
ETC
カード

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8％込み）で参考価格です。
●価格には取付費・セットアップ費用は含まれておりません。
　（取付費・セットアップ費用にも別途消費税が加算されます。）
●車載器の車両への取付場所は指定されています。
●写真は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
■取付費は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合せください。
■仕様・価格は2015年10月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。ETCレーン内では、周囲の車の動きに注意をして安全（時速20km以下）に走行してください。また、開閉バー動作や前車の急停車には
十分ご注意ください。警告

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 1.本製品は電波法の基準に適合しています。製品に貼り付けられているシールはその証明ですのではがさ
ないでください。また、製品を分解、改造されると法律により罰せられることがあります。 2.ETC車載器の電源コードを傷つけないでください。ETC車載器が故障する恐れがあります。 3.ETC車載器の
内部に異物などを入れないでください。ETC車載器が故障する恐れがあります。 4.ETC車載器に衝撃を与えないでください。ETC車載器が故障、破損する恐れがあります。また、取付角度がずれて路側
無線装置と通信できなくなり、料金所の開閉バ－が開かなくなる場合があります。 5.ETC車載器およびアンテナの取付位置と角度は取付店で取り付けた状態から変えないでください。路側無線
装置と通信できなくなり、料金所の開閉バ－が開かなくなる場合があります。 6.濡れた手でETC車載器に触れないでください。ETC車載器内部に水が入り故障、破損する恐れがあります。 7.水（液体等）を
付着させないでください。ETC車載器内部に水が入り故障、破損する恐れがあります。 8.汚れた時は、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。ワックス、シンナー、アルコール等は絶対に使用
しないでください。ETC車載器が変形、故障する場合があります。 9.ナビ対応の車載器の場合、料金所に設置されているETCアンテナから送信されてくる料金所固有の番号（IC番号）を地図ディスク
内の情報を用いて路線名称、料金所名に変換して表示しています。新しくETC対応した路線、料金所など、ディスク内に情報がない場合は、年度更新版地図ソフトをご購入いただくことで表示可能と
なります。 10.アンテナ貼付位置のフロントガラス外側に雪や異物が付着すると料金所、検札所で通信ができず、開閉バーが開かない場合があります。ご利用前に、アンテナ貼付位置のフロント
ガラス外側の雪や異物を取り除いてください。

注意

安全に関するご注意

ETCで快適ドライブのポイント

乗車時は車載器にETCカードを確実にセット。

乗車時の注意
ETCカードを車載器に確実に挿し込み、作動を確認して
ください。走行中のドライバーによるカ－ドの抜き挿しは
大変危険です。出発前や停車時に必ず行ってください。
※ETCカードは必ずエンジン始動後に挿入してください。

ETCレーン通過時の注意事項
●専用レーンでも前方車両には十分注意が必要です。開閉バーが
開いたことを確認して、十分に減速して安全な速度（時速20km以下）
で通行してください。
●開閉バーが開かない場合、危険ですのでバックしないでください。
　インターホンで料金所係員の指示誘導に従ってください。
●カード未挿入に注意してください。ETCレーンの直前や通過中に
ETCカードを車載器に挿し込んでもゲートは開きません。出発前に
ETCカードが確実に挿し込まれている事を確認してください。
●前方の車両が通信エラ－やETCカード挿し込み忘れ等、何らかの
理由で停車する事があります。前方の車両とは十分な車間距離を
とってください。
●以下の場合は料金所係員のいる混在・一般レーンを通行していた
だき、一旦停車してETCカードを提示する際に料金所係員にお申し
付けください。
　① 乗り継ぎ証明書が必要な場合。
　② 乗り継ぎ証明書による料金調整を受けようとする場合。 
　　　※一部乗り継ぎ区間ETC専用ゲ－トをご利用になれます。

●インターネットによるETC利用照会サ－ビスについて詳しくは 
http://www.etc-user.jp/ をご覧ください。
●ETCカードには有効期限が定められています。カードの有効期限
切れにご注意ください。 

駐車・下車時の注意
ETCカードは一般クレジットカ－ドと同様に、紛失・盗難等
に十分ご注意ください。車から離れる際にはETCカードを
必ず抜き取り、しっかり保管するようにしてください。

料金所の通過
料金所に進入する際には、ETC専用レーンまたは、ETC・
一般混在レーンをご利用ください。料金所通過にあたっ
ては、路側表示器の指示に従って前車との車間距離を
十分にとって安全な速度（時速20km以下）で通過して
ください。
※入口料金所でETCレーンがない場合または、一般レーンをご利用になった
　場合は、入口で通行券をお取りいただき通過してください。出口料金所での
　ETC専用レーンはご利用になれません。混在レーンまたは一般レーンで一旦
　停止をして通行券およびETCカードを料金所係員にお渡しください。
※出口料金所でETCレーンが閉鎖中または、設置されていない場合は、一般レーン
　を通過し、ETCカードを料金所係員にお渡しください。また入口で通行券を
　受け取った場合は、通行券およびETCカードを料金所係員にお渡しください。

ETC専用 ETC 一般

専用レーン
ETC車
一 般 車

○
×

混在レーン
ETC車
一 般 車

ETC装着車両のみ、
通行可能です。

全ての車両が通行
できます。ETCの
利用もできます。

○
○

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。
●保証修理を受けられる期間は、弊社製品をＨｏｎｄａ販売会社にて、
　Ｈｏｎｄａ車にお取付けした日から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。
　（ケミカル用品、油脂類などの消耗品と別扱い保証の用品は除きます）

●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。

有料道路自動料金支払いシステム
Electronic Toll Collection System

Honda純正 ETC車載器
 GENUINE ACCESSORIES

15・10～
安心してお使いいただくための ETC
Q1.ETC2.0のサービスはどこで利用できますか？

全国の高速道路本線上を中心にITSスポットが設置されているエリアで利用できます。
利用エリアは順次拡大予定です。下記ホームページでご確認ください。
http://www.go-etc.jp/etc2/index.html
一般財団法人ITSサービス高度化機構

A.

