
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。
ht tps: / / w w w.hond a .co . jp /ACCES S /

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

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

アンケートには、以下の方法でアクセスしてください。

アクセサリーカタログ携帯アンケート実施中 

参加方法

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

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

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

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。

効果① 水切れが良くなり、クリアな視界を確保

効果② 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

効果① クオリティーの極みを
追求した光沢感

効果① 汚れが付きにくい

効果② シートに水分が付着しても、ふき取りやすい

3

タッチアップペイント
ボディーのかすり傷の補修に便利です。
●チャンピオンシップホワイト （08C52-TNH0）
●クリスタルブラック・パール （08C52-TNH731P）
●フレームレッド （08C52-TR513）
●ポリッシュドメタル・メタリック （08C52-TNH737M）
●レーシングブルー・パール （08C52-TB637P）
各￥770（消費税10％抜き 各￥700） 各15mL

わさびd’air（デェール）
カーエアコン用消臭抗菌剤です。
￥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）
（08R79-E7S-001）

＊エアクリーンフィルターと同時装着する場合、
取付費は必要ありません。

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

0.1H＊

プレミアム グラスコーティング グランデ　きらめくような新車の輝きを、いつまでも

ウルトラウインドウコーティングDX　雨天時の安心を インテリアコーティング　車内をいつまでも綺麗に

【被膜イメージ】 シリコーントップコート

セカンドガラスコート
塗装面

ベースガラスコート

光沢最長 5 年間保証

効果② 水滴のふき取りも容易な
滑水性

未施工面 施工面

効果③ メンテナンスの手間を
省く防汚性

未施工面 施工面

※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。

効果を動画で
チェック！

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。

未施工面 施工面 未施工面 施工面

昼間効果イメージ 夜間効果イメージ

効果を動画で
チェック！

効果を動画で
チェック！

汚れからシートを守る
インテリアコーティングです。

■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。

※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。

耐水性確認

未施工面 施工面

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

いざという時の救出・脱出ツールです。
¥2,530（消費税10%抜き ￥2,300）
（08Z26-E8E-000）
※取付台のはがれ等は保証の対象にはなりません。

レスキューマンⅢ

停止表示板
収納に便利な折りたたみ式。
￥2,640（消費税10％抜き ￥2,400）
（08M09-S2K-001）

※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。

防災安心セット
いざという時に役立つセットアイテムです。
●1人用
¥7,920（消費税10%抜き ¥7,200） 　（08Z47-PC1-A00A）
●2人用
¥11,880（消費税10%抜き ¥10,800） （08Z47-PC1-A00B）
●3人用
¥15,840（消費税10%抜き ¥14,400） （08Z47-PC1-A00C）
●女性用
¥4,950（消費税10%抜き ¥4,500）      （08Z47-PC1-C00A）

内容物
・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

20・11～

HB534CE20AA01
２０11

FK8-130

●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。
■　　　 内の数字は標準取付時間です。
　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わせください。
■仕様・価格は2020年11月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

カタログPDFの情報は2020年11月現在のものです。     



Photo：アクセサリー装着車　ボディーカラーはチャンピオンシップホワイト

モンスターマシンを自在に操る。このクルマを運転する醍醐味は、ここにあるかも知れない。

Hondaのレーシングスピリットを惜しみなく注ぎ込み、FF量産車の限界を破り続けるCIVIC TYPE R。

車両との一体開発から生まれた純正アクセサリーによって、所有する悦びはさらに輝きを増していく。

美しさを研ぎ澄ますか。運動性能にさらに磨きをかけるか。

このクルマを究極の一台に完成させるのは、最後はあなたの感性かもしれない。

悦びを研ぎ澄ます。
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カタログPDFの情報は2020年11月現在のものです。



走るほどに、夢中になれる。

Photo：アクセサリー装着車　ボディーカラーはチャンピオンシップホワイト

レーシングスピリットが息づく、強靱・軽量設計。
TYPE Rの走りにふさわしいホイールとして、強度と軽さにアドバンテージをもつ鍛造
製法の中でも、より繊細なデザインを再現できる「鍛造 削り出し製法」を採用した20インチ
アルミホイール。デザインはSUPER GT GT500クラス参戦マシンに供給しているレー
シングホイールの意匠を踏襲。SUPER GT供給モデルと同一の工程で加工されている。
さらに、スポークのデザインや軽量化に貢献するスポークサイドの溝の形状をより洗練
させつつ、標準装備のアルミホイールに比べ、1本あたり2.1㎏の軽量化を実現。鋭い
加速に加え、ハンドリングにさらなる軽快感を与える。 8.4kg

ALUMINUM WHEELS:
WEIGHT SAVING OF APPROX.

■数値はホンダアクセス 測定値。

TYPE Rを象徴するチャンピオンシップホワイトに、
NSXのレーシング要素を継承するブリランテ ロッソの
センターキャップを採用した鍛造 削り出しホイール。
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20×8½Ｊ　PCD 120mm　インセット 60mm
チャンピオンシップホワイト塗装／鍛造

01. 20インチ アルミホイール MR-R02

※標準装備のアルミホイールを取り外し装着となります。

¥275,000/1本（消費税10%抜き ￥250,000/1本） 0.6H/1本
08W20-TEA-000

●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。

03.アルミホイール用ホイールロックナット

¥6,600（消費税10%抜き ￥6,000） 0.2H＊2
08W42-TY3-001

キャップタイプ
４個セット（マックガード社製）

02.アルミホイール用ホイールナット

¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000） 0.3H＊1
08W42-TY3-000B

ブラック／キャップタイプ
20個セット

¥9,900（消費税10%抜き ￥9,000） 0.2H＊2
08W42-TY3-000A

ブラック／キャップタイプ
４個セット（マックガード社製）

＊1 アルミホイールと同時装着する場合、取付費は必要ありません。 ＊2 アルミホイールまたはアルミホイール用ホイールナットと同時装着する場合、取付費は必要ありません。 ※MR-R02または標準装備のアルミホイールに装着できます。

カタログPDFの情報は2020年11月現在のものです。



後ろ姿にこそ、人格は表れる。

繊細な表情を見せるリアルカーボンのマテリアルが、TYPE Rの研ぎ
澄まされた走りをいっそう際立たせる。

01. テールゲートスポイラー

※標準装備品を取り外し装着となります。
※リアルカーボンを使用したハンドメイド品につき、
カーボンの織り目模様が不均一になったり、ブリス
ターやピンホールが見える場合があります。

