257,400

（消費税10%抜き ￥234,000）

パッケージ価格

¥250,800

（消費税10%抜き ￥228,000）3.2H

▶商品の詳細はP10-11、P13-14へ

▶パッケージの詳細はP14へ

※パッケージには、装着に必要な取付アタッチメント等は含まれておりません。別途、
ご購入いただ
く必要があります。
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

04. 後方録画カメラ

06. フットライト

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

お得な
パッケージ

単品価格での合計
各

¥81,400

（消費税10%抜き 各￥74,000）

●
③

各

¥13,200（消費税10%抜き 各￥12,000）各0.9H

ドアを開けるとゆっくり点灯します。
各

¥29,700（消費税10%抜き 各￥27,000）各1.6H

●LEDブルーイルミネーション 08E12-3M0-B00
●LEDホワイトイルミネーション 08E12-3M0-A00

05.＋ 06.＋ 07.

パッケージ価格
各

全タイプ

フロント部LEDイルミネーション
（ドア開閉連動／VEZELロゴ）付／ステンレス製／
フロント・リア用左右4枚セット

●LED
（ブルー／ホワイト）イルミネーション 08E10-3M0-000B
点灯色：ブルー（ヘッドライト点灯時／スモールランプ点灯時）
点灯色：ホワイト（ドア開閉時）
●LEDホワイトイルミネーション 08E10-3M0-000A
点灯色：ホワイト（ヘッドライト点灯時／スモールランプ点灯時／ドア開閉時）

全タイプ

&

07. サイドステップガーニッシュ

全タイプ

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

光のアイテムパッケージ

01.＋ 03.＋ 04.

for Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ
単品価格での合計

LEDホワイトイルミネーション

¥38,500（消費税10%抜き 各￥35,000）各1.0H

04. 後方録画カメラ
¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000） 1.8H

▶詳細はP10へ

お得な
パッケージ

LEDホワイトイルミネーション

32GBキット

オプション

※別途、取付アタッチメント等が必要です。

LEDブルーイルミネーション

¥77,330（消費税10%抜き 各￥70,300） 各2.4H

●LEDブルーイルミネーション 08Z01-3M0-B00B
●LEDホワイトイルミネーション 08Z01-3M0-B00A
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

A-Collect

※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。
※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。
＊1 マルチビューカメラシステム装備車の場合、別途映像点検 0.2H が必要です。
※標準装備のエンブレムを取り外し装着となります。
※フロントグリルと同時装着する場合、
フロントグリル同時装着用
のエンブレムをお選びください。詳しくはP03、P05をご覧ください。
＊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。
※MS-045、ME-025または標準装備のアルミホイールに装着できます。
＊3 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。
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※ドアハンド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。
※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。

G =G

カメラ別体型
〈取付アタッチメント含む〉

▶詳細はP13へ

3D VIEW について
詳しくはこちら

for ギャザズナビ

ナビ・スマートフォン連動タイプ／駐車時録画機能付／

07. サイドステップガーニッシュ ※ボディーコートの施工前に装着してください。

■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。■画面はすべてハメコミ合成です。■イラストは説明のためのイメージです。
■写真のナビ画面(VEZELオープニング画面)は、
ホームページ(https://www.honda.co.jp/navi/versionup/support/opimagedl/)からダウンロードする必要があります。
●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・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。
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ケミカル用品／

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）1.1H

後方録画カメラ

03. ドライブレコーダー（フロント用）DRH-204VD

ベーシックアイテム／
パッケージ

07

アンテナ分離型 for ギャザズナビ

はプロテクションフィルム貼付位置です。

お好きなボディーカラー、
アクセサリーなどを組み合わせて、
いろいろな角度から3Dで
ご覧いただけます。合わせて、
ご購入金額も簡単にシミュレーションできます。

04. アルミホイール用ホイールロックナット
05. アルミホイール用ホイールナット
07. ドアハンドルプロテクションカバー
08. ドアハンドルプロテクションフィルム

¥198,000

02. ETC2.0車載器 ナビ連動タイプ

①フロント
( LEDブルーイルミネーション)
②フロント
( LEDホワイトイルミネーション)
③リア

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

プロテクションフィルム

②
●

01. VEZEL専用 9インチ

プレミアム インターナビ
VXU-215VZi

08. ドアハンドル

02. 16インチ アルミホイール ME-025

micro
SDカード
（32GB）

全タイプ

●
②

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

プロテクションカバー

＊1

●
①

LEDブルーイルミネーション

ドライビングサポート

SDカード
変換
アダプター

Ｈマーク2個＋車名エンブレム

①ゴールド

LEDホワイトイルミネーション

イルミネーションアイテム

08W42-TF0-000

03. エンブレム

Photo：e：HEV X(FF) アクセサリー装着車

ナビゲーション／ETC／ドライブレコーダー

06. 収納ケース 全タイプ
¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）

●
①

LEDブルーイルミネーション

ナビゲーション／
ナビオプション

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）0.3H

＊3

¥17,600/1本（消費税10%抜き ￥16,000/1本）

03. エンブレム

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

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）

01. サイドステップ
ガーニッシュ

おすすめナビ

02. インナードアハンドル＆
ドアポケット
イルミネーション

全タイプ

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）
／
フロントドア用左右セット

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

¥14,300

¥16,500

02. リアパネルライニングカバー

（消費税10%抜き ￥13,000）2.3H
08E20-3M0-A00A

（消費税10%抜き ￥15,000）

04.ドリンクホルダー
マット

Honda CONNECT用緊急通報ボタン／
トラブルサポートボタン

全タイプ

（LEDフロントマップランプ ／LEDアンビエントランプ付）

グレー

¥3,300

¥11,000

（消費税10%抜き ￥3,000）

（消費税10%抜き ￥10,000）

08P10-3M0-010

0.8H 08E11-3M0-A00A

● 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
収納時

01. LEDテールゲートライト

テールゲート開閉連動／ON/OFFスイッチ付

全タイプ

ブーツリップ付

08E17-3M0-000

ブーツリップにクッション付き。

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000）08U45-3M0-000A

オプション

フェイスパネルキット
ナビゲーションロック

04. トノカバー

G

eX

05. ラゲッジネット 全タイプ
¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）08L96-3M0-000
＊1

eP

ラゲッジルームのプライバシーを保護。

アルミ製 全タイプ

06. シートカバー

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）0.6H

合皮製／フルタイプ／ブラック／フロント・リアセット／
運転席・助手席シートバックポケット付

0.3H 08U74-TZA-000A

¥55,000（消費税10%抜き ￥50,000）0.7H
全タイプ

06. シートバックトレー

カバー(防水生地)
トレー

08P93-3M0-000

06. シートバックトレー

02.＋ 03.＋ 05.

¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）0.2H

08P30-3M0-000

全タイプ

01. LEDテールゲートライト

09

※ボディーコートの施工前に装着してください。
※防水シートカバーとの同時装着はできません。
※洗濯はできません。
お手入れは中性洗剤をまぜた水を布につけ、拭き取ってください。

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

G =G

eX = e:HEV X

eZ = e:HEV Z

eP = e:HEV PLaY

03. ラゲッジソフトトレー
05. ラゲッジネット

※車両標準装備のLEDラゲッジルームランプと色
味が異なります。
※ラゲッジトレーとの同時使用はできません。
＊1 プレミアムオーディオ装備車には装着できません。

06. シートバックトレー
07. ラゲッジトレー

08E25-PH0-C00

取付アタッチメント

¥7,700（消費税10%抜き ￥7,000）1.1H

取付位置：ドライバーロアーカバー部
08U45-3M0-000

＊2 トップテザー取付金具を使用する場合、
トップテザー取付
金具部を切り取るため、
標準取付時間は 0.4H となります。
※ラゲッジソフトトレーとの同時使用はできません。

03. 発話型ETC2.0車載器

G

ETCセキュリティー
規格変更について

eX

04. ETC車載器 音声ガイドタイプ

eZ

など

本体

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）

本体

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000） 1.0H

¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）1.0H

取付位置：ドライバーロアーカバー部
※Honda CONNECTディスプレー装備車には装着できません。
＊5 渋滞を回避するルートの誘導は行いません。
＊6 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。

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。

eZ

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

取付アタッチメント

08E26-3M0-B00

合計

eX

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。

08E25-PH0-B00

取付アタッチメント

G

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＊5や安全運転支援など、
ETCカードの有効期限切れもお知らせします。
「ETC2.0」
のサービス＊6を音声でご案内、

08E26-3M0-D00

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）1.1H

Turn by Turn表示
（交差点案内表示機能）

※
「Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ」
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・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-215VZi、VXM-215VFEi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。
＊2 Honda CONNECT対応ナビの装着が必要です。
＊3 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。
＊4 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/vezel/ をご覧ください。

GPS付／アンテナ分離型

¥19,800（消費税10%抜き ￥18,000）

本体

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

01. サイドステップガーニッシュ
06. シートカバー

for ギャザズナビ

アンテナ分離型

合計

縁高タイプ

¥14,300（消費税10%抜き ￥13,000）0.1H

（消費税10%抜き ￥29,450）3.4H 08Z01-3M0-B00C

＊1ご購入時期によっては2回以下となる場合があります。
★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。
★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・オーディオ情報
メーター表示