Q2.ETCカードはレンタカー等でも使えますか？
ＥＴＣカードと車載器はそれぞれ独立しており、ＥＴＣカードはどの車の車載器にも
使用可能です。従って、レンタカー等でも使えます。利用料金はそのＥＴＣカードの
クレジット契約口座から引き落としとなります。

A.

Q4.領収書はもらえますか？
専用レーンにおいては領収書の発行はされません。（後日、利用明細がクレジットカード
会社または、道路事業者より送付）領収書が必要な場合は、一般レーンまたは混在
レーンで料金所係員にETCカードを提示し、通常の領収書をお受け取りください。
※インターネットによるETC利用照会サ－ビスについて詳しくは http://www.etc-user.jp/ をご覧ください。

A.

Q5.車の買い替えやナンバー変更、車載器を付け替えた場合は？
いずれも車載器に登録される車両情報の変更が必要になるので、他の車両に付け
替える場合は、再度セットアップ（有料）が必要となります。

A.

Q3.もし車載器にETCカードが挿入されていなかった場合は？
車載器にETCカードが挿入されていないと、ETCレーンを通過時に「ETC未装着
車両」とされ、レーンのゲートが開きません。乗車時には必ずETCカードを車載器に
確実に挿入してください。

A.
Q6.車載器1台に対し、何枚までETCカードを使用できますか？

ETCカードは何枚でも使用できます。但し、料金所の入口と出口では必ず同一のカード
を使用してください。

A.

Q A&

1415HA-15A1-000
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ＥＴＣのことならＨｏｎｄａ販売会社におまかせください。
ＥＴＣカードのお申し込み／ＥＴＣ車載器の購入／ＥＴＣセットアップ／ＥＴＣ取り付け



アクティトラック HA8,9-120,130/300,330,360,390 ● 0.6 08E26-TP8-D00 空調操作パネル横（助手席側）

アクティバン HH5,6-190,200  ● 0.9 08E26-S3A-D00 運転席ドライバーズポケット内

ヴェゼル RU1,2,3,4  ●＊ 1.1 08E26-T7A-D00 ドライバーロアカバー内 ＊STYLE EDITIONには装着できません。

オデッセイ RC1,2  ●＊ 1.0 08E26-T6A-D10 ドライバーズポケット内

グレイス GM4,5,6,9  ● 1.2 08E26-T9P-D00 ドライバーロアカバー部

ジェイド FR4,5
 ブラック内装/ブラウン内装用 ●＊ 1.6 08E26-T4R-D10 ドライバーロアカバー部 ＊取付アタッチメントは￥７,５６０（消費税8%抜き￥７,０００）です。

  アイボリー内装用 ●＊ 1.6 08E26-T4R-D20 ドライバーロアカバー部 ＊取付アタッチメントは￥７,５６０（消費税8%抜き￥７,０００）です。

シャトル GK8,9、GP7,8  ●＊ 1.6 08E26-TD4-D00 ドライバーロアカバー部 ＊取付アタッチメントは￥７,５６０（消費税8%抜き￥７,０００）です。

ステップワゴン RP1,2,3,4
 ステップワゴン用 ● 1.3 08E26-TAA-D10 運転席ロアカバー内

  ステップワゴンスパーダ用 ● 1.3 08E26-TAA-D20 運転席ロアカバー内

バモス HM1,2  ●＊ 0.9 08E26-S3A-D00 運転席ドライバーズポケット内 ＊ファンシーポケットライトとの同時装着はできません。

バモス ホビオ HJ1,2、HM3,4  ●＊ 0.9 08E26-S3A-D00 運転席ドライバーズポケット内 ＊ファンシーポケットライトとの同時装着はできません。

フィット GK3,4,5,6、GP5,6  ●＊ 1.3 08E26-T5A-D00 運転席ロアカバー内 ＊取付アタッチメントは￥７,５６０（消費税8%抜き￥７,０００）です。

フリード/フリードスパイク GB3,4、GP3  ●＊ 0.8 08E26-SYY-D00 グローブボックス内 ＊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。

CR-V RM1,4  ●＊ 0.9 08E26-T0A-D10 ドライバーズポケット内 ＊取付アタッチメントは￥７,５６０（消費税8%抜き￥７,０００）です。

CR-Z ZF2-120  ●＊ 0.6 08E26-SZT-D10 ドライバーロアカバー部 ＊取付アタッチメントは￥７,５６０（消費税8%抜き￥７,０００）です。

N-BOX/N-BOX + JF1,2  ● 0.7 08E26-TY0-D00 グローブボックス内

N-BOX SLASH JF1,2-700,900  ● 1.1 08E26-TDE-D00 ドライバーロアカバー上面部

N-ONE
 JG1,2-120,220/JG1-320,420,520 ●＊ 0.7 08E26-T4G-D00 インパネアンダーボックス（助手席）右上部 ＊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。

 JG1,2-100,110,200,210 ● 0.7 08E26-T4G-D00 インパネアンダーボックス（助手席）右上部

N-WGN JH1,2  ● 1.0 08E26-T6G-D00 ドライバーズロアポケット上部

ナビ連動タイプだからとっても便利。

クリアな音声ガイドで安心・快適。

ETCで安全運転もサポート。

【仕様】
本体サイズ（mm） W65×D106×H14.5
使用電圧 DC12V（8～16V）
使用温度 －30℃～85℃
アンテナサイズ（mm） W36×D31×H10
アンテナケーブル長（mm） 3,500

【仕様】
本体サイズ（mm） W65×D106×H14.5
使用電圧 DC12V（10～26.4V）
使用温度 －30℃～85℃
アンテナサイズ（mm） W36×D31×H10
アンテナケーブル長（mm） 3,500