リアルカーボン×レッドポリエステル綾織り

リアルカーボンのフードエアインテークが、
レーシーな印象をより強調する。

02.フードエアインテーク

※標準装備品を取り外し装着となります。
※リアルカーボンを使用したハンドメイド品につき、
カーボンの織り目模様が不均一になったり、ブリス
ターやピンホールが見える場合があります。

リアルカーボン×レッドポリエステル綾織り

精緻さと、刺激的な存在感を追求。
TYPE Rのレーシングスピリットを象徴する赤を差したリアルカーボン。本物の品質を求
め、製法にもこだわった。型にカーボンのクロスを置き、その上から樹脂を塗る製法では
なく、樹脂を含浸させたカーボンシートを積層し、加圧しながら窯で加熱し固化させる
オートクレーブ成形という、レーシングマシンや航空機などのカーボンパーツに用いられ
る製法を採用。表層のカーボンに、レッドポリエステルファイバーを精緻に織り込み、
本物としての質感と刺激的な存在感を両立。さらに、中心層のカーボンシートを45度傾
け積層することで、反りを抑えた高精度かつ軽量なカーボンパーツが実現した。 1.0kg

TAILGATE SPOILER:
WEIGHT SAVING OF APPROX.

■数値はホンダアクセス 測定値。

Photo：アクセサリー装着車　ボディーカラーはチャンピオンシップホワイト

HOOD AIR INTAKE

●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。

¥176,000（消費税10%抜き ￥160,000） 0.7H
08F02-TEA-070

¥132,000（消費税10%抜き ￥120,000） 0.3H
08F06-TGH-000
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カタログPDFの情報は2020年11月現在のものです。



SX-R
P7-8  586×205mm

街の空気さえも変えてしまう。 そんなオーラを放つ存在へ。

Photo：アクセサリー装着車　ボディーカラーはチャンピオンシップホワイト

WIDE & HIGH CONTRAST
「本物」であること、「刺激的」であることにこだわり、
過度に飾り立てるのではなく、赤色の差し方に吟味を尽くした。
押し出しのあるワイドな表情と刺激的なハイコントラストを強調し、
リアルスポーツとしての存在感を追求している。

フレームレッドクリスタルブラック・パール

02.ドアミラーカバー（左右セット）
ボディーカラーとの刺激的なコントラストが、存在感をより際立てる。

※標準装備品を取り外し装着となります。 ※ボディーカラーと同色のドアミラーカバーは装着できません。

●クリスタルブラック・パール 08R06-TGH-020
●フレームレッド 08R06-TGH-010

¥38,500（消費税10%抜き ￥35,000） 0.2H  08F21-TGH-000A

各¥15,400（消費税10%抜き 各￥14,000） 各0.3H 

●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。

01.フロントグリルガーニッシュ
ヘッドライト両端まで伸びた赤の鋭いラインが、迫力あるワイドな顔つきを強調。
フレームレッド

※ボディーコートの施工前に装着してください。

07 08

カタログPDFの情報は2020年11月現在のものです。



SX-R
P9-10  586×205mm

様々なドライビングスタイルで握りやすい形状を
実現。高い質感にこだわったブラックアルマイト
＆レッドレザーのマテリアルが、レーシングテイ
ストをいっそう際立たせる。

細部にまで質感の高いこだわりを。
ドアパネル部

フロント用左右セット

レーシングテイストをシフトまわりにも配し、
操る悦びをより高める。

センターコンソールパネル部

01. インテリアパネル カーボン（貼り付けタイプ／リアルカーボン×レッドポリエステル綾織り）

02.シフトノブ アルミ（ブラックアルマイト）製／本革（レッド）巻き

※リアルカーボンを使用したハンドメイド品につき、カーボンの織り目模様が不均一になったり、ブリスターやピンホールが見える場合があります。

精緻に造り込まれたカーボンが、
質感高く刺激的なインテリアを演出。

インストルメントパネル部

運転席・助手席側用３枚セット

※標準装備のシフトノブを取り外し装着となります。

移動の道具というより、自分に返る場所に近い。

Photo：アクセサリー装着車　■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。 ■画面はハメコミ合成です。

HIGH QUALITY REAL CARBON
本物を知る、見識の高い大人を満たすスポーツカーであるために。
細部にわたりレッドポリエステルファイバーを織り込んだリアルカーボンを採用。
精緻な質感を追求しながら、シフトノブなどに配したブラック＆レッドの
コントラストがレーシングテイストを高め、刺激的な空間をつくり上げる。

¥28,600（消費税10%抜き ￥26,000） 0.2H
08Z03-TEA-000A 

¥49,500（消費税10%抜き ￥45,000） 0.2H
08Z03-TEA-000

¥47,300（消費税10%抜き ￥43,000） 0.2H
08Z03-TEA-000B 

¥20,350（消費税10%抜き ￥18,500） 0.1H
08U92-TEA-010

●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。09 10

カタログPDFの情報は2020年11月現在のものです。



SX-R
P11-12  586×205mm

ドアを開けた瞬間、心の針が振れる。

ILLUMINATION & BLACK ALUMITE
乗り込む瞬間からスポーツマインドを高めるイルミネーションに加え、
高質で落ち着いた表情をもつブラックアルマイト仕上げのアルミを採用。
刺激を高めつつ、ストイックな見え方にこだわっている。

Photo：アクセサリー装着車　LEDイルミネーション（レッド）　ボディーカラーはチャンピオンシップホワイト
■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。 ■画面はハメコミ合成です。

エンジンスイッチ連動／フロントドア用左右セットスモールランプ連動

01. センターコンソールイルミネーション
ほのかな灯りが、レーシーな雰囲気を
さりげなく引き立てる。

重厚なブラックアルマイト処理のプレート
を採用。赤く灯る“R”のロゴが乗車時に
気分を高揚させる。
ドア開閉連動／TYPE Rロゴ付／
アルミ（ブラックアルマイト）製／フロント用左右セット

03. サイドステップガーニッシュ
赤でコーディネートされた灯りが、
刺激的な室内を足元から演出。
ブルーイルミネーションもご用意。

04.フットライト
レッド＆ブラックで統一されたTYPE R
専用デザイン。ブラックアルマイトのエン
ブレム付き。

05. フロアカーペットマット（デザインタイプ）

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
エンジンスイッチONで、イルミネーションが点灯。
夜のドライブに彩りをあたえる。

インナードアハンドル ドアポケット

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

01.02.04.の写真はLEDレッドイルミネーションです。

▶詳しくは19ページへ

●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。

各¥14,300（消費税10%抜き 各￥13,000） 各2.1H
●LEDレッドイルミネーション　 08E20-TEA-000
●LEDブルーイルミネーション　08E20-TEA-000A