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000） 1.0H
08E24-3M0-B00

合計

¥17,600（消費税10%抜き ￥16,000）1.0H

取付位置：ドライバーロアーカバー部
※Honda CONNECTディスプレー装備車には装着できません。

&

A-Collect

¥32,395

07. ラゲッジトレー

08B60-3M0-P10A
08B40-0P0-A00

「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。

全タイプ

リアシートバック用

＊2

07. ラゲッジトレー

08B60-3M0-A10

¥211,043（消費税10%抜き ￥191,858）0.6H

02. ETC2.0車載器 ナビ連動タイプ

エアコン操作
フィードバック表示

08A60-3M0-K10

※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。
■
「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。

■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。■画面はすべてハメコミ合成です。■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■安全のため走行の際は荷物をしっかりと固定してください。
●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。●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。
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ケミカル用品／

¥34,100

（消費税10%抜き ￥31,000）

セットでのご使用がおすすめです。

トレーとカバー
（防水生地）
でシート背面を汚れから守ります。

パッケージ価格

単品価格での合計

サイズ：W約70×L約49cm

車両と連携して便利な機能がご利用いただけます。

ベーシックアイテム／
パッケージ

機能照明パッケージ

08Z07-3M0-010

全タイプ

■車両連携機能＊2 ＊4

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。

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

07. スポーツペダル

合計★

￥198,000（消費税10%抜き ￥180,000）0.6H
￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）
￥5,500（消費税10%抜き ￥5,000）
￥3,143（消費税10％抜き ￥2,858）

■Honda Total Care プレミアム＊2 ＊3

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

取付アタッチメント

（消費税10%抜き ￥8,000）1.2H

（消費税10%抜き ￥12,000）

T V 12セグ＋ワンセグ
（4アンテナ×4チューナー）
★

01. VEZEL専用 9インチ プレミアム インターナビ VXU-215VZi

本体

¥8,800

¥13,200

USB/iPod/iPhone対応

ETC2.0車載器／
ドライブレコーダー
（ナビ連動タイプ）
対応

▶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。
＊1
、地図データ無償更新。
▶所定の時期に3回
（2021年秋頃、2022年秋頃、2023年秋頃）
▶ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、VEZEL専用音響チューニング
「音の匠」
にも対応。

全タイプ

LEDホワイトイルミネーション
(スモールランプ連動)／
イルミネーション
コントロール対応

お得なパッケージ

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）

ミュージックラック
CD録音
（約1,000曲）

ドライビングサポート

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000） 0.7H

9インチ HD液晶＋
ダイレクトボンディング

Bluetooth
（ハンズフリー・音楽再生）

インターナビ対応

使用時

03. ラゲッジソフトトレー

全タイプ

05. センタートレー

08E11-3M0-000A

リアワイドカメラ

● 車載通信機 ● スマートフォン用Bluetooth ユニット

TPO製で、
VEZELロゴ入りです。

全タイプ

ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ／
ハンズフリーテレホンスイッチ／音声認識スイッチ

ナビゲーション／
ナビオプション

LEDホワイト
イルミネーション
（スモールランプ連動）

ライト

08F07-3M0-000

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

リア

イルミネーション

&

全タイプ

ステンレス製／2枚セット

¥13,200（消費税10%抜き ￥12,000）0.2H

0.3H 08E12-3M0-000

03.ドリンクホルダー

「Ho n da CO N NEC T f or G a t he r s ＋ 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 。

インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわったVEZEL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。

全タイプ

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

LEDイルミネーション
無し／VEZELロゴ付／
ステンレス製／
フロント・リア用
左右4枚セット

フロント

ナビゲーション

Casual Style

ラゲッジ

Urban Style

インテリア

メーカーオプションナビ

https://www.honda.co.jp/navi/vezel/ をご覧ください。

フェイスパネルキット

￥5,500
（08B60-3M0-P10A）

取付アタッチメント

￥4,400
（08B60-3M0-A10）

ナビゲーションロック

￥3,143
（08B40-0P0-A00）

セット合計★

おすすめ

標準取付時間

VXM-215VFEi

緊急サポートセンター
Honda ALSOK駆けつけサービス
Honda リモート操作
Honda デジタルキー
自動地図更新サービス
車内Wi-Fi
Honda アプリセンター
車内サービス申し込み

安全・安心
Honda CONNECT対応★☆

快適・便利

地図データ

無償更新予定時期★

―

有償更新予定時期

―
●
(サービス申込から12ヶ月間無料)

自動地図更新サービス★☆

フラッシュメモリー 64GB

ナビメディア
（容量）

9インチ HD液晶 静電式タッチパネル

モニター
DVDビデオ再生

VRモード
（CPRM）
対応

CD-R/RW再生※2
CD録音

音楽再生
ビデオ再生

SDカード対応※2
AV機能
USB機器対応

その他の機能

オプション

7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
音楽再生
5V／最大1.0A
―
●
●
（ワイドFM対応）
―
―
●
●
●
―
●
●
●
●
―
●
●
◎
◎
◎
◎
◎
―
2019年12月
2019年10月
2019年11月

―
―
―
●
（MP3/WMA）
―
●
（MP3/WMA/AAC）
●
（MP4/M4V）
●
MP3/WMA/AAC
MP4/M4V
音楽再生
5V／最大1.0A
―
●
●
（ワイドFM対応）
―
―
●
●
●
―
●
◎※5
●
●
―
●
●
◎
◎
◎
―
◎
―
2019年12月
2019年10月
2019年11月

￥5,500
（08B40-3M0-P10A）

取付アタッチメント

￥4,400
（08B40-3M0-A10）

ナビゲーションロック
セット合計★
標準取付時間

VXM-215Ci

￥3,143
（08B40-0P0-A00）

￥156,043
0.6H
希望小売価格（消費税10％込み）
￥96,800
（08A40-PH5-K10）

本体
フェイスパネルキット

ー

取付アタッチメント

￥4,400
（08B40-3M0-A10）

ナビゲーションロック

￥3,143
（08B40-0P0-A00）

セット合計★
標準取付時間

￥104,343

eZ = e:HEV Z

eP = e:HEV PLaY

接近してくる後続車が継
続して車間距離が近い場
合、音声やナビ画面のイン
ジケーター色でお知らせ
します。

約3m

自車

■後 退 駐 車 サ ポ ー ト：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。
■後 退 出 庫 サ ポ ー ト：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。
■後 方 死 角 サ ポ ー ト：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。
（初期設定値）
で走行中、
後方車両お知らせ
■後方車両お知らせ機能：60km/h以上
検知範囲に一定時間(約2秒)留まっている車両を検知す
ると、
アイコンが緑色から橙色に変わります。
（後方車両が
検知範囲から離れると、
緑色に戻ります。
）
さらに橙色の状
態が一定時間
（約3〜5秒）
続くと、
音声でお知らせします。

・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。 取付位置：ライセンスフレーム部

自車

¥ 26,400（消費税10%抜き ￥24,000）1.3H

合計

自車

自車

移動物

検知エリア

約3m

後方車両
お知らせ
検知範囲

❶ ❷

移動物
対象車両

後ろに車が
接近しています

〈画面表示〉

視野範囲
イメージ

約10〜15m

検知エリア

〈画面表示〉

〈画面表示〉

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

ノーマルビュー

〈画面表示〉

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。
❶

12セグ＋ワンセグ放送用 2ch for ギャザズナビ

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。

04. VICS光ビーコンユニット

安全運転支援システム
（DSSS）
／信号情報活用
運転支援システム対応 for メーカーオプションナビ

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。

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000）0.9H
08A22-7L0-B00

03. ナビゲーションロック

for ギャザズナビ

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）0.3H

＊5

08B40-0P0-A00

FM-VICS機能に加え、
一般道用の
光ビーコンの受信が可能。
渋滞時の迂回ルート検索が行えます。
信号情報活用運転支援システム*6は
信号からの情報を得て、
安全運転や
実用燃費の向上をサポートするシステムです。
¥27,500（消費税10％抜き ¥25,000）

本体

ギャザズナビゲーションと
ナビオプションも延長保証の対象です。
※対象のコース、
対象のナビオプションについて、
詳しくは
販売会社にお問い合わせください。

取付アタッチメント
警告ステッカー

01. リアカメラ de あんしんプラス3
03. ナビゲーションロック
04. VICS光ビーコンユニット
05.06. 接続コード類
05. USBメモリーデバイスコード
07. フロントカメラシステム

iPod/iPhoneやUSB機器などを
車内で再生するためのコード for ギャザズナビ
USBメモリー
デバイス

● VXU-215VZi/VXM-215VFEi用

合計

08A57-TDK-000
¥1,650（消費税10％抜き ¥1,500） 0.5H
08B57-TYF-B00

¥29,150（消費税10％抜き ¥26,500）0.5H

車両標準装備の
USBジャック

05.

Lightning-USBケーブル
iPod/iPhone （iPod/iPhoneに付属または別売）

ポータブル
オーディオプレーヤー

車両標準装備の
USBジャック

❸

フロントノーズを少し出すことで 駐車場などでの前への幅寄せ
もサポート。
左右から来るクルマや人を
確認可能。

※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。

02. デジタルTV用フィルムアンテナ

&

ワイドビュー

約3m

約0.5m

検知ライン

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。

❷

視野範囲
イメージ

❸

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
音楽・ビデオ
再生

シースルービュー
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。

音楽再生

視野範囲
イメージ

&

音楽再生

06.