【仕様】
本体サイズ（mm） W70×D113×H15
使用電圧 DC12V（10～32V）
使用温度 －30℃～85℃
アンテナサイズ（mm） W30.4×D30.4×H18.4
アンテナケーブル長（mm） 3,500アンテナ

本体

本体

アンテナ
本体 アンテナ

アンテナ装着イメ－ジ

ガラス貼付アンテナ採用により、目立たない
取り付けを実現。また、LEDランプでETC
カードの挿入状態も確認できます。

アンテナ装着イメ－ジ

ガラス貼付アンテナ採用。
アンテナ部にスピーカーを内蔵、音声案内が
聞き取りやすくなりました。また、LEDランプで
ETCカードの挿入状態も確認できます。

アンテナ装着イメ－ジ

ガラス貼付アンテナ採用により、目立たない取り付けを実
現。また、LEDランプでETCカードの挿入状態も確認でき
ます。

ガラス貼付
アンテナ

ガラス貼付
アンテナ

ガラス貼付
アンテナ

※取付費・セットアップ費用が必要です。
※別途、決済用のETCカードが必要です。
※車種により取付アタッチメントおよびサブアタッチメントが必要な場合があります。

￥10,800（消費税8％抜き ￥10,000）本 　 体
取付アタッチメント含む

■ETC車載器（音声ガイドタイプ）
（本体品番：08E23-E34-B03）

■ETC車載器（ナビ連動タイプ）

※取付アタッチメントが必要です。※取付アタッチメントの品番については適用表をご覧ください。
※取付費・セットアップ費用が必要です。※別途、決済用のETCカードが必要です。
＊車種により取付アタッチメントの価格が異なる場合があります。

●標準またはメーカーオプションのHondaナビゲーションシステム用
●ギャザズナビゲーション用

セット合計 ￥22,896（消費税8％抜き ￥21,200）

本　体 ￥16,416  （消費税8％抜き ￥15,200）
取付アタッチメント ￥6,480 ＊  （消費税8％抜き ￥6,000＊）

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）適用表（１６モデル ギャザズナビゲーション用）
■お車の適用に関しては、車検証の車両型式／号機をご確認ください。

ナビ連動タイプ適用表（標準またはメーカーオプションのHondaナビゲーションシステム用）
■お車の適用に関しては、車検証の車両型式／号機をご確認ください。

アンテナインジケータ
ＥＴＣカードが正しく認識
されている時に点灯して
お知らせする機能です。

ナビ連動（利用情報表示）
ナビ画面で料金表示
および履歴が表示され、
過去に利用した情報・
料金等が確認できます。

カード有効期限切れ等音声案内
通行料金およびETC
カード有効期限切れ等を
音声でお知らせします。

カード抜き/挿し忘れ防止機能
カードの抜き忘れ又は
挿し忘れている時にお知
らせします。

カード全収納タイプ
車載器本体にETCカード
全体が収納される構造
になっています。

ガラス貼付アンテナ
フロントガラス上部にアン
テナを貼り付けるタイプ
です。

音声ガイド
通行料金等の情報を
音声によるガイドで案内
します。

履歴音声案内
過去に利用した利用履歴
を音声により確認でき
ます。

渋滞回避支援
広域な道路交通情報を
リアルタイムに配信。
前方の渋滞状況も静止
画でお知らせ。

安全運転支援
落下物や渋滞末尾情報、
前方の静止画など危険事
象に関する情報を提供。

車種名 備　考
車両型式／号機

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）

取付位置

適用工数 取付アタッチメント品番 機能

ギャザズナビゲーションシステム用

備　考品　名 仕　様 品　番 メーカー希望小売価格（円）
取付費含まず

標準取付時間
（H）

ＥＴＣ２．０車載器

取付アタッチメント

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 下記適用表参照
 19,440

 6,480＊

08E25-E5X-C00

下記適用表参照

車種により適用に条件があります。下記適用表をご確認ください。
取付アタッチメントが必要です。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。
＊車種により取付アタッチメントの価格が異なる場合があります。
標準またはメーカーオプションのETC車載器装備車には装着
できません。

18,000

 6,000＊

消費税8％抜き価格

機能アイコン説明

ナビゲーションシステムに
連動し、ナビ画面と音声で
料金を案内するほか、ETC
カードの有効期限切れを
お知らせします。
履歴も画面表示。

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。
有効期限音声案内ON/OFF
機能付。
LEDランプでETCカードの
挿入状態も確認できます。

「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。 （本体品番：08E23-E34-C01）

■ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）

※取付アタッチメントが必要です。※取付アタッチメントの品番については適用表をご覧ください。
※取付費・セットアップ費用が必要です。※別途、決済用のETCカードが必要です。
＊車種により取付アタッチメントの価格が異なる場合があります。

●ギャザズナビゲーション用

セット合計 ￥25,920（消費税8％抜き ￥24,000）

本　体 ￥19,440 （消費税8％抜き ￥18,000）
取付アタッチメント ￥6,480 ＊  （消費税8％抜き ￥6,000＊）

（本体品番：08E25-E5X-C00）

機能

VXM-165VFNi,VXM-165VFEi,VXM-165VFi D
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D

安全運転支援（合流支援・前方障害物情報）、
渋滞回避支援、ETC料金表示、音声ガイド、
ETCレーンガイド、ETCカード有効期限切れ案内

D

ナビ連動機能の凡例

適用ナビ

ギャザズナビゲーション　ETC2.0車載器適用一覧

アコード CL7-120/320/520～、CL8,9-120/520～ ● 1.2 08E24-SEA-C03 コンソール内

アコードワゴン CM1-110/510～、CM2-120/320/520/720～、CM3-120/720～ ● 1.2 08E24-SEA-C03 コンソール内

