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SDメモリーカードに約30件まで記録
映像と音を保存するメディアとして､SDメモリーカードを採用｡標準装備されて
いる1GB容量のSDメモリーカードで､最大約30件の保存が可能｡
※保存件数は自動による約20件、スイッチ操作による約10件。
※上記保存件数を超えた場合、古いものから上書きされます。

本体の設置は目立たない位置に
セパレートタイプで、カメラ部分を独立させた本体はアームレスト内に取り付け。
縦113mm/幅70mm/厚さ20mm｡

パソコンでの画面表示例：映像、音声、日時、速度、加速度と速度を時系列で表示するグラフなど、映像保存時の情報を表示します。
※掲載写真は衝突実験時のものです。実際の映像は外部環境により映像画質が変化します。

●本機は衝撃を検知して映像を記録する装置です。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。以下の場合などは、衝撃が検知できず映像が記録できない場合があります。
　①衝撃が弱く、本機が検知するように設定されたセンサー感度に満たない場合。 ②本機の取付状態に問題が発生した場合。 ③大きな事故や水没などで本機が損傷を受けた場合。
●衝撃を感じて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、その使用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。
●夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード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。　※詳しくは専用カタログをご覧ください。

急ブレーキや衝撃の前後20秒間（前約12秒/後約8秒）を録画
カメラ撮影している映像と､内蔵マイクで録音している音を､リアルタイムで記録｡
急ブレーキや衝撃を感知して､前後20秒間（前約12秒/後約8秒）のデータを
保存｡また､スイッチ操作により､いつでも映像･音を記録でき、ヒヤリとした
瞬間の状況などを客観的に確認できる。

0秒 衝撃を感知1秒前 0.1秒前 8秒後

01ドライブレコーダー
急ブレーキや急ハンドル、クルマに衝撃が加わると､ブザーで警告すると同時に
その前後の映像､音声､速度､加速度､日時を自動的に保存｡
いざという時に､その時の実際の映像を確認できる。
装着することにより､見られているという意識も高まり、安全意識の向上を促す。

￥54,600 　　（消費税抜き ￥52,000）
※取付アタッチメント￥5,250　   　（消費税抜き ￥5,000）含む。
※装着には別途クリップ（91561-TA0-A01）が1個必要です。

1
2

3

03 映像コード
（ドライブレコーダー専用）

04 VTRコード

￥1,050
（消費税抜き ￥1,000）

￥3,150　　
（消費税抜き ￥3,000）

ドライブレコーダーをHonda HDDインターナビシステムで再生する時に必要。

Drive Recorder

Option

01 コーナーセンサー・フロント（2センサー）
センサーと障害物の距離がフロント側約50cm、
リア側約60cmになると警告音が鳴りはじめ、近づくにつれて
音が変化。狭い道での右左折や縦列駐車などに便利。

￥26,250　　 （消費税抜き ￥25,000）
※取付アタッチメント￥16,800　　　（消費税抜き ￥16,000）含む。

02 コーナーセンサー＆バックソナー・リア（4センサー）
超音波センサーで後方の障害物を感知して、警告音で
障害物への接近を知らせる。4センサーの採用により、
コーナーおよび後方を幅広く感知することができる。

￥33,600　  （消費税抜き ￥32,000）
※取付アタッチメント￥16,800　　　（消費税抜き ￥16,000）含む。

カラードタイプ
コーナーセンサー/バックソナー部
カラードタイプのデザインとすることで
ボディとの一体感に配慮。
精悍なスタイリングを損なわない。

コーナーセンサー＆バックソナー（リア）

コーナーセンサー（フロント）

カラードタイプのセンサー/ソナー部

※センサー直近約20cm以下では検知しない場合があります。

フロント用
約25以下
約25～40
約40～50

リア用
約25以下
約25～40
約40～60

バックソナー
約50以下
約50～100
約100～150

感　知　範　囲（単位：cm）
　 電　子　ブ　ザ　ー　音

ピーという連続音
ピ、ピ、ピという早い断続音
ピッ、ピッ、ピッという遅い断続音

超音波センサーが、警告音で障害物の接近を知らせる。

Safety
ドライバーに確かな安心とゆとりを。 安全意識を高めたいオーナーにおすすめする、

音と映像の心強いバックアップ。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）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。

ボディを汚れやキズから守る。さまざまなシーンで運転をサポート。

04 ハイケルビンバルブ（2個セット）
透明感のあるホワイト光で、シャープなイメージに。
※標準装備のバルブを取り外し装着となります。

●ヘッドライト
　ハイビーム用 HB3（60W）
¥7,350
　　　（消費税抜き ¥7,000）
※取り付けた日から1年間バルブの寿命を保証します。

●フォグライト用 H11（55W）
¥7,350
　　　（消費税抜き ¥7,000）
※取り付けた日から1年間バルブの寿命を保証します。

●ポジション用 W5W（5W）
¥2,205　　（消費税抜き ¥2,100）
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