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

06. AUX接続コード ステレオミニプラグ（Φ3.5mm）タイプ
●VXU-215VZi/VXM-215VFEi用

¥ 1,430（消費税10%抜き￥1,300）0.5H

08A16-0N0-000

取付位置：グローブボックス内

●VXU-215VZi/VXM-215VFEi用
本体
08A75-PF6-000
￥25,300（消費税10%抜き ￥23,000）
取付アタッチメント
￥7,700（消費税10%抜き ￥7,000） 1.7H 08B75-3M0-A00
ライセンスフレーム
（フロント用）
①メッキタイプ
￥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
（消費税10%抜き 各￥4,500）
②ダーククロームメッキタイプ 各￥4,950
③ベルリナブラックタイプ

合計

①
②③各

08P25-PD1-001A
08P25-PD1-001B
08P25-PD1-010C

¥36,850（消費税10%抜き ￥33,500）1.7H
¥37,950（消費税10%抜き 各￥34,500）各1.7H

＊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、
自転車、歩行者などは検知できません。＊4 シフトポジションが R のときや、車速が低い場合は作動しません。※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が
あります。
リアカメラ de あんしんプラス3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おこな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。
＊5 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。
※別途クリップ(91561-T20-A01)が1個必要です。
＊6 最新の信号情報活用運転支援システム
（TSPS）
路線につきましては、
こちらをご覧ください。
https://www.vics.or.jp/know/structure/beacon̲map.html#tsps ■安全運転支援システム
（DSSS）
は、
一般道を中心に交通管制情報
（信号・標識等）
や見通しの悪い周辺の状況を、
交通インフラからクルマ
に伝達し、
ドライバーの安全運転を支援するシステムで
「一時停止規制見落とし防止支援」
「
、出会い頭衝突防止支援」
「
、追突防止支援」
「
、信号見落とし防止支援」
などの情報提供があります。
■VICS(Vehicle Information & Communication System)は渋滞、事故、工事、規制、所要時間などの状況をリアルタイムに提供するシステムです。各地域の
主要道路および全国の高速道路で情報が提供されています。
※提供されるVICS/DSSS/信号情報活用運転支援システム情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
※安全運転支援システム
（DSSS）
は東京都、神奈川県の一部で運用を開始しています。今後、全国展開を予定しています。
■TSPS(Trafﬁc Signal Prediction Systems)■
DSSS(Driving Safety Support Systems)■VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。情報が提供されている地域および高速道路については
（財）
VICSセンターでご確認ください。
全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。
Tel.0570-00-8831
（PHS、
IP電話からはご利用できません。
)
※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。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※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。
※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。
※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。

■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。

A-Collect

eX = e:HEV X

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。

for ギャザズナビ

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）

12

ケミカル用品／

G =G

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。

07. フロントカメラシステム

★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。

※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、Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
■Android Auto™は、Google LLC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。
■Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

自車と駐車枠との角度のズ
レをお知らせするダイナ
ミックガイドラインに加え、
コの字のアシストアイコンを
表示。
タイヤの角度（目安）
もナビ画面で確認できます。

0.6H

●：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。 ☆：Honda Total Care プレミアムへの申し込みが必要です。記載のサービスは2021年4月現在のものです。最新のサービスは、販売会社にお問い合わせください。 ☆：地図更新回数はご購入時期によっては2回以下となる場合があります。
※1 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（ハイレゾ音源）
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 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。
※5 リアカメラ de あんしんプラス3との同時装着が必要です。
※6 マルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。
※7 プレミアムオーディオ装備車には装着できません。
＊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 Honda Total Care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。

11

08A78-PH5-000
￥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）
￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 1.3H 08B78-PH5-B00

後方車両お知らせ機能＊4

ベーシックアイテム／
パッケージ

ギャザズ
ナビゲーション
データ収録時期

8インチ W-VGA 抵抗膜式タッチパネル

￥143,000
（08A40-PH5-J10）

フェイスパネルキット

取付アタッチメント

後方死角サポート＊3

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

車両連携機能

ハイレゾ音質再生
Bluetooth オーディオ再生
AM/FMラジオ
Drive T@lker
（Bluetooth 接続）
スマートフォン連携
Apple CarPlay/Android Auto™
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
VEZEL専用音響チューニング※4
音の匠
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
マルチビューカメラシステム表示※6
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
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3
VICS光ビーコンユニット
道路
（高速・有料）
道路
（国道・県道）
交通規制

―
フラッシュメモリー ８GB＋SDカード ８GB
（地図用）

希望小売価格（消費税10％込み）

本体

後退出庫サポート＊2

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

音声認識

USBメモリー
音楽再生
デバイス対応※2
ビデオ再生
iPod/iPhone対応
出力

●
―
―
―
―
―
―
●
MP3/WMＡ/AAC/FLAC/PCM/WAV
MP4/AVI/MKV/ASF/WMV
音楽再生
5V／最大2.5A
―（FLAC/PCM/WAV再生可）
●
●
（ワイドFM対応）
―
●
●
―
―
―
●
●
●
―
●
●
●
●
―
◎ ※7
―
―
◎
―
―
―

―
フラッシュメモリー 8GB＋SDカード 8GB
（地図用）

0.6H

後退駐車サポート＊1

ドライビングサポート

12セグ＋ワンセグ

地上デジタルTV対応

―
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）
●
※3
●
（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）
●
（MP4/M4V）
●
MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV※3
MP4/M4V
音楽再生
5V／最大1.5A
― ※3
●
●
（ワイドFM対応）
●
―
●
●
●
◎
●
●
●
●
―
●
●
◎
◎
◎
◎
◎
―
2019年12月
2019年10月
2019年11月

―
2021年末頃、
2022年末頃、
2023年末頃、
2024年末頃、
2025年末頃(最終)

本体

￥211,043

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。

ホームページ
で動画をご覧
いただけます。

ナビゲーション／
ナビオプション

インターナビ対応★

●
●
●
●
●
●
●
●
●

エントリー インターナビ
（Honda CONNECT対応）
VXM-215Ci
＊1＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9（パナソニック製）
●
●
●
●
―
―
―
―
●

運転支援拡張ユニット for ギャザズナビ

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

Honda CONNECTディスプレー
＋ETC2.0車載器(ナビゲーション連動)

VEZEL専用 9インチ プレミアム インターナビ
8インチ ベーシック インターナビ
（Honda CONNECT対応）
（Honda CONNECT対応）
VXU-215VZi
VXM-215VFEi
＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9
（パナソニック製） ＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9（パナソニック製）
●
●
●
●
●
●
●
●
―
―
―
―
―
―
―
―
●
●
所定の時期に3回
―
(2021年秋頃、
2022年秋頃、
2023年秋頃)☆
2021年末頃、
2022年末頃、
2023年末頃、
2024年末頃、
2025年末頃(最終)
2024年末頃、
2025年末頃(最終)

01. リアカメラ de あんしんプラス3

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

詳しくは、
「Gathers総合カタログ」
もしくは

ギャザズナビゲーション

希望小売価格（消費税10％込み）
￥198,000
（08A60-3M0-K10）

本体

Casual Style

ナビオプション
VXU-215VZi

モデル名

Urban Style

ナビゲーション

Urban Style

01. アドバンスドルームミラー

DRH-204VD

ホームページで動画を
ご覧いただけます。

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000）

SDカード
変換
アダプター

カメラ

● 32GBキット

micro SDカード
（32GBまたは16GB）

（消費税10%抜き ￥68,000＊1）3.6H

本体

micro SDカード
（16GB）

カメラモード

08.ドライブレコーダー（リア用）
DRH-194SG

for メーカーオプションナビ

駐車時も安心。前後同時録画（オプション）に対応した
高画質スマートフォン連動モデル。
● 32GBキット

約 40°

08E30-PF7-B02B

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 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※12 ※16 ※17

02. リアカメラ no 水滴クリーナー

全タイプ

ホームページで動画を
ご覧いただけます。

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。
各￥11,000（消費税10%抜き 各￥10,000）

本体
●リアワイドカメラ装備車用

08A79-PC8-000E

●マルチビューカメラシステム装備車用

各

08B79-3M0-000

¥14,300（消費税10%抜き 各￥13,000）各2.0H＊2

■装着イメージ

■作動イメージ

SDカード
変換
アダプター

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000）

標準取付時間は 1.3H となります。

標準取付時間は 0.2H となります。
後方録画カメラ

06. 追加用micro SDカード 32GB
（変換アダプター付）

スマートフォンアプリ「withDR」

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。
※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。

G =G

eX = e:HEV X

eZ = e:HEV Z

eP = e:HEV PLaY

03.DRH-204VD／05.後方録画カメラ

04.DRH-204WD／05.後方録画カメラ

録画

衝撃監視

録画＊1＊2
（約30秒間）

衝撃監視

録画

※スマートフォンアプリはこちら
からダウンロードできます。

リア用
07.DRH-197SM

○
〈エンジン
（パワー）
スイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉 ○
〈エンジン
（パワー）
スイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉 ○
〈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）
1920╳1080（標準モード）
1920╳1080
1280╳720（長時間モード）
1280╳720（長時間モード）
128°
（水平）
×70°
（垂直）
128°
（水平）
×70°
（垂直）
130°
（水平）╳73°
（垂直）
画角
約200万画素
約200万画素
約400万画素
画素数
HDR
HDR
HDR
画像処理技術
＊
＊
SDカード
SDカード
約660分／約330分（標準モード）
約660分／約330分（標準モード）
＊
＊
32GB
32GB
約1110分／約550分（長時間モード）
約1110分／約550分（長時間モード）
約80分（高画質モード）
常時録画（録画時間）
＊
＊
約290分／約140分（標準モード）
約290分／約140分（標準モード）
約160分（標準モード）
SDカード
SDカード
＊
＊
16GB
約510分／約250分（長時間モード）
約510分／約250分（長時間モード）
16GB
＊オプションの後方録画カメラ装着時
約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
イベント記録
（記録時間）
20件
20件
20件
件数
MP4（動画）／JPEG（静止画）
MP4（動画）
MP4（動画）
記録方式
30FPS（フリッカーレス撮影機能付）
30FPS（フリッカーレス撮影機能付）
30FPS
フレームレート
幅約6.8×長さ約10.3╳高さ約2.5cm
幅約6.8×長さ約10.3╳高さ約2.5cm
本体
幅約6.5╳長さ約6.5╳高さ約3.7cm
サイズ
幅約4.0×長さ約7.0╳高さ約5.2cm
幅約4.0×長さ約7.0╳高さ約5.2cm
カメラ
（別体）
―
―
―
液晶モニター
2.4インチ
○
（ナビ内蔵GPS機能）
○
（本体内蔵GPS機能）
○（本体内蔵GPS機能）
自車位置記録
○
○
―
スマートフォン連動（Wi-Fi接続）
Windows 7/8.1/10
Windows 7/8.1/10
推奨OS
Windows 7/8/8.1/10
パソコン動作環境
専用ビューアーソフト
専用ビューアーソフト
再生ソフト
専用ビューアーソフト
駐車時録画