エディックス BE1,2,3,4-110～、BE8-100～ ●＊ 0.5 08E24-SJD-C01A グローブボックス内 ＊取付アタッチメントは￥４，32０（消費税8％抜き￥４，０００）です。

エリシオン RR1,2,3,4-110～140、RR1,2,3-510～540、RR5,6-100～120 ●＊ 0.6 08E24-SJK-C01A コインポケット内 ＊取付アタッチメントは￥４，32０（消費税8％抜き￥４，０００）です。

オデッセイ RB1,2-130,140/330,340/730～ ●＊ 0.7 08E24-SFE-C00A グローブボックス内 ＊取付アタッチメントは￥４，32０（消費税8％抜き￥４，０００）です。

クロスロード RT1,2,3,4-100～ ●＊ 0.5 08E24-SYP-C01 コインポケット内 ＊取付アタッチメントは￥４，32０（消費税8％抜き￥４，０００）です。

シビック/シビック ハイブリッド FD1,3-130～、FD2-150,170 ● 1.0 08E24-SNB-C00A コンソール内

シビック ＴYPE-Ｒ FD2-160 ● 1.0 08E24-SNB-C00A コンソール内

ステップワゴン RG1,2,3,4-110～、RG1,2-510～ ●＊ 0.7 08E24-SLJ-C01A ドライバーズポケット内 ＊取付アタッチメントは￥４，32０（消費税8％抜き￥４，０００）です。

 
RN6,7,8,9-320～

　Hondaスマートキーシステム装備車用 ●＊ 0.7 08E24-SMA-C00A センターロアカバー横（助手席側）

 　　　　　　　　　 Hondaスマートキーシステム装備無し車用 ●＊ 0.7 08E24-SMA-C01 フロントアンダーポケット上部
ストリーム

 RN6,7,8,9-310 ●＊ 0.7 08E24-SMA-C01 フロントアンダーポケット上部 
＊取付アタッチメントは￥４，32０（消費税8％抜き￥４，０００）です。

 RN6,7,8,9-100/300 ●＊ 0.7 08E24-SMA-C00 フロントアンダーポケット上部

ゼスト JE1,2-100,110/200,210 ● 0.7 08E24-SYA-C00 ドライバーズロアポケット内

レジェンド KB1-110～ ●＊ 1.2 08E24-SJA-C00A コンソール内 ＊取付アタッチメントは￥４，32０（消費税8％抜き￥４，０００）です。

 RE3,4-130 ● 0.9 08E24-SWA-C00A 
CR-V

 RE3,4-100～120 ● 0.9 08E24-SWA-C00 
グローブボックス内

料金表示、音声ガイド、ETCレーンガイドA 料金表示、音声ガイドBナビ連動機能の凡例

車種名 備　考
車両型式／号機

ナビ連動タイプ

取付位置

適用工数 取付アタッチメント品番 機能

標準またはメーカーオプションの
Hondaナビゲーションシステム用

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

備　考品　名 仕　様 品　番 メーカー希望小売価格（円）
取付費含まず

標準取付時間
（H）

ETC車載器
取付アタッチメント

ナビ連動タイプ/アンテナ分離型
下記適用表参照

 16,416

 6,480＊

08E23-E34-C01

下記適用表参照

車種により適用に条件があります。下記適用表をご確認ください。
取付アタッチメントが必要です。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。
＊車種により取付アタッチメントの価格が異なる場合があります。

 15,200

 6,000＊

消費税8％抜き価格

＊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。
　取付アタッチメントは￥７,５６０（消費税8%抜き￥７,０００）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。さらに今後、道路交通情報や
走行履歴・経路情報などのビッグデータを活用して、さまざまな
新しいサービスが導入される予定です。
※「ETC2.0」サービスについて詳しくは、国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/をご覧ください。

- 1 - - 2 -



備　考品　名 仕　様 品　番 メーカー希望小売価格（円）
取付費含まず

標準取付時間
（H）

ETC車載器

取付アタッチメント

ナビ連動タイプ/アンテナ分離型
ETCカード有効期限切れ案内付

下記適用表参照
16,416

 6,480＊

08E23-E34-C01

下記適用表参照

 15,200

 6,000＊

消費税8％抜き価格

車種名 備　考
車両型式／号機

ナビ連動タイプ

取付位置
適用工数 取付アタッチメント品番 機能

ギャザズナビゲーション用

アクティトラック HA8,9-130/390  ● 0.4 08E24-TP8-E00 空調操作パネル横（助手席側）

 HA8,9-120/300,330,360 ● 0.4 08E24-TP8-D00 空調操作パネル横（助手席側）

アクティバン HH5,6-190,200  ● 0.9 08E24-EW4-A02 助手席側インパネアンダートレイ内

インサイト ZE2,3  ●＊ 0.8 08E24-TM8-D00 グローブボックス内 ＊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。

ヴェゼル RU1,2,3,4  ● 0.9 08E24-T7A-D00A ドライバーロアカバー内

エアウェイブ GJ1,2  ● 0.8 08E24-SLA-D02A インパネセンターアッパーボックス内

エディックス BE3,4,8  ● 0.9 08E24-EW4-B02 グローブボックス内

エリシオン RR1,2-100～150  ● 1.0 08E24-EW4-M03 コインポケット内

 
RC1,2  ●＊ 0.8 08E24-T6A-D10 ドライバーズポケット内 ＊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。