各¥37,400（消費税10%抜き 各￥34,000） 各0.8H
●LEDレッドイルミネーション　 08E16-TEA-010A
●LEDブルーイルミネーション　08E16-TEA-010

¥30,800（消費税10%抜き ￥28,000） 0.9H
●LEDレッドイルミネーション　08E12-TEA-000

ドア開閉・スモールランプ連動／フロント用左右セット

各¥11,000（消費税10%抜き 各￥10,000） 各0.6H
●LEDレッドイルミネーション　 08E10-TEA-000
●LEDブルーイルミネーション　08E10-TEA-000A

11 12
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走りを、心から愉しむために。

●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。

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/

★通信費が無料＊のリンクアップフリーに対応。
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。

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。

＊「リンクアップフリー」で、通信費が無料になるのは、装備された専用通信機器でのデータ通信のみ対象となり
ます。ハンズフリーテレホンによる音声通話の料金は無料の対象になりませんのでご注意ください。また、本サー
ビスの継続には、車検時にHonda販売会社で更新手続きをしていただくことが条件となります。更新手数料は
Honda販売会社で車検を受けていただきますと、無料になります。Honda販売会社以外で車検を受けられた場
合は別途更新手数料が掛かります。「リンクアップフリー」はHondaが指定する通信事業者のデータ通信サービ
スを利用し、Hondaがお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で提供するものです。した
がって、本サービスの提供期間および通信可能エリア等の通信品質についてはHondaはその責任を負うもので
はないことを予めご了承ください。

※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。

※画面はすべてハメコミ合成です。
■iPod、iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・
再生するために使用許諾されるものです。
著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.
の商標です。
■NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。
■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。

※1 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。 ※2 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（CD/DVDは48kHzまで）となります。48kHz/16ビッ
トに変換して再生します。 ※3 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。 

＊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 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。

＊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。

ギャザズナビゲーションは2タイプ。

＊1 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9 （パナソニック製）

モデル名

インターナビ対応★☆

ナビメディア（容量）
モニター

AV機能

その他の機能

車両連携機能

オプション

データ収録時期

●
̶
̶

フラッシュメモリー 8GB＋SDカード ８GB（地図用）

7インチ W-VGA 抵抗膜式タッチパネル
̶
̶
̶

●（MP3/WMA）
̶

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V）

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V）
●（音楽再生）

●（5V／最大1.0A）
̶
●

●（ワイドFM対応）
●
●
●
●
◎※3
◎
●
◎
◎
̶
◎

2019年12月
2019年10月
2019年11月

●：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。

02. エントリー インターナビ

本体

取付アタッチメント
デジタルTV用フィルムアンテナ（12セグ＋ワンセグ放送用４ch）
ナビゲーションロック
セット合計＊／標準取付時間

希望小売価格
（消費税10％込み） ̶

初回更新予定時期

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

VXM-215Ci

USBメモリー
デバイス対応 ※1     　　　　　　
iPod/iPhone対応
出力　

音楽再生
ビデオ再生

インターナビ・ルート

無償地図データ更新

地上デジタルＴＶ対応　  12セグ＋ワンセグ

DVDビデオ再生　　　　　　 　　　　　　　　　   　VRモード（CPRM）対応
CD-R/RW再生 ※1
CD録音

SDカード対応 ※1 音楽再生
　　　　　　　　　　   ビデオ再生

USB
機器
対応

ハイレゾ音質再生
Bluetooth®オーディオ再生
AM/FMラジオ
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 
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 
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 
道路（高速・有料） 
道路（国道・県道） 
交通規制

￥107,800 08A40-PH5-K10L

￥2,200

￥3,143

08B40-TEA-A00B

08B40-0P0-A00

¥113,143 1.3H

Navigation All Lineup

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9 （JVCケンウッド製）

01. スタンダード インターナビ
VXM-214VFi

￥140,800 08A40-PH5-P10L

￥2,200
￥7,150
￥3,143

08B40-TEA-A00B
08A22-7S0-C10
08B40-0P0-A00

¥153,293 1.9H

●
所定の時期に3回（毎年1回3年間）

2021年秋頃

フラッシュメモリー 16GB＋SDカード ８GB（CD録音用）

7インチ W-VGA 静電容量式タッチパネル
●

●（±R/±RW）
●

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※2
●

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※2
●（MP4/WMV/AVI/FLV/F4V）

●（MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV）※2
●（MP4/WMV/AVI/FLV/F4V）

●（音楽再生）
●（5V／最大1.0A）

̶※2
●

●（ワイドFM対応）
●
●
●
●
●
◎
̶
◎
◎
◎
◎

2020年4月
2019年9月
2019年9月

オススメ

Photo：アクセサリー装着車　■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。

7インチ W-VGA TV 12セグ+ワンセグ
 （4アンテナ×4チューナー）

Bluetooth®
(ハンズフリー・音楽再生)

インターナビ対応本体 ¥140,800（消費税10%抜き ￥128,000） 08A40-PH5-P10L
01. スタンダード インターナビ VXM-214VFi

■4倍速／約2,000曲を録音できるミュージックラック®を搭載。
■所定の時期に3回、地図データ無償更新。 （毎年1回3年間 ※初回は2021年秋頃を予定）
■地図画面や音声案内などを英語などの多言語に変更可能。

＊１ ＊２ ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9 　　JVCケンウッド製

フラッシュメモリー 16GB＋
SDカード ８GB（CD録音用）

ドライブレコーダー
（ナビ連動タイプ／駐車時録画機能付）対応

オプション
USB/iPod/iPhone

対応
ミュージックラック®
CD録音（約2,000曲）

※取付アタッチメント、デジタルTV用フィルムアンテナ、取付費が必要です。
＊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 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。

ミュージックラック®を搭載し、地上デジタル放送、DVD再生にも対応したスタンダードモデル。

「Gathers」とは、ホンダアクセスと車載機器メーカー各社が、厳しい
品質基準と先端の機能を盛り込み共同開発した、カーオーディオ／
カーナビゲーションを中心としたHonda車専用・純正車載AVC製品
のブランドです。

各車両毎の取付レイアウトや操作性への配慮、車両電装品への影響や気になる映り込み
が発生しないことなど、様々な観点からHonda車の車両特性に合わせた最適な仕様とし
ています。

最適仕様

先端の機能に対応していることはもちろんのこと、Honda車と連携した純正ならではの
各種オリジナル機能を搭載しています。機　　能

高い品質を守るための厳しい環境試験を実施し、基板設計から各部品に至るまで、
Honda車と同様の品質基準としています。品質保証
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後方車両
お知らせ
検知範囲