＊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。
＊2 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。
※イラストは説明のためのイメージです。

DRH-204VD／DRH-204WD用

※標準装備の防眩ルームミラーを取り外し装着となります。
※自動防眩機能付ルームミラー装備車の場合、
自動防眩機能は使用できなくなります。
※ eZ eP に装着する場合、
別途クリップ (91561-T20-A01)が1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。
※写真は他車種の装着例です。
※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。
＊2 マルチビューカメラシステム装備車の場合、
別途映像点検 0.2H が必要です。
※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。※写真は他車種の装着例です。

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

08E30-PG3-E01

エンジン
（パワー）
スイッチオン

衝撃

08E30-PG3-000A

＊4 DRH-194SG、ドライブレコーダーパッケージと同時装着する場合、

08E30-PF7-001A
カメラ取付位置：リアウインドウ上部中央

¥53,900（消費税10%抜き ￥49,000）2.1H

画像サイズ

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 0.6H＊4

1.8H＊3

全タイプ

パッケージ価格

＊5 後方の駐車録画（衝撃検知）モードの利用には、別途 09.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。

衝撃を検知すると自動で録画！

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。

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。

08E30-PF7-B02C

フロント用

09. 後方駐車録画キット

＊3 DRH-204VDまたはDRH-204WDと同時装着する場合、

07. DRH-197SM＋08. DRH-194SG ＊5
¥55,000（消費税10%抜き ￥50,000）

駐車時

DRH-194SG用オプション

05. 後方録画カメラ

¥58,300（消費税10%抜き ￥53,000）3.3H

単品価格での合計

エンジン
（パワー）
スイッチオフ

micro SDカード
（8GB）

単品価格での合計

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）

■ 駐車時録画
（衝撃検知）
モード 09.

for メーカーオプションナビ

パッケージ価格

※1 別途クリップ
（91561-T20-A01）
が1個必要です。
※2 別途クリップ
（91561-T20-A01）
が2個必要です。
※3 DRH-204VDまたはDRH-204WDとDRH-194SGは同時装着できません。
※4 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。※5 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。
※6 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。
※7 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。※8 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。※9 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、
DRH-204WD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。
※10 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。
※11 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。※12 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。
※13 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。※14 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。※15 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。※16 エンジン
（パワー）
スイッチオン時、
GPSを受信して停車中と判断できた時かつ録画中のみ、
本
機とスマートフォンをWi-Fi接続できます。
※17 本機で記録した動画はナビで再生できません。
※18 DRH-197SMとDRH-194SGは連動しません。
また、
DRH-194SGで録画した動画はDRH-197SMでは
再生できません。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。●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。

08.DRH-194SG
○
〈衝撃検知〉
（オプション）
1920╳1080（高画質／標準モード）
1280╳720（長時間モード）
117°
（水平）╳63°
（垂直）
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
―
―
○（本体内蔵GPS機能）
―
Windows 7/8.1/10
専用ビューアーソフト

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

&

A-Collect

13

micro SDカード
（32GBまたは16GB）

本体

04. DRH-204WD（32GBキット）＋05. 後方録画カメラ

08E30-PF7-A02C

14

ケミカル用品／

02. リアカメラ no 水滴クリーナー

SDカード
変換
アダプター

DRH-204VD／DRH-204WD用オプション

¥9,350（消費税10%抜き ￥8,500）08E31-PF7-000

01. アドバンスドルームミラー

カメラ

お得なパッケージ

※3 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※13 ※17 ※18

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またはDRH-204WD同梱のmicro SDカードと
差し替えて使用します。

ノズル

08E30-PG3-002

¥58,300（消費税10%抜き ￥53,000）3.1H

¥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）

ベーシックアイテム／
パッケージ

合計

08A79-T6A-001C

￥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）

取付アタッチメント

2.0H＊2

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。

＊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。03. 04. 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。
03. 04. 05. は約4秒後、
07. は約5秒後から約60
＊2 衝撃を検知すると、
秒間の動画を最大10件まで記録します。
04. と 05. を同時装着した場合、
※03. と 05. 、
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。

for ギャザズナビ

パッケージ価格

単品価格での合計

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

リバース連動

03. DRH-204VD（32GBキット）＋05. 後方録画カメラ

録画

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

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

録画
衝撃監視
（約60秒間）

&

ドライビングサポート

本体

● 16GBキット
約 18°

GPS付〈取付アタッチメント含む〉

取付位置：リアウインドウ上部中央

08E30-PF7-B02A

¥39,600（消費税10%抜き ¥36,000）2.0H

全タイプ

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）1.2H

¥42,900（消費税10%抜き ¥39,000）2.0H

約 4° 約 9°

衝撃監視

08A60-3M0-K10D

ドライブレコーダーパッケージ
＊1 ＊2

ナビ画面再生イメージ

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〉

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

録画
（約30分間）

録画

¥250,800（消費税10%抜き ￥228,000）3.2H

ナビゲーション／
ナビオプション

DRH-204WD

再生イメージ

＊1

パッケージ価格

※パッケージには、装着に必要な取付アタッチメント等は含まれておりません。別途、ご購入いただく必要があります。※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

衝撃

（フロント用）
04.ドライブレコーダー

車両標準ルームミラーで確認できる範囲

08E30-PH2-000

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

P10-01. VXU-215VZi＋ 03. DRH-204VD（32GBキット）＋ 05. 後方録画カメラ

単品価格での合計

¥257,400（消費税10%抜き ￥234,000）

SDカード
変換アダプター

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 ※4 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※12 ※14 ※15

お得なパッケージ

② 衝撃を検知すると
自動で録画！

① 駐車後も
録画を継続！

※2 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※12 ※17 ※18

08E30-PF7-A02B

（￥2,200
〈消費税10％抜き ￥2,000〉08V09-3M0-010）が必要です。

‑

エンジン
（パワー）
スイッチオン

¥39,600（消費税10%抜き ¥36,000） 1.8H

eX に装着する場合、別途サブアタッチメント

ミラーモード

取付位置：助手席側

エンジン
（パワー）
スイッチオフ
駐車時

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）0.9H

08E30-PF7-A02A
● 16GBキット

＊1

駐車時も安心。水平130°
の記録が
可能な広角・高画質モデル。

ナビ／ドライブレコーダーあんしんパッケージ

■ 駐車時録画モード 03. 04. 05. 07.

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

＊1 G

本体

全タイプ

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。
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。

¥42,900（消費税10%抜き ¥39,000）1.8H

3.6H

08V09-PG7-000A

¥74,800

合計

DRH-197SM

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

08V09-PG7-C01

取付アタッチメント

07.ドライブレコーダー（フロント用）

for ギャザズナビ

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〉

■カメラ取付位置

¥64,900（消費税10%抜き ￥59,000）

本体

（フロント用）
03.ドライブレコーダー

全タイプ

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。

Casual Style

ドライビングサポート

03. ハイグレード

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

6.1インチ W-VGA

Bluetooth
（ハンズフリー・音楽再生）

TV
（ワンセグ）
・
AM/FMラジオ
（ワイドFM対応）
USB/iPod/iPhone対応

歪みの少ない部品を採用した
Honda車専用設計。
繊細で空気感までも感じられる
濁りのない音を実現。

合計

¥57,200（消費税10%抜き ￥52,000）0.6H

本体
スペーサー
合計

1DINサイズオーディオ

02. オートリトラミラー

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

AUX
（フロント接続）

AＭ/FＭラジオ
（ワイドFM対応）

車速連動VOL

EQ
（6モード）

最大出力：50W×4 ＊1 ＊2 ＊5 ＊6 JVCケンウッド製

取付アタッチメント
オーディオポケット
合計

￥15,400（消費税10%抜き ￥14,000）0.6H 08A02-4W0-100
08B00-3M0-A00
￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）
08A36-0C0-101
￥1,100（消費税10%抜き ￥1,000）