オデッセイ RB3,4  ● 1.6 08E24-SLE-D01 コインポケット内

 RB1,2  ● 0.9 08E24-EW4-L02 グローブボックス内

グレイス GM4,5,6,9  ● 0.9 08E24-T9P-D00 ドライバーロアカバー部

クロスロード RT1,2,3,4  ● 0.7 08E24-SYP-D01 コインポケット内

ジェイド FR4,5 ブラック内装/ブラウン内装用 ● 1.3 08E24-T4R-D10 ドライバーロアカバー部

  アイボリー内装用 ● 1.3 08E24-T4R-D20 ドライバーロアカバー部

シビック／シビックハイブリッド FD1,2,3  ● 1.0 08E24-SNB-D02 コンソール内

シビック ＴYPE-Ｒ FD2  ● 1.0 08E24-SNB-D02 コンソール内

シャトル GK8,9、GP7,8  ● 1.4 08E24-TD4-D00 ドライバーロアカバー部

 RP1,2,3,4 ステップワゴン用 ● 1.0 08E24-TAA-D10 運転席ロアカバー内

ステップワゴン
  ステップワゴンスパーダ用 ● 1.0 08E24-TAA-D20 運転席ロアカバー内

 RK1,2,3,4,5,6,7  ●＊ 0.8 08E24-SZW-D00 運転席側ロアカバー内 ＊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。

 RG1,2,3,4  ● 0.8 08E24-SLJ-D01 ドライバーズポケット内

 
RN6,7,8,9-320～

 Hondaスマートキーシステム装備車用     センターロアカバー横（助手席側）

ストリーム  Hondaスマートキーシステム装備無し車用 
● 0.9 08E24-SMA-D01

 フロントアンダーポケット上部

 RN6,7,8,9-100/300,310 ● 0.9 08E24-SMA-D01 フロントアンダーポケット上部

ゼスト JE1,2  ● 0.6 08E24-SYA-D01 ドライバーズロアポケット内

パートナー GJ3,4  ● 0.8 08E24-SLA-D02A インパネセンターアッパーボックス内

バモス HM1,2  ●＊ 0.9 08E24-EW4-A02 助手席側インパネアンダートレイ内 ＊ファンシーポケットライトとの同時装着はできません。

バモス ホビオ HJ1,2、HM3,4  ●＊ 0.9 08E24-EW4-A02 助手席側インパネアンダートレイ内 ＊ファンシーポケットライトとの同時装着はできません。

フィット GK3,4,5,6、GP5,6  ● 1.0 08E24-T5A-D00 運転席ロアカバー内

 
GE6,7,8,9、GP1,4  ● 0.7 08E24-TF0-D10 ドライバーズポケット内

フィット アリア GD8,9  ●＊ 1.2 08E24-EW4-H02 コンソール横（助手席側） ＊ハンズフリー通信キットとの同時装着はできません。

フィット シャトル GG7,8、GP2  ● 0.7 08E24-TF0-D10 ドライバーズポケット内

フリード／フリードスパイク GB3,4、GP3  ●＊ 0.6 08E24-SYY-D00 グローブボックス内 ＊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。

ライフ 
JC1,2  ● 0.6 08E24-SZH-D00 インパネロアポケット内

 JB5,6,7,8  ● 1.1 08E24-EW4-P02 運転席アッパーボックス内

 RM1,4-110,120  ● 0.8 08E24-T0A-D11 ドライバーズポケット内

CR-V RM1,4-100  ● 0.8 08E24-T0A-D10 ドライバーズポケット内

 RE3,4  ● 0.9 08E24-SWA-D01 グローブボックス内

 ZF2-120  ● 0.8 08E24-SZT-D10A ドライバーロアカバー部

CR-Z ZF2-100,110  ● 0.8 08E24-SZT-D00 センターロアボックス

 ZF1  ● 0.8 08E24-SZT-D00 センターポケット

N-BOX/N-BOX + JF1,2  ● 0.6 08E24-TY0-D00 グローブボックス内

N-BOX SLASH JF1,2-700,900  ●＊ 0.9 08E24-TDE-D00 ドライバーロアカバー上面部 ＊取付アタッチメントは￥３,２４０（消費税8%抜き￥3,000）です。

N-ONE JG1,2  ●＊ 0.6 08E24-T4G-D00 インパネアンダーボックス（助手席）右上部 ＊取付アタッチメントは￥３,２４０（消費税8%抜き￥3,000）です。

N-WGN JH1,2  ●＊ 0.8 08E24-T6G-D00 ドライバーズロアポケット上部 ＊取付アタッチメントは￥３,２４０（消費税8%抜き￥3,000）です。

※ギャザズナビゲーションの場合、上記記載機種以外には接続できません。
※1 地図更新を行うことで、ETCカード有効期限切れ案内機能が追加されます。
※2 インサイト、エアウェイブ、ストリーム、ゼスト、パートナー、フィット（GE6,7,8,9/GD1,2,3,4）、フリード、ライフ（JC1,2/JB5,6,7,8）、オデッセイ（RB3,4）、ステップワゴン（RK1,2,3,4,5,6,7）のみ適用。

機能

VXH-088CV,VXH-089CVduo,VXH-089CV,VXH-083CVi,VXH-082MCV,VXH-082C
VXH-098CVU,VXH-098CV,VXH-093CVi,VXH-092CV,VXS-092CVi
VXH-108VFi,VXH-108VF※1,VXM-108CS※1（08A40-8M0-600,610,620,400,410,420）
VXM-105CF,VXS-102VFi,VXS-102VSi,VXH-112VS

VXD-085CV,VXD-085C,VXM-090CV※2,VXM-090※2

VXH-108VFi,VXH-108VF,VXM-108CS（08A40-8M0-601,611,621,401,411,421）
VXM-118VS,VXM-118C（08A40-8N0-600,610,400,410）
VXM-135VFNi,VXM-135VFN,VXH-128VF,VXM-128VSXi,VXM-128VSX,VXM-128VS,VXM-128C,VXM-122VFi,VXM-122VF
VXM-145VFNi,VXM-145VFEi,VXM-145VFi,VXM-145VSi,VXM-145C,VXM-142VFi
VXM-155VFNi,VXM-155VFEi,VXM-155VFi,VXM-155VSi,VXM-155C,VXM-152VFi,VRM-155VFEi,VRM-155VFi
VXM-165VFNi,VXM-165VFEi,VXM-165VFi,VXM-164VFi,VXM-164CSi,VRM-165VFEi,VRM-165VFi