約3m

約10～15m

対象車両

自車

万一の状況を、映像と音声で記録。

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

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

¥42,900
（消費税10%抜き ￥39,000） 1.7H　
08E30-PF7-A00A 

●32GBキット

¥39,600
（消費税10%抜き ￥36,000） 1.7H　
08E30-PF7-A00B 

●16GBキット

※4 ※5 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※13 ※15 ※16

カメラ取付位置：ルームミラー右側
本体取付位置：グローブボックス内

後方の車両などを検知、お知らせ。 for ギャザズナビ

02.リアカメラ de あんしんプラス3
 （運転支援拡張ユニット）

リアワイドカメラの映像から危険を検知。
走行中のさまざまな危険回避をサポートします。
本体　 　　　　　￥22,000（消費税10%抜き    ￥20,000） 
取付アタッチメント 　￥4,400（消費税10%抜き    ￥4,000） 
サブアタッチメント 　  ￥880（消費税10%抜き　     ￥800） 

08A78-PH5-000
08B78-PH5-A00
08B78-TGH-000

1.6H

合計 ¥27,280（消費税10%抜き ￥24,800） 1.6H
●ライセンスフレーム：メッキタイプ

左右の見通しの悪い場所での視界をサポート。 for ギャザズナビ

01.フロントカメラシステム
カラーCMOSカメラ（約120万画素／3ビュー切り替え／ガイド線表示あり）

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

Navigation Option

06.ドライブレコーダー（フロント用） DRH-189N
ナビ連動タイプ／駐車時録画機能付〈取付アタッチメント含む〉 for ギャザズナビ

駐車時も安心。2つの駐車時録画モードを搭載した高画質ナビ連動モデル。

¥30,800
（消費税10%抜き ￥28,000） 1.0H  
08E30-PA2-B01
※5 ※7 ※8 ※9 ※10 
※11 ※13 ※15 ※18

取付位置：ルームミラー右側

ナビ画面再生イメージ①本体 
②SDカード変換アダプター
③micro SDカード（16GB）

①
②

③

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

駐車時も安心。水平130°の記録が可能な広角・高画質モデル。

¥27,500
（消費税10%抜き ￥25,000） 1.3H  
08E30-PH2-000
※6 ※7 ※8 ※9 ※10 
※11 ※13 ※17 ※18

取付位置：ルームミラー右側

①本体 ②SDカード変換アダプター　
③micro SDカード（16GB）

①

②

③

再生イメージ

●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。

〇〈エンジンスイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920×1080（標準モード）
1280×720（長時間モード）
128°（水平）×70°（垂直）

約200万画素
HDR

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

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

―
〇（ナビ内蔵GPS機能）

〇
Windows 7/8.1/10

専用ビューアーソフト 

〇〈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2.2㎝
―
―

〇（本体内蔵GPS機能）
―

Windows 7/8.1/10
専用ビューアーソフト

フロント用 リア用
03. DRH-204VD／04. 後方録画カメラ 

◯〈エンジンスイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉
1920×1080

117°（水平）×70°（垂直）
約200万画素
HDR

約260分（高画質モード）
約350分（標準モード）

約20秒間〈前約12秒／後約８秒〉
20件

MP4（動画）／JPEG（静止画）
28FPS

幅約5.5×長さ約8.4×高さ約3.6㎝
―
―

〇（ナビ内蔵GPS機能）
―

Windows 7/8/8.1/10
付属の専用ビューアーソフト

06. DRH-189N
〇〈エンジンスイッチオフ後約30分間＋衝撃検知〉

1920×1080

130°（水平）×73°（垂直）
約400万画素
HDR

約80分（高画質モード）
約160分（標準モード）

約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉
20件

MP4（動画）
30FPS

幅約6.5×長さ約6.5×高さ約3.7㎝
―

2.4インチ
〇（本体内蔵GPS機能）

―
Windows 7/8/8.1/10
専用ビューアーソフト

07. DRH-197SM 08. DRH-194SG
駐車時録画
画像サイズ

画角
画素数
画像処理技術

常時録画（録画時間）

イベント記録（記録時間）

記録方式
フレームレート

サイズ

自車位置記録
スマートフォン連動（Wi-Fi接続） 
パソコン　 
動作環境

約660分／約330分＊（標準モード）
約1110分／約550分＊（長時間モード）
＊オプションの後方録画カメラ装着時
約290分／約140分＊（標準モード）
約510分／約250分＊（長時間モード）
＊オプションの後方録画カメラ装着時

SDカード
32GB

SDカード
16GB

件数

本体
カメラ（別体）
液晶モニター

推奨OS
再生ソフト

※1 別途ストッパー（74828-TGG-A01、74829-TGG-A01）とカバー（84436-TGG-A01ZA、84486-TGG-A01ZA）が各１個必要です。 ※2 別途ストッパー（74828-TGG-A01、74829-TGG-A01）とカバー（84436-TGG-A01ZA、
84486-TGG-A01ZA）が各１個必要です。ただし、DRH-194SGと同時装着する場合は必要ありません。 ※3 別途クリップ（91561-TA5-A11）が1個必要です。 ※4 DRH-204VDとDRH-194SGは同時装着できません。 ※5 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。 ※6 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。 ※7 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。 
※8 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。 ※9 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。 ※10 必ず各ドライブレコーダー同梱のmicro SDカードをご使用ください。DRH-204VD用オプションの追加用micro SDカード 32GBは、他のドライブレコーダーでは使用できません。 ※11 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。 ※12 後方駐車録画キットと同時装着しない場合、エンジン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。 ※13 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。 ※14 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。 ※15 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。 ※16 エンジン
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。 ※17 本機で記録した動画はナビで再生できません。 ※18 DRH-189Nまた
は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-189NまたはDRH-197SMでは再生できません。

駐車時録画モード 03. 04. 06. 07.

※DRH-204VDと後方録画カメラを同時装着した場合、前方と後方の動画を同時に記録します。

＊1バッテリー上がりを防ぐため、バッテリーの状態などに応じて正常に録画されない場合があります。
　   DRH-204VDの場合、エンジンスイッチオフの約30秒後（1分後／3分後に変更可）から録画を開始します。
＊2衝撃を検知すると、03.04.06.は約4秒後、07.は約5秒後から約60秒間の動画を最大10件まで記録します。

①駐車後も
録画を継続！

②衝撃を検知すると自動で録画！

駐車時

エンジンスイッチオフ エンジンスイッチオン

録画 録画 ＊1
（約30分間）

衝撃監視 録画 ＊1＊2
（約60秒間）

衝撃監視 録画

衝撃

※イラストは説明のためのイメージです。

駐車録画（衝撃検知）モード 09.