¥20,900（消費税10%抜き ￥19,000）0.6H

08V02-3M0-000

ポータブル
オーディオプレーヤー

●WX-211C用

¥1,650（消費税10%抜き ￥1,500）

08A41-0N0-000
コードの長さ：1m

（消費税10%抜き ￥10,000）0.9H
08U57-3M0-000

eP = e:HEV PLaY

eZ

09. 静電気除去プレート

全タイプ

運転席・助手席共用1個売り

08R73-PA1-000

ワイパーブレードセット（スノータイプ） 全タイプ
運転席側用 + 助手席側用 + リア用のセット
単品価格での合計

取付位置：フロントドアパネルラッチ下部

各

セット価格

¥15,180（消費税10%抜き ￥13,800）

（運転席側・助手席側）

17. アロマモーメント

全タイプ

●ディフューザーキット

¥13,640（消費税10%抜き ￥12,400）

&

¥3,080（消費税10%抜き 各￥2,800）

08R72-E3G-＊＊＊
キット内容

08T22-3M0-000
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

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

08U58-3M0-000
¥22,000（消費税10%抜き ￥20,000）
¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000） 0.6H 08U58-3M0-010A

本体

¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000）0.6H

01. アクアクリーンミラー
02. オートリトラミラー
03. USBチャージャー

04. ワイヤレス充電器

追加用

全タイプ

＊1
●エッセンシャルオイル
（5mL）

ヘッドレスト取付仕様

各

¥16,610（消費税10%抜き ￥15,100）

08U95-E9V-000B

取付位置：フロントコンソールアンダートレー部／ワイヤレス充電器サイズ：約145×約90mm

※標準装備のミラーを取り外し装着となります。
※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。
※写真は説明のためのイメージです。
※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。
※Honda CONNECTディスプレー装備車には装着できません。
※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。
※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。
※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。
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。

13. アシストグリップ

10. 吊革グリップ 全タイプ
¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800）

08U95-E9V-000A

取付位置：リアグラブレール部

＊1＊2
●交換用オイルパッドセット
（5枚セット）

取付位置：助手席ヘッドレスト部
オレンジLED 照明点灯イメージ

※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買い求めください。
※シートカバーとの同時装着はできません。
※シートベルト固定タイプチャイルドシート、
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。
※写真は他車種の装着例です。
※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
09. 静電気除去プレート
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。
※ペットシートサークル、
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。
※走行中の姿勢保持が目的で
10. 吊革グリップ
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。
※「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、
12. ワイパーブレード
（撥水ブレードラバー） 販売会社にご相談ください。
06. タイヤチェーン

08. 防水シートカバー

13. アシストグリップ
14. スマートレスキュー
15.レスキューマンⅢ
17. アロマモーメント

※ペットシートマットとの同時使用はできません。
※チャイルドシート、
ペットシートサークル、
ペットシートプラスわんとのリア席
（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。
※写真は他車種の装着例です。
※取付台のはがれ等は保証の対象にはなりません。
＊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換えができます。
※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。
※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。
■エアーア
ロマ
は、
air aroma社の商標です。

■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。■画面はすべてハメコミ合成です。■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。

¥1,540（消費税10%抜き 各￥1,400）

08CUC-＊＊＊-0S0

¥330（消費税10%抜き ￥300）
08R72-E3G-G00

A-Collect

eZ = e:HEV Z

eX

■アロマモーメント
エッセンシャルオイル ＊＊＊
A00
オレンジ パラダイス
B00
フレッシュ シトロン
C00
コーラル ミント

＊＊＊
X03
X04
X05

ラベンダー ドロップ
ピンキー ロゼ
ピュア ハーブ

＊＊＊
D00
E00
F00

＊＊＊
X06
X07
X08
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ケミカル用品／

eX = e:HEV X

08M09-S2K-001

お得なセット

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）0.1H

取付アタッチメント

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

G =G

G

Qi
（チー）
規格／15W急速充電対応

●CX-174C用

08A16-0K0-020

¥2,640（消費税10%抜き ¥2,400）

②

取付位置：運転席／助手席

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）

全タイプ

折りたたみ式

08P33-PH4-001

05. AUX接続コード

※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。
※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。
※車両標準装備のUSBジャック(運転席用)は発光しますが、
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。
※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※プレミアムオーディオ装備車には装着できません。
①※別途、
ファブリック(¥330
〈消費税10%抜き ¥300〉
08B40-SZW-000A2)が1個必要です。
※コードを延長して使用したい場合に必要となります。
※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。

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

ブラック／左右共用1枚売り

コンソールボックス リア席側

04. ワイヤレス充電器

08T24-3M0-000A

全タイプ

¥9,900/ 1枚（消費税10%抜き ￥9,000/ 1枚）

取付位置：アームレスト付センター

CX-174C
音楽再生

05.

＊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。
■日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に
「Hi-Res AUDIO」
ロゴを冠して推奨しています。
ロゴは登録商標です。
■
「KENWOOD」
ロゴは、
株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
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、
記録時およ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。
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②助手席側用

¥1,760（消費税10％抜き ￥1,600）0.1H

08. 防水シートカバー

16. 停止表示板

08Z26-E8E-000

ベーシックアイテム／
パッケージ

02. CX-174C
03. ハイグレードスピーカーシステム
04. USBメモリーデバイスコード
05. AUX接続コード

¥2,090（消費税10％抜き ￥1,900）0.1H

15. レスキューマン 全タイプ
¥2,530（消費税10%抜き ¥2,300）

08T24-3M0-000

①

¥11,000

WX-211C
音楽・ビデオ再生

全タイプ

①運転席側用

2口／5V／各最大2.5A G eX

for ギャザズオーディオ

ホームページで動画を
ご覧いただけます。

カチッ

撥水ブレードラバー

¥18,700（消費税10%抜き ￥17,000）

03. USBチャージャー リア用

車両標準装備の
USBジャック

04.

12. ワイパーブレード

全タイプ

Hマーク付

08P34-3M0-000

合計
01. WX-211C

07. ボディーカバー

（消費税10%抜き ￥10,000）1.0H

※フロントガラスは
割れません。

③

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

本体

USBメモリー
デバイス

04. USBメモリーデバイスコード

02. CDチューナー CX-174C

08T01-822-B00

¥11,000

ベルトカッター

押し込む

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

MP3/WMA/AAC

超硬チップ付き自動ポンチ

eP

¥27,500（消費税10%抜き ￥25,000）

eX

￥49,500（消費税10％抜き ￥45,000）1.3H

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。
CＤ/CＤ-R/CＤ-RW

G

ドアロック連動タイプ

￥45,100（消費税10%抜き ￥41,000） 1.3H 08A39-PH5-900A
08A36-PH5-420
￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）

オーディオオプション

¥3,630（消費税10％抜き ￥3,300）

ドライビングサポート

取付アタッチメント

￥63,800（消費税10％抜き ￥58,000）1.4H

●225/50R18タイヤ用 eZ

&

シートベルトを切る

08T01-621-A01

VXU-215VZiとの組み合わせにより、
VEZEL専用音響チューニングに対応。

￥52,800（消費税10%抜き ￥48,000）0.6H 08A00-PH5-A00
08B00-3M0-A00
￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）

取付位置：運転席グラブレール
窓ガラスを割る

08T22-SFA-000

¥25,300（消費税10%抜き ￥23,000）

装着後

08U95-PC9-000E

ナビゲーション／
ナビオプション

01. ディスプレイオーディオ WX-211C

②助手席側用

¥5,500（消費税10％抜き ￥5,000）
②

eX

14. スマートレスキュー 全タイプ
¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）

08T22-3M0-M00A

08T22-E7J-C00A
③リア用

スチールチェーン

事故や災害など、いざという時の救出・脱出ツール。

¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）
①

地上からストラップまでの高さ：約168.5cm

●215/60R16タイヤ用 G

全タイプ

スノータイプ

①運転席側用

06. タイヤチェーン

② 6スピーカーセット G eX eZ
（フロント・リア4スピーカー＋フロント2ツィーター
〈ビルトインタイプ〉
）

最大出力：40W×4 ＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 アルパイン製

08L46-3M0-010

08V11-3M0-000

②6スピーカーセット

① 8スピーカーセット eP
（フロント・リア4スピーカー＋フロント・リア4ツィーター
〈ビルトインタイプ〉
）
本体
￥59,400（消費税10%抜き ￥54,000） 1.4H 08A39-PH5-000G
08A36-PH5-420
スペーサー
￥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）