A

B

C

料金表示、音声ガイド、ETCレーンガイド

料金表示、音声ガイド

料金表示、音声ガイド、ETCレーンガイド、
ETCカード有効期限切れ案内

A

B

C

ナビ連動機能の凡例

適用ナビ

〔（）内は記載品番のみ対応〕

ギャザズナビゲーション　ナビ連動タイプ適用一覧
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車種により適用に条件があります。下記適用表をご確認ください。
取付アタッチメントが必要です。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。
＊車種により取付アタッチメントの価格が異なる場合があります。
接続するナビにより案内/表示は異なります。
標準またはメーカーオプションのETC車載器装備車には装着できません。

車種名 備　考
車両型式／号機

取付位置
音声ガイドタイプ

適用 工数

備　考品　名 仕　様 品　番 メーカー希望小売価格（円）
取付費含まず

標準取付時間
（H）

08E23-E34-B03
音声ガイドタイプ
アンテナ分離型

取付アタッチメント含む
下記適用表参照

車種により適用に条件があります。下記適用表をご確認ください。
車種により取付アタッチメントまたはサブアタッチメントが必要な場合があります。
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。
標準またはメーカーオプションのETC車載器装備車には装着できません。

ETC車載器 10,800 10,000

消費税8％抜き価格

 HA8,9-130/390～410 ●＊ 0.6 空調操作パネル横（助手席側） ＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-TP8-A00  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

アクティトラック HA8,9-100～120/300～380 ●＊ 0.6 空調操作パネル横（助手席側） ＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-TP8-000  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

 HA6,7 ● 0.8 インパネポケット内（運転席側）

アクティバン HH5,6 ● 0.8 運転席ドライバーズポケット内

アコード／アコードツアラー
 CU1,2-100 

●＊ 0.8 センターパネルポケット
 CW1,2-100

インサイト ZE2,3 ●＊ 0.7 インパネセンターロアガーニッシュ下側

ヴェゼル RU1,2,3,4 ●＊ 0.9 ドライバーロアカバー内

エアウェイブ GJ1,2 ● 0.8 フロントコンソールボックス横（助手席側）

エディックス
 BE3,4-110～、BE8-100～ ●＊ 0.7 コントロールパネル下

 BE1,2,3,4-100 ●＊ 0.8 コントロールパネル下

 
RR1,2,3,4-130～150

 ●＊ 1.1 コンソール横（助手席側）

 
RR5,6-110～130

 ●＊ 1.3 ラジオポケット内

エリシオン
 

RR1,2,3,4-100,110,120
 ●＊ 1.1 コンソール横（助手席側）

 
RR5,6-100

 ●＊ 1.3 ラジオポケット内
     

 RC1,2 ●＊ 0.9 ドライバーズポケット内

オデッセイ
 RB3,4 ●＊ 1.0 コインポケット内

 
RB1,2

 ● 0.7 コンソール横（助手席側）

  ●＊ 0.9 グローブボックス内

グレイス GM4,5,6,9 ●＊ 0.9 ドライバーロアカバー部

クロスロード RT1,2,3,4
 ●＊ 0.5 センターコンソール横(助手席側）

  ●＊ 0.7 グローブボックス内（上段）

ジェイド FR4,5 ●＊ 1.6 ドライバーロアカバー部

シビック FD1,2,3 ●＊ 0.7 コンソール横（助手席側）

シビック　TYPE-R EURO FN2 ● 0.9 アームレストコンソール内

シビック TYPE-R
 FD2 ● 0.7 コンソール横（助手席側）

 EP3 ●＊ 0.8 コンソール横（助手席側）

シャトル GK8,9、GP7,8 ●＊ 1.3 ドライバーロアカバー部

 
RP1,2,3,4 ●＊ 1.4 運転席ロアカバー内

 RK1,2,3,4,5,6,7 ●＊ 0.9 運転席ロアカバー内

ステップワゴン 
RG1,2,3,4-110～

 ●＊ 0.6 コンソール横（助手席側）

  ●＊ 1.0 グローブボックス内

 RG1,2,3,4-100 ●＊ 0.8 コンソール横（助手席側）

 RG1,2-500 ●＊ 1.0 グローブボックス内

Ｈｏｎｄａ インターナビ装備車には装着できません。

＊装着には別途取付アタッチメント（08E24-TL0-B00  ￥1,620 消費税8%抜き￥1,500）および

クリップ（91561-TA0-A01）が1個必要です。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJK-J01）が1個必要です。
取付位置は２ヶ所からお選びください。ただし、ギャザズナビゲーション
（VXH-098CVU、VXH-098CV）との同時装着の場合、取付位置はコンソール横（助手席側）のみとなります。
コンソール横取付を選択した場合、ドライブレコーダー（08E30-E26-001）との同時装着はできません。

＊標準またはメーカーオプションの大型センターコンソールおよびメーカーオプションの
リアエンターテインメントシステム装備車には装着できません。
ギャザズナビゲーション（VXH-098CVU、VXH-098CV）、MDプレーヤー（MS-242）、
ストレートカセットプレーヤー（TS-535）との同時装着はできません。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJK-J01）が1個必要です。
取付位置は２ヶ所からお選びください。ただし、ギャザズナビゲーション
（VXH-098CVU、VXH-098CV、VXH-088CV）との同時装着の場合、取付位置はコンソール横（助手席側）のみとなります。
コンソール横取付を選択した場合、ドライブレコーダー（08E30-E26-001）との同時装着はできません。