衝撃を検知すると自動で録画！

駐車時

エンジンスイッチオフ エンジンスイッチオン

録画 衝撃監視 衝撃監視 録画録画 ＊1＊2
（約30秒間）

衝撃

※イラストは説明のためのイメージです。

在庫無くなり次第販売終了

約3m

約3m
検知ライン

検知エリア

約0.5m

自車

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

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

〈画面表示〉 〈画面表示〉

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。

シフトポジションが［R］のときにシ
ステムをONにしていると、車両後
方の左右から接近する移動物を検
知して画面表示および音でお知ら
せします。

自車の車速が約30km/h以上で
前進しているときに検知。ナビ画面
上マーク表示に加え、音でも警告
します。

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。

〈画面表示〉

後退出庫サポート 後方死角サポート後退駐車サポート

❶ ❷ ❸

ワイドビュー

ノーマルビュー

❶
❷
❸

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車両により異なります。

シースルービュー

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

駐車場などでの前への幅寄せもサポート。

取付位置：ライセンスフレーム部
※写真は他車種の装着例です。

フロントノーズを少し出すことで
左右から来るクルマや人を確認可能。

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

他車種の使用イメージ

●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。

※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。  

本体　 ￥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） 
ライセンスフレーム（フロント用）   ￥3,850（消費税10%抜き　  ￥3,500） 
フロント用スペーサー   ￥550（消費税10%抜き　　　￥500） 

08A75-PF6-000
08B75-TEG-A00C
08P25-PD1-000A
08P25-PD1-000D

2.0H

合計 ¥37,400（消費税10%抜き ￥34,000） 2.0H
●ライセンスフレーム：ダーククロームメッキタイプ／ベルリナブラックタイプ
本体　 ￥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） 
ライセンスフレーム（フロント用） 各￥4,950（消費税10%抜き 各￥4,500） 
　ダーククロームメッキタイプ
　ベルリナブラックタイプ
フロント用スペーサー                 ￥550（消費税10%抜き　　　￥500） 

08A75-PF6-000
08B75-TEG-A00C

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

2.0H

合計

〈VXM-214VFi 用〉

■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。

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。※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）、フロント用スペーサーは必要ありません。

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。

〈画面表示〉

60km/h以上（初期設定値）で走行
中、後方車両お知らせ検知範囲に一
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。

後方車両お知らせ機能

［後退駐車サポート］
※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。

［後退出庫サポート］
※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。

［後方車両お知らせ機能］
※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。

［後方死角サポート］
※二輪車、自転車、歩行者などは検知できません。

　各¥38,500（消費税10%抜き 各￥35,000） 各2.0H

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。

●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。

08.ドライブレコーダー（リア用） DRH-194SG
GPS付〈取付アタッチメント含む〉

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。

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

取付位置：リアウインドウ上部中央

※1 ※4 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※13 ※14 ※17 ※18

①

②

③

①本体 ②SDカード変換アダプター
③micro SDカード（8GB）

＊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。

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

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 1.8H＊　08E30-PG3-000A　※2 ※3
＊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、標準取付時間は 1.3H となります。

〈DRH-194SG用オプション〉

お得なパッケージ！
ドライブレコーダーパッケージ

＊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。

￥55,000（消費税10%抜き ￥50,000）

¥53,900（消費税10%抜き ￥49,000） 2.1H   08E30-PG3-E01

単品価格での合計

パッケージ価格

◆ 07. DRH-197SM ＋ ◆ 08. DRH-194SG＊

単品価格での合計

パッケージ価格

￥59,400（消費税10%抜き ￥54,000）

¥58,300（消費税10%抜き ￥53,000） 3.1H   08E30-PF7-A01C

◆ 03. DRH-204VD（32GBキット） ＋ ◆ 04. 後方録画カメラ

04. 後方録画カメラ
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。

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000） 1.8H＊
08E30-PF7-001A ※3  ＊DRH-204VDと同時装着する場合、標準取付時間は 1.4H となります。

後方録画カメラ

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

カメラ取付位置：リアウインドウ上部中央　

05. 追加用micro SDカード 32GB
長時間の映像やもしもの時の映像などを上書き消去されずに残したい場
合、DRH-204VD同梱のmicro SDカードと差し替えて使用します。

¥9,350（消費税10%抜き ￥8,500）
08E31-PF7-000 

変換アダプター付

〈DRH-204VD用オプション〉

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。

①カメラ ②本体 
③SDカード変換アダプター
④micro SDカード（32GBまたは16GB）

①
②

③

④
ナビ画面再生イメージ

視野範囲
イメージ

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

視野範囲
イメージ

視野範囲
イメージ

for ギャザズナビ

後ろに車が
接近しています

自車

移動物 移動物
検知エリア

自車

ホームページで
動画をご覧いただけます。

15 16

カタログPDFの情報は2020年11月現在のものです。



Navigation Option & Others

車両の隅に設置する、4つのセンサーが障害物を感知。
さらにリアセンターに2つのセンサーを追加可能。合計
6つのセンサーで、さらなる安心をバックアップします。
■超音波センサーにより、車両と障害物のおおよその
距離を4段階のブザー音でお知らせ。

■ギャザズナビやマルチインフォメーション・ディスプ
レーに障害物のおおよその位置と距離を表示。

05. パーキングセンサー

フロントコーナーセンサー位置 リアコーナーセンサー＋リアセンターセンサー位置

車庫入れや縦列駐車などに便利なサポートシステム。 

0U0J
041K
0Y0K
0V0J
0X0J

＊＊＊＊
NH-0
NH-731P
R-513
NH-737M
B-637P

チャンピオンシップホワイト
クリスタルブラック・パール
フレームレッド
ポリッシュドメタル・メタリック
レーシングブルー・パール

カラーコード表

＊1カラーはピュアラスターブラック（NH-884）となります。 
＊2カラーはベルリナブラック（NH-547）となります。 
＊3 4センサー（フロントコーナー2センサー＋リアコーナー2センサー）の装
着後に、リアセンターセンサーを装着する場合、標準取付時間は 0.8H と
なります。