11. ワイパーブレード

eX

¥1,100（消費税10%抜き ￥1,000）0.6H

（消費税10%抜き ￥13,000）0.2H

JVCケンウッド製

合計

本体

¥14,300

装着前

G

テールゲートに届きやすく、
つかみやすいストラップです。

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

CＤ/CＤ-R/CＤ-RW

親水式ドアミラー
（ブルー／左右セット）G（FF） eX（FF）

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

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。

05. テールゲートストラップ

01. アクアクリーンミラー

スピーカーシステム

Casual Style

デュアルサイズオーディオ

Urban Style

その他のアイテム

オーディオ&スピーカー

04. キーカバー

全タイプ

¥27,500（消費税10％抜き ￥25,000）

本体

●Hondaブランドを表現したデザイン
カリフォルニア
ホワイト

●通気性にすぐれたメッシュ素材を採用
前向き装着

スパークル
ジュエリー

ポリゴン
デザイン

02. Honda ISOFIX Neo

①

裏面

②

01.リモコンエンジンスターター

② eZ

eP 用

08E91-PK3-000A
08E91-PK3-000B

表面
（マットネイビー）

④本革製／ブラック

03. エンジンスタートボタン付 Hondaスマートキー
クルマまで
至近距離の場合

08U08-PM4-010A

eP 用 08U08-PM4-010B

※写真は eZ

乳児用・幼児用兼用

型式指定番号 E4 04443812

表面

¥34,650（消費税10%抜き ￥31,500）08P90-E1B-000
●難燃性素材使用

03. エンジンスタートボタン付
Hondaスマートキー

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

イミテーションカーボン

G =G

＊＊＊＊
090E

eX = e:HEV X

ハートピーコック
くつしたねこ
スパークルジュエリー

eZ = e:HEV Z

＊＊＊＊
010A
020A
030A

eP = e:HEV PLaY

ポリゴンデザイン
トリコロール

＊＊＊＊
040A
050A

マットブラック
スウィートピンク
アクセントイエロー

＊＊＊
010
020
030

マットネイビー

＊＊＊
040

04. Hondaジュニアシート
学童用

ブルー

07. ペットキーカバー
（肉球）全タイプ

グレー

¥3,300

各¥4,400

全タイプ
①くろ

②しろ

③しば

①くろ

08Z41-PM4-010

②しろ

08Z41-PM4-020

③しば

08Z41-PM4-030

本体：樹脂製／肉球部：シリコン製

サイズ：W約2×L約27〜40cm（長さ調節可能）

①

チャイルドシート適用表
取付位置
品

名

i-Sizeチャイルドシート

Honda Baby＆Kids i-Size

ISOFIXチャイルドシート

Honda ISOFIX Neo

シートベルト
固定タイプ
チャイルドシート

スタンダード
Hondaジュニアシート

前部座席
助手席
前向き
後向き

後部座席
左右席
中央席
前向き
後向き
前向き
後向き

（乳幼児用）

×

×

○注1

○

×

×

（乳児用）

×

×

×

○

×

×

（幼児用）

×

×

○

×

×

×

（乳児用）

×

×

×

○

×

○

（幼児用）

×注2

×

○

×

○

×

（学童用）

×注2

×

○

×

○

×

■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。

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

¥40,700（消費税10%抜き ￥37,000）08P90-E4R-002A

②Ｍサイズ（中・大型犬用）
片側に持ち手があるので、
お散歩のときにも使えます。

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

※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。※ペットシートサークル、
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との同一座席での同時装着はできません。
※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。
※防水シートカバー、
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との同一座席での同時装着はできません。
※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。
※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。

&

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
08Z41-E6K-000D

②

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

01. ペットシートサークル

02. ペットシートプラスわん

03. ペットシートマット

04. ペット車外飛び出し防止リード

●難燃性素材使用
●洗えるシートカバー

08Z41-E6K-021B

08Z41-E6K-000C

型式指定番号 E43 44R-040006

●ワンタッチ ヘッド＆サイドサポートアジャスター付

08Z41-E6K-011B

●グレー

05. ペットドアライニングカバー
06. ペットエンブレム
07. ペットキーカバー（肉球）
01. 03. 04.
02. 03. 04. 05.

[01. 02. 03. 05.]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。

＊ eX eZ eP はリア席
（運転席側）
には装着できません。
※ペットシートマットとの同時装着はできません。
※i-Size/ISOFIX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。
※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、
シートベルト固定タイプチャイルドシート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。
※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。
※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。
※防水シートカバーとの助手席および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。
※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、
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。
※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。
※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。
※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。
※チャイルドシートとの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。
※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。
※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。
※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。
※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。
※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。
※Hondaスマートキーは商品には含まれません。
※キーカバー（シリコン製／樹脂製／本革製）
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。
※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。
※写真は他車種の装着例です。

■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。

A-Collect
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＊＊＊＊
060B
070C
080D

●洗えるシートカバー

●ブルー
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ケミカル用品／

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。
①②※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。
③※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。
④※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。
※エンジンスタートボタンの誤操作の懸念があるた
め、
エンジンスタートボタン付 Hondaスマートキーには装着しないでください。

04. キーカバー
■デザインコード表
カリフォルニアホワイト
プリズムオーロラ
クロコダイル

※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〉
※リモコンエンジンスターターは商品には含まれません。
※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
※夜間のリモコンエンジンスターター始動中は、
ドアの解錠に連動してヘッドライトが点灯します。
※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 則を受ける場合がありますのでご注意ください。
ただし周囲の状況により異なります。
です。※エンジンスタートボタンの誤操作の懸念があるため、キーカ 01. ※電波到達距離：見通しの良い場所では約250m程度、
バー（本革製）は装着しないでください。
※本商品は車両1台につき、1 03. ※ドア等の誤解錠を避けるため、
車の見える場所からご使用ください。
送信機と車両の間に建物やガラスなど電波を遮断する障害物があ
個までしか登録できません。
※車両に付属している緊急用の内蔵キー る場合、
作動範囲が狭くなったり作動しないことがあります。
※作動距離はリモコンエンジンスターターより短く、
車両のHondaスマートキー
を送信機に収納します。車両のHondaスマートキーを併用される場合 のキーレスエントリーシステムの作動距離と同等です。
※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、
は別途内蔵キーが必要になりますので、販売会社にご相談ください。
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。

1個サイズ：W約4.6×L約4.3cm

ベーシックアイテム／
パッケージ

●5点式ハーネス採用
01. リモコンエンジンスターター
02. リモコンエンジンスターターカバー

1シートサイズ：W約9×L約7.5cm

（消費税10%抜き ￥3,000）

●洗えるシートカバー

03. スタンダード

eP 用です。

¥2,200（消費税10%抜き ￥2,000）08Z41-E6K-000H
G

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

● eZ

eX 用

サイズ：W約14.5×L約5cm

③肉球デザイン（1シート2個入り）

①Ｓサイズ（小型犬用）

●5点式ハーネス採用
乳児用後ろ向き装着

¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800）08Z41-E6K-000G

③

サイズ：W約35×L約45×H約40cm

04. ペット車外飛び出し防止リード

●乳児用ネストクッション付

シートベルト固定タイプ
チャイルドシート 全タイプ

各￥3,300（消費税10％抜き 各￥3,000）
● G

クルマまで
250m程度の
距離までなら

マット
ネイビー

グレー

サイズ：W約16×L約6cm

②ほねデザイン

（消費税10%抜き 各￥4,000）

サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用

●難燃性素材使用
アクセント
イエロー

ブルー

メッキ調

取付位置：リア席

●ISOFIXチャイルドシート下部取付金具固定タイプ

スウィート
ピンク

08Z41-E6K-020F

②

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

表面

全タイプ

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

マット
ブラック

●グレー

03. ペットシートマット

準汎用型 型式指定番号 E43 44R-040004

¥18,700

08Z41-E6K-010F

ドライビングサポート

各￥1,980（消費税10％抜き 各￥1,800）08U08-PM4-＊＊＊

各
（消費税10%抜き 各￥17,000）各0.3H

●ブルー

全タイプ

①Honda Dogデザイン

各¥19,800（消費税10%抜き 各￥18,000）

ISOFIXチャイルドシート

グレー

¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）08Z41-E9G-000A

Mサイズ／表面撥水加工

③シリコン製

ブルー

06.ペットエンブレム

①

取付位置：助手席、リア席

後ろ向き装着

Hondaスマートキー
eX 用

¥ 7,700（消費税10%抜き ￥7,000）08P90-SR4-C01
●シートの座面を保護するクッション

トリコロール

全タイプ

各¥19,800（消費税10%抜き 各￥18,000）

お子様の体格によるご使用の目安

くつしたねこ

08Z41-E9G-B21

サイズ：W約53×L約56cm

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

シートベルト固定タイプに適用

●5点式ハーネス採用

08Z41-E9G-B11

●グレー

&

02. ペットシートプラスわん

06. シートカバークッション

●洗えるシートカバー
●難燃性素材使用

03. エンジンスタートボタン付

① G

●リクライニング機構（1段階・前向きのみ）

グレー

サイズ：W約54×L約85×H前方約38、
後方約58cm

飛び出し防止リードフック

ハート
ピーコック

08U08-PG0-010A

表面
イミテーション
カーボン
（イミテーション
カーボン）

各￥3,300（消費税10％抜き 各￥3,000）08F44-PM4-＊＊＊＊

02. リモコンエンジンスターターカバー
¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500）

クロコダイル

②樹脂製／スタンダード

リモコンエンジンスターター用オプション

シリコン製／マットブラック

プリズム
オーロラ

ブルー

ナビゲーション／
ナビオプション

【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）

08Z41-E9G-A21

●ブルー

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

※Hondaスマートキーは商品
には含まれません。

●装着が簡単な、本体／ベース分離タイプ

●グレー

各¥6,600（消費税10%抜き 各￥6,000）

取付位置：リア席

●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7㎏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。