＊標準またはメーカーオプションの大型センターコンソールおよびメーカーオプションの
リアエンターテインメントシステム装備車には装着できません。
ギャザズナビゲーション（VXH-098CVU、VXH-098CV、VXH-088CV）、
MDプレーヤー（MS-242）、ストレートカセットプレーヤー（TS-535）との同時装着はできません。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途取付アタッチメント（08E24-T7A-B00  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-T9P-B00  ￥6,480 消費税8%抜き￥6,000）が必要です。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SMA-013）が1個必要です。

取付位置は２ヶ所からお選びください。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJK-J01）が1個必要です。

取付位置は２ヶ所からお選びください。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJK-J01）が1個必要です。

取付位置は２ヶ所からお選びください。

＊装着には別途取付サブアタッチメント（08E24-E34-A00  ￥259 消費税8%抜き￥240）が必要です。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJD-003）が1個必要です。

＊ハンズフリー通信キットとの同時装着はできません。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途取付アタッチメント（08E24-TD4-B00  ￥6,480 消費税8%抜き￥6,000）が必要です。

Ｈｏｎｄａインターナビ装備車、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。
＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-SZW-B00  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

Hondaインターナビ装備車、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。
＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-T6A-B10  ￥6,480 消費税8%抜き￥6,000）が必要です。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-SLE-B01  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJD-003）が1個必要です。

取付位置は２ヶ所からお選びください。

Honda インターナビ装備車、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。

＊前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、

別途クリップ（91561-TA0-A11）が1個必要です。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。

＊装着には別途取付アタッチメント（08E24-T4R-B10（ブラック内装/ブラウン内装用）、

08E24-T4R-B20（アイボリー内装用）  各￥2,700 消費税8%抜き各￥2,500）が必要です。

Ｈｏｎｄａインターナビ装備車には装着できません。

＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-TAA-B10（ステップワゴン用）、08E24-TAA-B20

（ステップワゴンスパーダ用）  各￥3,240 消費税8%抜き各￥3,000）が必要です。

音声ガイドタイプ適用表
■お車の適用に関しては、車検証の車両型式／号機をご確認ください。

ナビ連動タイプ適用表（08，09，10,11,12,13,14,15,16モデル ギャザズナビゲーション用）
■お車の適用に関しては、車検証の車両型式／号機をご確認ください。
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RN6,7,8,9-320

 ●＊1 0.8 センターロアカバー横（助手席側）

  ● 1.0 フロントアンダーポケット上部

ストリーム
 

RN6,7,8,9-310～
 ●＊1 0.8 センターロアカバー横（助手席側）

  ● 1.0 フロントアンダーポケット上部

 
RN6,7,8,9-100/300

 ●＊ 0.8 センターコンソール横（助手席側）

  ●＊ 1.0 センターコンソールボックス内

ゼスト JE1,2 ●＊ 0.7 ドライバーズロアポケット内 ＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJD-003）が1個必要です。

バモス HM1,2 ●＊ 0.8 運転席ドライバーズポケット内 ＊ファンシーポケットライトとの同時装着はできません。

バモス ホビオ HJ1,2、HM3,4 ●＊ 0.8 運転席ドライバーズポケット内 ＊ファンシーポケットライトとの同時装着はできません。

 GK3,4,5,6、GP5,6 ●＊ 1.0 運転席ロアカバー内

フィット GE6,7,8,9、GP1 ●＊ 0.8 グローブボックス内

 GD1,2,3,4 ●＊ 0.8 グローブボックス内（下段） ＊ＣＤチェンジャー、アダプター ｆｏｒ ｉＰｏｄ、各プレーヤーとの同時装着はできません。

フィット アリア GD6,7,8,9 ●＊ 0.8 コンソール横（助手席側） ＊ハンズフリー通信キットとの同時装着はできません。

フィットシャトル GG7,8、GP2 ●＊ 0.8 グローブボックス内

フリード 
GB3,4、GP3 ●＊ 0.7 グローブボックス内

フリードスパイク

モビリオ GB1,2 ● 0.6 コンソール横（助手席側）

モビリオ スパイク GK1,2 ● 0.6 コンソール横（助手席側）

ライフ
 JC1,2 ●＊ 0.7 インパネロアポケット内 ＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-SZH-B00  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

 JB5,6,7,8 ●＊ 1.1 ステアリングコラム横 ＊Ｈｏｎｄａスマートキーシステム装備車は別途スクリュー（35107-SEA-J21）が２本必要です。

レジェンド KB1
 ●＊ 1.4 コンソール横（助手席側） 

＊別売のクリップ(91561-SJK-J01)が1個必要となります。

  ●＊ 1.7 センターコンソール内 
取付位置は２ヶ所からお選びください。

 RM1,4-110,120 ●＊ 0.8 ドライバーズポケット内

CR-V
 RM1,4-100 ●＊ 0.8 ドライバーズポケット内

 
RE3,4

 ●＊ 0.9 コンソール横（助手席側）

  ●＊ 1.1 グローブボックス内

 ZF2-120 ● 0.8 ドライバーロアカバー部

CR-Z ZF2-100,110 ● 0.8 センターロアボックス

 ZF1 ●＊ 0.8 センターポケット

N-BOX  ●＊ 0.7 グローブボックス内
 JF1,2

N-BOX +  ●＊ 0.7 グローブボックス内

N-BOX SLASH JF1,2-700,900 ●＊ 1.0 ドライバーロアカバー上面部 ＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-TDE-A00  ￥864 消費税8%抜き￥800）が必要です。

 
JG1,2-120,220

 
●＊ 0.6 インパネアンダーボックス（助手席）右側部 ＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-T4G-B01  ￥864 消費税8%抜き￥800）が必要です。

N-ONE 
JG1-320,420,520

 JG1,2-100,110,200,210 ●＊ 0.6 インパネアンダーボックス（助手席）右側部 ＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-T4G-B00  ￥864 消費税8%抜き￥800）が必要です。