※ パーキングセンサーの取り付けには、専用工具が必要です。

※フロントコーナーセンサーとリアコーナーセンサーの単独での装着はできません。

4.0H

●4センサーの場合
（フロントコーナー2センサー＋リアコーナー2センサー）

フロントコーナーセンサー

リアコーナーセンサー 

取付アタッチメント

スイッチキット

カバーキット（2個入り） 

￥8,800（消費税10％抜き ￥8,000）
08V67-E8M-0D1K＊1
￥8,800（消費税10％抜き ￥8,000）
08V67-E8M-0Q1J＊2
￥17,600（消費税10％抜き ￥16,000）
08V67-TGH-001A
￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）
08V67-TTA-A00B
￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）
08V67-TGH-0D0K

4.0H¥41,800（消費税10％抜き ￥38,000） 合計
マルチインフォメーション・ディスプレー

表示
ギャザズナビ画面表示

※表示画面は他車種のもので、車両により異なります。

■感知表示

■感知範囲イメージ

※画面はハメコミ合成です。　※メーター類は撮影のため点灯。

※センサーと障害物との距離が約20㎝以下、または障害物の種類や状況により感知しない場合があります。
※パーキングセンサー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。
安全のためパーキングセンサー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、雪、泥などがセンサー部に付着した場合や、使用状況により正常に作動しない場合があります。

最遠距離

遠距離

中距離

短距離

ピッ、ピッ、（遅い断続音）

ピッピッピッ（やや遅い断続音）

ピピピピピ（速い断続音）

ピー（連続音）

表示色

黄色

橙色

橙色

赤色

センサー感知範囲（単位：cm）

ブザー音

̶

約60～45

約45～35

約35以下

フロントコーナー

̶

約60～45

約45～35

約35以下

リアコーナー

約110～60

約60～45

約45～35

約35以下

リアセンター

■パーキングセンサー感知範囲

フロントコーナー

リアコーナー リアセンター

iPod/iPhoneやUSB機器などを車内で再生。 接続用コード類 for ギャザズナビ

■ USB機器

03. ハイグレードスピーカーシステム
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。

車内を本格的な音響空間に。

警告ステッカー

付属の専用キーを使わないと取り外しが困難な特殊ボルトでナビ
ゲーションをしっかり固定し、盗難を抑止します。警告ステッカー付き。
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＊　08B40-0P0-A00
＊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。

大切なナビの盗難抑止に。
04. ナビゲーションロック（マックガード社製）

for ギャザズナビ

0.9H本体セット　 ￥30,800（消費税10%抜き     ￥28,000）
ツィーターアタッチメント    ￥4,400（消費税10%抜き    　 ￥4,000）
スペーサー　　　　　　    ￥4,400（消費税10%抜き    　 ￥4,000）

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

¥39,600（消費税10%抜き ￥36,000） 0.9H

08A39-PH5-900C
08B55-TEA-000A
08A36-PH5-410

合計

●6センサーの場合
（フロントコーナー2センサー＋リアコーナー2センサー＋リアセンター2センサー）

〈上記の合計に加えて〉
リアセンターセンサー

取付アタッチメント
（リアセンター用） 

各￥8,800（消費税10％抜き 各￥8,000）
08V67-E8M-＊＊＊＊
￥2,200（消費税10％抜き ￥2,000）
08V67-E8M-D00J

各¥52,800（消費税10％抜き 各￥48,000） 合計

0.2H＊3

4.2H

地図画面表示 カメラ画面表示（例：リアワイドカメラ）

01.USBメモリーデバイス
音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

■ ポータブルオーディオプレーヤー

02. 音楽再生音楽再生

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
■ iPod/iPhone

iPod/iPhone
Lightning-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属または別売） 車両標準装備のUSBジャック

音楽再生音楽再生

¥1,650（消費税10%抜き ￥1,500） 08A41-0N0-000

01. USBメモリーデバイスコード
コードの長さ：1m

※コードを延長して使用したい場合に必要となります。

02. AUX接続コード （ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

¥1,430（消費税10%抜き ￥1,300） 0.6H　08A16-0N0-000　取付位置：フロントコンソールポケット部
VXM-214VFi用

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

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※VXM-214VFiと同時装着することで、シビック TYPE Rの車室内
特性に合わせた専用EQセッティングで音楽を楽しむことが
できます。
■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。

JVCケンウッド製
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⑩

¥14,300（消費税10%抜き ￥13,000）  08U45-TEA-00０
10.ラゲッジトレイ（縁高タイプ／CIVIC ロゴ入り）
濡れた荷物も気にせず積める。

¥6,050（消費税10%抜き ￥5,500）  08L96-TEA-000
11.ラゲッジネット
不安定な荷物の積載時に便利。

サイズ：W約60×L約60㎝

●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。
■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

①
②
③
④

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
イミテーションカーボン

60B
70C
80D
90E

＊＊＊デラックス

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。 
※上下カバーの合わせ面の模様および文字の
デザインは合いません。

※キーカバー（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。
※写真は他機種キーの装着例です。

※写真は他機種キーの装着例です。

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

●樹脂製（デラックス）

⑬⑫⑪

⑩
⑪
⑫
⑬

マットブラック
スウィートピンク
アクセントイエロー
マットネイビー

1
2
3
4

＊シリコン

カラフルでバラエティー豊かな個性あふれるキーカバー。

14. キーカバー

スタンダード
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

ハートピーコック
くつしたねこ
スパークルジュエリー
ポリゴンデザイン
トリコロール

1
2
3
4
5

＊

各¥3,300（消費税10%抜き 各￥3,000）
08F44-PM4-A＊0A

●樹脂製（スタンダード）

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。 
※キーカバー（樹脂製）、ペットキーカバー（肉球）との同時装着はできません。
※写真は他機種キーの装着例です。

各¥1,650（消費税10%抜き 各￥1,500）
08U08-PG0-0＊0

●シリコン製 ●シリコン

小型で使いやすいクルマ用クリーナー。
13. ハンディークリーナー
シートやフロアカーペットマットのゴミを回転ブラシでかき上げ吸い取ります。
アクセサリーソケット電源タイプ（コード長：5m）／LEDライト・回転ブラシ・ノズル付

¥10,978（消費税10%抜き ￥9,980） 08U54-PA4-0M0　サイズ：88×68×221㎜
※本革シート等のキズつきやすいシートには使用しないでください。
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

モーター駆動回転ブラシ

点灯イメージ

暗がりでも使いやすいLEDライト搭載

高輝度イエローLEDタイプ。

昼間でも美しい存在感を追求したデザイン。高輝度LED＋マルチリフレクター
方式を採用し、LEDのシャープな光でドライブをサポートします。

12. LEDフォグライト（イエロー）

¥34,650（消費税10%抜き ￥31,500）

本体　　　　　　　　　　　　　  ￥33,000（消費税10%抜き      ￥30,000）
LEDフォグライト変換コード　 ￥1,650（消費税10%抜き        ￥1,500）1.1H