●ISOFIXチャイルドシート下部取付金具固定タイプ

08Z41-E9G-A11

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

使用例

¥4,950（消費税10%抜き ￥4,500）08P90-E1B-000A

●ブルー

G

表面撥水加工／リアドア用左右2枚セット

各¥25,300（消費税10%抜き 各￥23,000）

スタンダード用

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

05. ペットドアライニングカバー

全タイプ*

表面撥水加工／小・中型犬用
（25kgまで）

05. ネストクッション

型式指定番号 E43 129R-000001

08E92-3M0-000

サイズ：直径46×厚さ18.5mm
裏面

01. ペットシートサークル

オプション

サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用

¥33,000（消費税10%抜き ￥30,000）1.9H

合計

全タイプ

01. Honda Baby ＆ Kids i-Size

各￥4,400（消費税10％抜き 各￥4,000）08F44-PM4-＊＊＊＊

08E91-TLA-001

¥5,500（消費税10%抜き ￥5,000） 1.9H

取付アタッチメント

i-Sizeチャイルドシート

全タイプ

①樹脂製／デラックス

Casual Style

アンサーバック機能付

表面

ペットアイテム

チャイルドシート

01. リモコンエンジンスターター

Urban Style

その他のアイテム

Urban Style

インデックス
※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

光のアイテムパッケージ

▶商品の詳細はP08へ

全タイプ

くるますく
エクステンションマット

①

01. フロアカーペットマット

②

02. オールシーズンマット

全タイプ

①プレミアムタイプ
（エクステンションマット付）

②スタンダードタイプ

0.2H 08P15-3M0-010

0.2H 08P14-3M0-010

￥42,900（消費税10％抜き ￥39,000）

￥28,600（消費税10％抜き ￥26,000）

￥9,900（消費税10％抜き 各￥9,000）

エアクリーンフィルター用
抗ウイルス用品／Lサイズ

①フロント用 08P18-3M0-010 0.2H
08P19-3M0-000

①リア

標準装備の
エアクリーンフィルター

￥7,480（消費税10％抜き ￥6,800） 0.1H*

②

※特定のウイルス及び特定の試験環境による検証結果であり、
すべてのウイルス及びすべての使用環境における
効果を保証するものではありません。
※車内空間に浮遊しているウイルス以外に効果がありません。

04. ドアバイザー

03. マッドガード
￥11,000

②ベルリナブラック eZ

eX

￥15,400

eP

0.7H 08P00-3M0-000

1

製品
（エアクリーンフィルター
に重ねて設置）

③ベルリナブラックタイプ

0.6H 08R04-3M0-000

フロント用 08P25-PD1-010C／リア用 08P26-PD1-010C

￥4,950（消費税10％抜き 各￥4,500）各0.1H*

0.7H 08P00-3M0-0Z0A

各

1

各

3本入りセット／ボルト長：20mm
（マックガード社製）

¥13,200

（消費税10%抜き 各￥12,000）

¥12,100

▶商品の詳細はP13-14へ

P16

ドライブレコーダー

アドバンスドルームミラー

P13

ドリンクホルダーイルミネーション

DRH-204WD（32GBキット）
＋後方録画カメラ
for メーカーオプションナビ

パッケージ価格

￥58,300

（消費税10％抜き ￥53,000）

単品価格での合計

DRH-197SM＋DRH-194SG*

1

全タイプ

￥59,400

（消費税10％抜き ￥54,000）

パッケージ価格

単品価格での合計

￥58,300

￥55,000

（消費税10％抜き ￥53,000）

パッケージ価格

￥53,900

（消費税10％抜き ￥50,000） （消費税10％抜き ￥49,000）

3.3H 08E30-PF7-B02C

2.1H 08E30-PG3-E01

＊1 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。

ホームページでも
ご紹介しています。

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

全タイプ

フロアカーペットマット

+ ドアバイザー +

（メッキタイプ／フロント・リア用）

02. オールシーズンマット
03. マッドガード

19

※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。
①※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。
※リアロアースカートとの同時装着はできません。

●適用マーク： 全タイプ =全タイプ

G =G

eX = e:HEV X

eZ = e:HEV Z

04.ドアバイザー
05. ライセンスフレーム
06. ナンバープレートロックボルト

eP = e:HEV PLaY

※ボディーコートの施工前に装着してください。
＊1 フロント用は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。

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
07. くるますく

単品価格での合計
＊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 各0.1H となります。
＊3 エアクリーンフィルターおよび、
わさびdʼair
（デェール）
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。
※交換時期の目安は、1年間または
15,000kmです。

¥73,700（消費税10%抜き ￥67,000）

パッケージ価格

¥71,489（消費税10%抜き ￥64,990）0.9H*

2

08Z01-3M0-A10

＊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 0.8H となります。

■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。

P07

フ フォグライトガーニッシュ

P19
P03

フットライト

P08

フロアカーペットマット

P19

フロントカメラシステム

エンブレム

P07

フロントグリル

P03、05

フロントロアースカート

P03、05

P15

P12

オートリトラミラー

P15

ヘ ペットアイテム

P18

オールシーズンマット

P19

ホ 防水シートカバー

P16

キ キーカバー

P17

ク くるますく

P19

サ サイドステップガーニッシュ
P08

シ シートカバー
シートバックトレー

ス スポーツペダル
スマートレスキュー

センターコンソールイルミネーション

タ タイヤチェーン（スチールチェーン）

ボディーカバー

P16

マ マッドガード

P19

ラ ライセンスフレーム

P19

ラゲッジソフトトレー

P09

P09

ラゲッジトレー

P09

P04、05

ラゲッジネット

P09

サイドステップガーニッシュ
（LEDイルミネーション無し）

センタートレーライト

+ ナンバープレートロックボルト

P09

ナンバープレートロックボルト

P09
P07、10-12

P17

P09

リ リアカメラ de あんしんプラス3

P12
P13

P09

リアカメラ no 水滴クリーナー

P09

リアコンビガーニッシュ

P16

リアパネルライニングカバー

P16

リアロアーガーニッシュ

P04、06

P08

リアロアースカート

P04、06

P09

リモコンエンジンスターター

P17

P16

リモコンエンジンスターターカバー

P17

P04、06
P09

P17、18

レ レスキューマンⅢ

P16

ツ 吊革グリップ

P16

ワ ワイパーブレード

P16

テ 停止表示板

P16

ワイヤレス充電器

P15

チ チャイルドシート（オプション含む）
01. フロアカーペットマット

P16

ナ ナビゲーション（オプション含む）

P09

テールゲートストラップ

&

A-Collect

（プレミアムタイプ）

▶商品の詳細はP19へ

ライセンスフレーム

P06、07

&

P08、13、14

Hondaスマートキー

セ 静電気除去プレート

新車パッケージ

ドリンクホルダーマット

エンジンスタートボタン付

（LEDイルミネーション付）

製品表面
車内空間に浮遊しているウイルス飛沫を
エアコン内気循環でキャッチ。

ダーククロームメッキタイプ
08Z01-PD1-A01H
ベルリナブラックタイプ
08Z01-PD1-A10J

アシストグリップ（ヘッドレスト取付仕様）

オ オーディオ＆スピーカー（オプション含む）

¥250,800

3.1H 08E30-PF7-A02C

各
（消費税10%抜き 各￥11,000）各0.2H*2

P09

P16

20

ケミカル用品／

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）08P25-EJ5-C00A

￥59,400

（消費税10％抜き ￥54,000）

●ダーククロームメッキタイプ／ベルリナブラックタイプ
セット価格
単品価格での合計

トノカバー

サイドロアーガーニッシュ
単品価格での合計

（消費税10%抜き ￥9,000）0.2H*2 08Z01-PD1-A01G

P15

ベーシックアイテム／
パッケージ

06. ナンバープレートロックボルト 全タイプ

for ギャザズナビ

¥9,900

¥11,000

▶商品の詳細はP10-11、P13-14へ

（消費税10%抜き ￥228,000）3.2H 08A60-3M0-K10D

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

キャッチしたウイルスを特殊表面形状で
ダメージを与えウイルスを減少させます。

セット価格

（消費税10%抜き ￥10,000）

P06

ア アクアクリーンミラー

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

お得なセット

製品表面
電子顕微鏡写真 2000倍

イメージ図

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 全タイプ
●メッキタイプ
単品価格での合計

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

※パッケージには、装着に必要な取付アタッチメント等は含まれておりません。別途、ご購入いただく必要があります。
製品構造
電子顕微鏡写真 60倍

ドアミラーカバー

ドアポケットイルミネーション

パッケージ価格

￥257,400（消費税10％抜き ￥234,000）

フロント用 08P25-PD1-001B／リア用 08P26-PD1-001B

（消費税10％抜き ￥10,000）（消費税10％抜き ￥14,000）

08Z01-3M0-B00C

VEZEL専用 9インチ プレミアム インターナビ
+ DRH-204VD（32GBキット） + 後方録画カメラ
VXU-215VZi

②ダーククロームメッキタイプ

￥19,800（消費税10％抜き ￥18,000）

P12

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

①ブラック G

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

各

P07

V VICS光ビーコンユニット

イ インナードアハンドル＆

全タイプ

￥3,850（消費税10％抜き 各￥3,500）各0.1H*

全タイプ

ドアハンドルプロテクションフィルム

エ エキパイフィニッシャー

フロント用 08P25-PD1-001A／リア用 08P26-PD1-001A

フロント・リア用左右4枚セット

フロント・リア用左右4点セット

P07

P15

（ホイールナット／ホイールロックナット含む）

08R79-PP4-000C

①メッキタイプ

②リア

P09

アロマモーメント

¥32,395（消費税10%抜き ￥29,450）3.4H

P19

ドアハンドルプロテクションカバー

アルミホイール

パッケージ価格

P04、06

ドライビングサポート

②フロント

▶商品の詳細はP09へ

インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション + ドリンクホルダーイルミネーション + センタートレーライト