N-WGN JH1,2 ●＊ 0.8 ドライバーズロアポケット上部 ＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-T6G-B00  ￥864 消費税8%抜き￥800）が必要です。

S660 JW5 ●＊1 ＊2 グローブボックス内

ETC車載器の
取り付け4セットアップ

申し込み3ETC車載器の
購入2

ＥＴＣご利用までのステップ

ETCカードの利用申し込み方法

手
続
き
完
了

Honda
Cカード

〈クレジット機能付〉
会員の方

クレジット
カードを
お持ちで
ない方

クレジット
カードを
お持ちの方

Honda販売会社に備えつけの入会申込書または、
インターネットから入会を申し込みいただけます。

http://www.honda.co.jp/C-CARD/
※詳しくはHonda販売会社にお問い合わせください。　※発行にあたって、カード会社の与信審査があります。

約3～4週間程度で発行 （簡易書留郵便でお届け）

会員特典 Ｈｏｎｄａ販売会社に備えつけのＥＴＣカード申込書または下記の
専用デスクからお申し込みいただけます｡

●DC Honda Cカードデスク
　フリーダイヤル：0120-221-263
●UC Honda Cカードデスク
　フリーダイヤル：0120-555-860

●JCB Honda Cカードデスク
　フリーダイヤル：0120-800-570
●MUFGカード Honda Cカードデスク
　フリーダイヤル：0120-147-987

ETCカードの年会費は永年無料
詳しくは販売会社にお問合せください。

最長3週間で発行
簡易書留郵便でお届け

お持ちのクレジットカードをご利用いただく場合は、
そのカードを発行しているクレジットカード会社にお問い合わせのうえ、
ETCカードの発行手続きを行ってください。

ご利用には料金決済用のＥＴＣカー
ドが必要です。お持ちのHonda
Cカード会社またはクレジットカー
ド会社にお申し込みください。

Honda純正ＥＴＣ車載器は3タイプの
中からお選びいただけます。
（3年6万ｋｍ保証付き＊）
＊Honda販売会社でHonda車にお取り付けい
ただいた場合に限ります。

Honda販売会社にて、セットアップ
のお申し込みをしていただきます。
※別途セットアップ費用が必要です。

Honda販売会社のサービス
スタッフがETC車載器を
お車にお取り付けします。
※別途取付費が必要です。

ETCカードの
申し込み1

（2015年10月現在）

この機会に便利でお得なHonda Cカード〈クレジット機能付〉をお申し込みください。

車種名 備　考
車両型式号機

取付位置
音声ガイドタイプ

適用 工数

＊1列目シート用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ

（91561-SMA-013）が1個必要です。音声ガイドタイプの取付位置は２ヶ所からお選びください。

＊サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ（91561-SJK-J01）が1個必要です。

取付位置は２ヶ所からお選びください。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途取付アタッチメント（08E24-T5A-B00 ￥6,480 消費税8%抜き￥6,000）が必要です。

＊前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップ
（91561-TA0-A11）が1個必要です。

＊前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップ
（91561-TA0-A11)が1個必要です。

＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-TY0-000  ￥864 消費税8%抜き￥800）が必要です。
あんしんパッケージ装備車の場合、別途クリップ（91561-TA0-A01）が1個必要です。

＊1 装着には別途取付アタッチメント（08E24-TDJ-B00  ￥777 消費税8%抜き￥720）が必要です。
＊2 MT車は1.3H、CVT車は1.2Hとなります。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-T0A-B11  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-T0A-B10  ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。
＊装着には別途取付アタッチメント（08E24-SZT-B10  ￥6,480 消費税8%抜き￥6,000）が必要です。

Hondaインターナビ装備車（GB3,4-100,110を除く）、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車
（GB3,4-150～）には装着できません。
＊1列目シート用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ
（91561-TA0-A11)が1個必要です。

＊装着には別途サブアタッチメント（08E24-TY0-000　￥864 消費税8%抜き￥800）が必要です。
前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車、
あんしんパッケージ装備車の場合、別途クリップ（91561-TA0-A01）が1個必要です。

Hondaインターナビ装備車には装着できません。

＊装着には別途取付アタッチメント（08E24-SZT-A00  ￥6,480 消費税8%抜き￥6,000）が必要です。

＊1  1列目シート用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ
（91561-SMA-013）が1個必要です。取付位置は２ヶ所からお選びください。
Hondaスマートキーシステム装備車の取付位置は、センターロアカバー横（助手席側）のみとなります。
Ｈｏｎｄａスマートキーシステム装備車は、別売のアースボルト（90154-SZ3-003）が1本必要です。
＊2  装着には別途サブアタッチメント（08E24-SMA-B00 ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

＊1  1列目シート用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ
（91561-SMA-013）が1個必要です。取付位置は２ヶ所からお選びください。
Ｈｏｎｄａスマートキーシステム装備車は、別売のアースボルト（90154-SZ3-003）が1本必要です。
＊2  装着には別途サブアタッチメント（08E24-SMA-B00 ￥3,240 消費税8%抜き￥3,000）が必要です。

＊1 ＊2

＊1 ＊2

備　考品　名 仕　様 品　番 メーカー希望小売価格（円）
取付費含まず

標準取付時間
（H）

08E23-E34-B03
音声ガイドタイプ
アンテナ分離型

取付アタッチメント含む
下記適用表参照

車種により適用に条件があります。下記適用表をご確認ください。
車種により取付アタッチメントまたはサブアタッチメントが必要な場合があります。
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。
標準またはメーカーオプションのETC車載器装備車には装着できません。

ETC車載器 10,800 10,000

消費税8％抜き価格

音声ガイドタイプ適用表
■お車の適用に関しては、車検証の車両型式／号機をご確認ください。
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