合計

08V31-E3J-D00
08V38-T6G-B00

消灯時 点灯時

※標準装備のLEDフォグライトを取り外し装着となります。

1.1H

12W＜片側＞／左右セット／色温度：3,100K

④② ③①

表面

表面

⑧⑥ ⑦⑤

⑨

●デラックス 2021年2月下旬発売予定

●スタンダード 2021年2月下旬発売予定

06. サイドシルプロテクションフィルム
乗降時のキズ付きから保護。

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 0.2H
08P04-TEA-000
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※サイドステップガーニッシュとの
同時装着はできません。

07.ドアエッジプロテクションフィルム
ドア外縁部をキズ付きから保護。

¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000） 0.4H
08P20-TEA-000A
※ボディーコートの施工前に装着してください。

09.リアバンパープロテクションフィルム
積載時のボディーへのキズ付きを防止。

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 0.2H
08P48-TEA-000A
※ボディーコートの施工前に装着してください。

08.ドアハンドルプロテクションフィルム
爪などによるキズ付きから保護。

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500） 0.4H
08P48-TEA-000
※ボディーコートの施工前に装着してください。

クリア／フロント用左右セット

クリア／フロント・リア用左右4枚セット

クリア／フロント・リア用左右4枚セット

クリア
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¥18,700
（消費税10%抜き ￥17,000）
08P34-TEA-000B

14. ボディーカバー
純正ならではのジャストサイズ。

Others

＊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 0.1H となります。
※商品の仕様、注意事項は単品の説明に準じます。

フロント用（CIVICロゴ入り）

濡れたクツでも気にせず乗車。
03.ラバーマット（縁高タイプ）
運転席側は専用ホルダーで固定。運転中のずれを防ぎます。
●フロント用左右セット  ¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000） 0.2H  08P18-TEA-010
●リア用左右セット　    ¥8,800（消費税10%抜き ￥8,000） 08P19-TEA-000

ナンバープレートをセンスよくドレスアップ。

※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。

ナンバープレートの盗難を抑止する。
05. ナンバープレートロックボルト 

）製社ドーガクッマ（）本1（mm02、）本2（mm52：長トルボ／トッセり入本3

¥3,300（消費税10%抜き ￥3,000）  08P25-EJ5-C00N

走行時の揺れに、さらなる安心感を。
20. 吊革グリップ

※走行中の姿勢の保持が目的であり、乗降の際の補助を目的としたものではありません。
※写真は他車種の装着例です。

¥5,280（消費税10%抜き ￥4,800） 
08U95-E9V-000B

グラブレールに取り付けるアシストグ
リップです。吊革タイプですので、腕
をあげにくい方でもラクに握って姿勢
を保ちやすくします。

●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。

取付位置：リア グラブレール部 収納時

事故や災害など、いざという時の救出・脱出ツール。
21. スマートレスキュー

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

コンパクトなツールをホルダーに格納。
普段は邪魔にならず、いざという時は
スムーズに使用できます。

取付位置：運転席グラブレール
※写真は他車種の装着例です。

ペットといっしょに楽しくお出かけ。
11. ペット車外飛び出し防止リード
ISOFIXチャイルドシート下部取付金具部に取り付けるタイプのリードで、停車後の車
からの飛び出しなどを防ぎます。小型犬から大型犬まで使える2タイプご用意しました。

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

①Sサイズ（小型犬用）

※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。 ※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。

※写真は他車種の装着イメージです。

取付位置：ISOFIXチャイルドシート下部取付金具部

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500）
08Z41-E6K-000D
サイズ：W約2

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

①

②

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。
※キーカバー（樹脂製／シリコン製）との同時装着はできません。
※「くろ」と「しろ」は2トーンではありません。

13. ペットキーカバー（肉球）
肉球の感触も楽しめるキーカバー。色分けが特徴的な「しば」と、シンプルで馴染み
やすい「しろ」と「くろ」をご用意しました。
各¥4,400（消費税10%抜き 各￥4,000）
①くろ 08Z41-E9G-010C ②しば 08Z41-E9G-020C
③しろ 08Z41-E9G-030C 本体：樹脂製／肉球部：シリコン製

① ③②

12. ペットエンブレム
②ほねデザイン
¥3,080（消費税10%抜き ￥2,800）
08Z41-E6K-000G　
サイズ：W約1

①Honda Dog デザイン
¥4,400（消費税10%抜き ￥4,000）
08Z41-E9G-000A　
メッキ調 サイズ：W約16

③肉球デザイン（１シート２個入り） 
¥2,200（消費税10%抜き ￥2,000） 08Z41-E6K-000H

①

②

③

※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。

※写真は他車種の装着例です。

LEDのシャープな灯りに。

09. LEDルームランプ

¥3,850（消費税10％抜き ￥3,500）  08E13-E4A-A00 
※標準装備のバルブを取り外し装着となります。

より雰囲気のある空間を演出。

※標準装備のルームランプを取り外し装着となります。

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

¥13,750（消費税10%抜き ￥12,500） 0.2H

本体 ￥13,200（消費税10%抜き     ￥12,000）
サブハーネスアタッチメント　　 ￥550（消費税10%抜き 　     ￥500）0.2H

合計

08E13-E81-010
08E14-T4R-000

①ホワイトLEDを使った
　明るい面発光ライト 
②ブルーLEDによる
　おしゃれなイルミネーション
③ホワイトLEDによる
　機能的なスポットライト ① ② ③

取付位置：ルームランプ部

ラゲッジルームランプ用／LEDバルブ（ホワイト）1個入り／12V/0.7W

Hマーク付

※写真は他車種の装着例です。

超硬チップ付き
自動ポンチ

ベルトカッター

※フロントガラスは
割れません

シートベルトを切る

窓ガラスを割る

お得なセット！

06.ライセンスフレーム（フロント・リア用）＋フロント用スペーサー
＋ナンバープレートロックボルトのセット

￥11,550（消費税10%抜き ￥10,500）
●メッキタイプ

各￥13,750（消費税10%抜き 各￥12,500）

●ダーククロームメッキタイプ
●ベルリナブラックタイプ

単品価格での合計 

¥10,175（消費税10%抜き ￥9,250） 0.2H＊
セット価格

●メッキタイプ 08Z01-PD1-000F

各¥12,375（消費税10%抜き 各￥11,250） 各0.2H＊
●ダーククロームメッキタイプ 　08Z01-PD1-000G
●ベルリナブラックタイプ           08Z01-PD1-010H