￥34,100（消費税10％抜き ￥31,000）

①

3

全タイプ

単品価格での合計

③

05. ライセンスフレーム

¥77,330（消費税10%抜き 各￥70,300）各2.4H

U USBチャージャー

テールゲートスポイラー

ト ドアバイザー

ナビゲーション／
ナビオプション

エアクリーンフィルターに重ねて設置し、
キャッチしたウイルス飛沫を特殊な表面形状で
ダメージを与え、ウイルスを減少させます。

①フロント

各

￥81,400（消費税10%抜き 各￥74,000）

機能照明パッケージ

07. くるますく 全タイプ

各

②リア用

各

●LEDブルーイルミネーション
08Z01-3M0-B00B
●LEDホワイトイルミネーション 08Z01-3M0-B00A

全タイプ

ブラック／縁高タイプ／樹脂製

意匠登録出願済

パッケージ価格

L LEDテールゲートライト

P04
P07、10

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

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

※フロアカーペットマットと
の同時装着が可能です。

①

単品価格での合計

E ETC車載器

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

センターコンソールイルミネーション + フットライト + サイドステップガーニッシュ

C Cピラーデカール

Casual Style

お得なパッケージ

ベーシックアイテム

Urban Style

ケミカル用品
01. わさびdʼair（デェール）

クオリティーの極みを追求した光沢感

08R79-E7S-001

※消耗品のため保証の対象にはなりません。
＊エアクリーンフィルターおよび、
くるますくと同時装着する
場合、取付費は必要ありません。

各

施工面

雨天時の安心を

優れた撥水性で雨天時の走行視界を確保する
ガラス用撥水コーティングです。
水切れが良くなり、クリアな視界を確保
水滴や汚れが落ちやすくなり、
洗車の手間を省略

効果③

油膜や汚れの付着を防止

未施工面

●女性用

車内をいつまでも綺麗に

¥4,950（消費税10%抜き ¥4,500）

汚れからシートを守るインテリアコーティングです。

効果②

08Z47-PC1-C00A
●1人用

¥7,920（消費税10%抜き ¥7,200）

汚れが付きにくい
シートに水分が付着しても、
ふき取りやすい

未施工面

効果を動画で
チェック！

施工面

耐水性確認

効果を動画で
チェック！

女性用

・ショーツ＆ソックス
・使い捨てトイレ
（大小便兼用）
・使い捨てトイレ
（小便用）
・生理用ナプキン
・トイレットペーパー
・伝言カードとペン
・不織布ポーチ

08Z47-PC1-A00A
●2人用

04. IQOS 3 / IQOS 3 MULTI

※初期不良を除き、保証の対象にはなりません。

¥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）08Z48-E6E-000

¥2,640（消費税10%抜き ￥2,400）08Z48-E6E-010

¥1,760（消費税10%抜き ￥1,600）08Z48-E6E-020

¥3,960（消費税10%抜き ￥3,600）08Z48-E6E-030 ¥1,870（消費税10%抜き ￥1,700）08Z48-E6E-040

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト

※IQOS、IQOS 3、IQOS 3 MULTIはPhilip Morris
Products S.A.の登録商標です。

吸盤 クイック

カーボン調ブラック

兼用スタンド

05. ソケット 2連ダイレクト

2USB 2.4A カーボン調

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト

③

④

06. 除菌・消臭剤(スチームタイプ)
¥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。

詳しくは、
ホームページをご覧ください。

06. シリコンゴミ箱
スマートボトル

¥1,089（消費税10%抜き ￥990）08Z48-E6E-050

07. 2WAY傘入れ ブラック
¥418（消費税10%抜き ￥380）08Z48-E6E-080
株式会社カーメイト

08. ドクターデオプレミアム
スプレータイプ 無香

¥1,078（消費税10%抜き ￥980）08Z48-E6E-090

09. ライト付きLED非常信号灯
¥1,155（消費税10%抜き ￥1,050）08Z48-E6E-A00
株式会社小林総研

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト

必ずお読みください

08Z47-PC1-A00C

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※消耗品は、使用した場合には保証の対象にはなりません。
※女性用に梱包されているショーツ＆ソックス、生理用ナプ
キンは保証の対象にはなりません。

08Z47-PC1-B00A

※初期不良を除き、保証の対象にはなりません。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。●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。

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。

価 格 表 記 について

※A-Collectの掲載商品は、
Honda純正用品ではありません。Honda純正用品保証及び延長保証プランの対象外です。保証・クレーム等については各製造事業者へお問い合わせください。
※ホンダアクセスは車両ごとの取り付け確認や純正用品との同時装着などの検証
は行っておりません。
同時装着の可否につきましては、
下記製造事業者へお問い合わせください。
※下記製造事業者ホームページで商品情報を確認のうえご購入ください。
各製造事業者の取扱説明を確認のうえご使用ください。
※A-Collectの掲載商品の写真は撮影、
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。
また、
A-Collect商品の仕様・価格は変更する場合があります。
※A-Collectの情報は2021年4月現在のものです。
品切れ等により、
予告なく販売終了となる場合があります。
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。取り付けをHonda Cars販売店に依頼する場合は、作業に応じた取付費が別途必要となります。取付費はHonda Cars販売店が独自に定めております。詳しくはお近くのHonda
Cars販売店までお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせは下記まで、ご購入はお近くのHonda Carsまで。
A-Collect商品(01.〜08.)に関するお問い合わせ

製造事業者：株式会社カーメイト

TEL 03-5926-1212 FAX 03-5926-1218

〔受付時間〕 平日 10:00〜18:30 土・日・祝 10:00〜12：00/13:00〜18:30(除く指定定休日)

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

https://www.carmate.co.jp/

A-Collect商品(09.)に関するお問い合わせ

製造事業者：株式会社小林総研

TEL 048-281-8461

〔受付時間〕 平日 9:00〜17:00(除く指定定休日)

〒334-0005 埼玉県川口市里1519-7

https://ko-soken.jp/

販売元：

A-Collect

¥2,475（消費税10%抜き ￥2,250）

07. 除菌・消臭剤(持続タイプ)
¥1,298（消費税10%抜き ￥1,180）

&

22

ケミカル用品／

21

03. 灰皿 SPORTS LUXURY

¥15,840（消費税10%抜き ¥14,400）

360ワイパー

※インテリアコーティングの施工部位は、シート（布、合
皮、本革）とシート生地使用部位（ドアライニング等）の
みとなります。すでに撥水・防汚等の加工がされている
シートについては、施工対象外となります。

02. スマホルダー ロングアーム

吸盤 カーボン調

¥11,880

マイクロファイバークロス付

夜間効果イメージ

01. スマホルダー クイック

08Z47-PC1-B00E

（消費税10%抜き ¥10,800）
08Z47-PC1-A00B
●3人用

04. 内窓拭き専用 エクスクリア

※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。

¥1,100（消費税10%抜き ￥1,000）

¥ 1,430（消費税10%抜き 各￥1,300）

03. 防災安心セット

インテリアコーティング

効果①

④スモールタイプ
（ナイロンメッシュ＋スポンジ 3本セット）

ベーシックアイテム／
パッケージ

施工面

各

08Z47-PC1-B00D
②

プレミアムクリスタルレッド・メタリック
（08C52-TR565M）
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）

内容物

施工面

昼間効果イメージ
未施工面

●ベース色／トップ色2本セット 各15mL

¥1,100（消費税10%抜き ￥1,000）

その他のアイテム／
チャイルドシート／
ペットアイテム

効果②

■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。
保証継続のために、
販売会社による無料点検時にメン
テナンスが必要と判断された場合は、
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、
お客様のメンテナンスキットを販売会社にてお預かりして
行う有料メンテナンスをお受けください。■プレミアム グ
ラスコーティング グランデ施工後、
通常の使用状況におい
て塗装表面の光沢に著しい劣化が認められた場合は無償
補修(再施工または部分補修)いたします。
光沢の劣化、
再
施工については施工いただいた販売会社の判断となりま
す。
光沢保証については樹脂部品(バンパー・モール・スポ
イラー等)は対象外となります。■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。

③インナーリムタイプ
（マイクロファイバー＋スポンジ）

オーディオ
スピーカー／
その他のアイテム

ウルトラウインドウコーティングDX

効果①

08Z47-PC1-B00C

ドライビングサポート

メンテナンスの手間を省く防汚性

ベースガラスコート

&

ナビゲーション／
ナビオプション

施工面

取り扱いの商品はHonda純正用品ではございません。各製造事業者の品質基準に適合した商品です。

②サンドウィッチタイプ
（マイクロファイバー＋スポンジ）

¥1,540（消費税10%抜き ￥1,400）

¥ 770（消費税10%抜き 各￥700）

クリスタルブラック・パール
（08C52-TNH731P）
ミッドナイトブルービーム・メタリック
（08C52-TB610M）
メテオロイドグレー・メタリック
（08C52-TNH904M）
サンドカーキ・パール
（08C52-TYR656P）
スタリーシルバー・メタリック
（08C52-TNH833M）
プレミアムアガットブラウン・パール
（08C52-TYR633P）
スーパープラチナ・メタリック
（08C52-TNH704M）

セカンドガラスコート

水滴のふき取りも容易な滑水性

未施工面

①

A-Collectは、Honda純正用品に加えて、お客様のご要望に合った用品をホンダアクセスが提供する商品です。

インテリア／ラゲッジ／
ナビゲーション

効果③

08Z47-PC1-B00B

●各15mL

塗装面

未施工面

¥1,540（消費税10%抜き ￥1,400）

02. タッチアップペイント

シリコーントップコート

効果を動画で
チェック！

効果②

①ストレートタイプ
（マイクロファイバー＋スポンジ）

＊

【被膜イメージ】

光沢最長 5 年間保証

パープルマジック PRIME

¥2,530（消費税10%抜き ￥2,300） 0.1H

きらめくような新車の輝きを、
いつまでも
効果①

05. ホイール専用スポンジ

カーエアコン用消臭抗菌剤です。

エクステリア
スポーツ／
おすすめアイテム

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
Honda GENUINE CHEMICALS
プレミアム グラスコーティング グランデ

Casual Style

A-Collect