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

19.シートカバークッション（シートベルト固定タイプに適用）

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

17. Honda ジュニアシート（学童用）

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

¥40,700（消費税10%抜き ￥37,000） 08P90-E4R-002A
型式指定番号 E43 44R-040006

16. スタンダード（乳児用・幼児用兼用）

●難燃性素材使用 ●５点式ハーネス採用
●洗えるシートカバー

¥34,650（消費税10%抜き ￥31,500） 08P90-E1B-000
型式指定番号 E4 04443812

〈シートベルト固定タイプ チャイルドシート〉

CHILD SEAT

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

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

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

型式指定番号 E43 44R-040004

〈ISOFIX チャイルドシート〉

※シートベルト固定はできません。

乳児用
後ろ向き装着

幼児用
前向き装着

〈OPTION〉
18. ネストクッション（スタンダード用）

●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。

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

リア用

イヤな静電気を軽減。
07. 静電気除去プレート
降車時に触れるだけで、
静電気のパチパチが気になりません。

¥2,750（消費税10%抜き ￥2,500） 0.1H  08R73-PA1-000
運転席・助手席共用１個売り

※運転席、助手席の両方に装着する場合、２個必要です。
※ボディーコートの施工前に装着してください。
※触れる時間が短いと除電しきれないことがあります。
※着用している衣類や体質によっては除電に必要な時間が
変化することがあります。

取付位置：フロントドアパネルラッチ下部（運転席側・助手席側）

上質感を足元から演出。
02.フロアカーペットマット（デザインタイプ）
レッド＆ブラックで統一された
TYPE R専用デザイン。ブラック
アルマイトのエンブレム付き。

¥64,900（消費税10%抜き ￥59,000） 0.2H
08P16-TEA-010A 
※ラバー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。

消臭・抗菌加工／ヒールパッド付／
アルミ（ブラックアルマイト）製エンブレム付／
フロント・リアセット

車内の換気に効果的。
01.ドアバイザー

¥16,500（消費税10%抜き ￥15,000） 0.6H  08R04-TGH-000
フロント・リア用左右４枚セット

※ボディーコートの施工前に装着してください。

※フロアカーペットマットとの同時装着が可能です。※運転席側のマットは、必ず専用のホルダーに
固定して使用してください。

※リア中央席用のラバーマットはありません。

¥1,760（消費税10%抜き ￥1,600） 0.1H  08T24-TEA-000●助手席側用
助手席側用

運転席側用

24.ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）
撥水ガラスコート施工処理車専用ワイパーブレードラバーです。

※撥水ガラスコートの施工について詳しくは、販売会社にご相談ください。

雨や雪で効果を発揮。
22.ワイパーブレード（スノータイプ）
降雪時でもスムーズに作動し、視野を確保。

¥7,150（消費税10%抜き ￥6,500） 08T22-E7J-001A●運転席側用
¥4,950（消費税10%抜き ￥4,500） 08T22-TV8-001●助手席側用

¥2,090（消費税10%抜き ￥1,900） 0.1H  08T24-T5A-000●運転席側用

¥3,850（消費税10%抜き ￥3,500） 08T22-E7J-001E ●リア用

運転席側用

助手席側用

リア用

お得なセット！
23.ワイパーブレードセット（スノータイプ）
◆運転席＋助手席＋リア用セット

セット価格
¥14,300（消費税10%抜き ￥13,000）08T22-TEA-001

単品価格での合計 
￥15,950（消費税10%抜き ￥14,500）

※商品の仕様、注意事項は単品の説明に準じます。

①

②

③

フロント用＊1
08P25-PD1-000A

リア用
08P26-PD1-000A

04.ライセンスフレーム （フロント用／リア用）

＊1フロント用を装着する場合、フロント用スペーサー（08P25-PD1-000D） ￥550（消費税10%抜き ￥500）が
別途必要です。

＊2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。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 
※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。

各¥3,850（消費税10%抜き 各￥3,500） 各0.1H＊2

フロント用＊1
●ダーククロームメッキタイプ
08P25-PD1-000B
●ベルリナブラックタイプ
08P25-PD1-010C

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

各¥4,950（消費税10%抜き 各￥4,500） 各0.1H＊2
②ダーククロームメッキタイプ／③ベルリナブラックタイプ

①メッキタイプ

押し込む

カチッ

暗闇での自車前方をフォグライトで明るく。
08. おもてなしフォグライトシステム
■乗車時、離れた場所からキーレスエントリー機能で解錠すると、フォグライトが
一定時間点灯して自車前方の足元を明るく照らします。フォグライトはエンジ
ンスイッチオンにも連動して消灯します。

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

¥11,000（消費税10%抜き ￥10,000） 0.5H  08V75-PD7-001E
※点灯時間の初期設定は約30秒です。任意で約30秒、約15秒の選択が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。※エンジンスイッチオフかつ室内灯消灯時は、ドアオープンに連動して点灯します。※日中でも点灯します。
※点灯中にロックボタンを連続2回操作することで、任意で消灯させることができます。

他車種の使用イメージ

ホームページで
動画をご覧いただけます。
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Photo：アクセサリー装着車　ボディーカラーはチャンピオンシップホワイト
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A～Z
LEDフォグライト
LEDルーフ照明
LEDルームランプ
ア行
アルミホイール
アルミホイール用ホイールナット
アルミホイール用ホイールロックナット
インテリアパネル 
インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション
おもてなしフォグライトシステム
カ行
キーカバー
サ行
サイドシルプロテクションフィルム
サイドステップガーニッシュ
シフトノブ
スマートレスキュー 
静電気除去プレート
センターコンソールイルミネーション
タ行
チャイルドシート
吊革グリップ 
テールゲートスポイラー
ドアエッジプロテクションフィルム
ドアバイザー
ドアハンドルプロテクションフィルム
ドアミラーカバー
ドライブレコーダー
ナ行
ナビゲーション（オプション含む）
ナンバープレートロックボルト
ハ行
パーキングセンサー
ハイグレードスピーカーシステム
ハンディークリーナー
フードエアインテーク
フットライト
フロアカーペットマット
フロントカメラシステム
フロントグリルガーニッシュ
ペットエンブレム
ペットキーカバー（肉球）
ペット車外飛び出し防止リード
ボディーカバー
ラ行
ライセンスフレーム
ラゲッジトレイ
ラゲッジネット
ラバーマット
リアカメラ de あんしんプラス3
リアバンパープロテクションフィルム
ワ行
ワイパーブレード（スノータイプ）
ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）
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