●ライセンスライト用 W5W（5W）
¥2,205　　（消費税抜き ¥2,100）
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

0.4H

0.4H

0.4H

0.2H

1.3H

1.3H

0.9H

0.9H

リア用フロント用

05 マッドガード（フロント/リア 左右セット）
水や泥などの付着からボディ下部を保護。カラードタイプ。

￥18,900　  （消費税抜き ￥18,000）0.4H

リア装着例フロント装着例

06 バンパーコーナープロテクター（フロント/リア共用 2本セット）
傷つけやすいバンパーコーナー部をガード。

￥3,780  　（消費税抜き ￥3,600）0.2H

その場でダウンロード、再生が可能
別売のドライブレコーダー専用映像コード、VTRコードを利用して、Honda HDDインターナビ
システムのビデオ入力端子と接続すれば、本体内のデータをいつでも再生が可能。スピーディな
確認が可能になる。また、SDメモリーカードに対応したパソコンなら、自宅で再生が可能。
※パソコンの動作環境：Windows2000 SP4以降/XP SP2以降/Vista/7　※ナビゲーションシステムでの再生は映像のみです。

広画角CCDカメラで前方を撮影
セパレートタイプなので目立たずに設置できる高感度(約27万画素相当)の広角カラーCCD
カメラは､縦方向に約105°､横方向に約135°という広画角を実現｡超小型にもかかわらず､
広い視野で撮影が可能。

横方向に約135° 縦方向に約105°

カメラ取付位置 本体取付位置

1.2H

1.2H

02 オプションスイッチ
手元で映像データを､
任意で保存したい時に使用する
手動スイッチ｡

￥2,100　　（消費税抜き ￥2,000）
＊本体と同時に装着する場合　 　 となります。

0.4H＊

0.3H
0.5H

03 オートリトラミラーシステム
（ドアロック連動タイプ）

ドアのロック/アンロックに連動。ロックで格納、
アンロックで展開。運転席の格納スイッチで
ドアミラーを格納した場合、ドアミラーが展開
しない格納スイッチ優先機能付。

￥10,500　 　（消費税抜き ￥10,000）0.4H

センサー感知範囲イメージ図

＜セット内容＞
　ドライブレコーダー本体
　広画角CCDカメラ
　SDメモリーカード（再生ソフト内蔵）
容量：1GB

カタログPDFの情報は2010年8月現在のものです。



カタログPDFの情報は2010年8月現在のものです。



サイドステップガーニッシュ （LEDイルミ〈INSPIREロゴ〉付 フロント/リア 左右セット） ドアバイザーメッキモールタイプ
（フロント/リア 4枚セット）

フロント用 リア用

ライセンスフレーム
フロント用 カラードタイプ
（アラバスターシルバー・メタリック）

ライセンスフレーム
リア用 カラードタイプ
（アラバスターシルバー・メタリック）

ナンバープレート
ロックボルト

●パッケージ価格

サイドステップガーニッシュ（LEDイルミ〈INSPIREロゴ〉付フロント/リア左右セット） 

フロアカーペットマット（ハイクオリティタイプ）

ドアバイザー（メッキモールタイプ フロント/リア 4枚セット）

￥34,650　　（消費税抜き ￥33,000）

￥27,300　　（消費税抜き ￥26,000）

￥42,000　　（消費税抜き ￥40,000）

ナンバープレートロックボルト

ライセンスフレーム/フロント用カラードタイプ
（アラバスターシルバー・メタリック）

￥3,150（消費税抜き ￥3,000）

ライセンスフレーム/リア用カラードタイプ
（アラバスターシルバー・メタリック）

￥3,675　　（消費税抜き ￥3,500）

￥3,675　　（消費税抜き ￥3,500）

￥10,500　　（消費税抜き ￥10,000）

01 Basic Package A

02 Basic Package B

￥103,950　　（消費税抜き ￥99,000）単品価格での合計

単品価格での合計

Ivory

フロアカーペットマット
ハイクオリティタイプ

0.2H

0.4H

1.0H

1.6H

￥93,555　　（消費税抜き ￥89,100）●パッケージ価格 1.6H

0.1H

0.1H

0.2H

￥9,450　　（消費税抜き ￥9,000）0.2H

※ライセンスフレーム・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。また、ナンバープレートロックボルトは字光式
　ナンバープレートとの同時装着はできません。

13 14

01 トランクトレイ（防水縁高タイプ）
優れた防水性を発揮し、濡れた物や汚れた物を置いても安心。縁高で水がトレイの外に流れ出るのを防ぐ。

￥18,900（消費税抜き ￥18,000）

Utility Package

04 トラッシュボックス
車内用ゴミ箱。
クリーンドライブの必需品。

￥2,940（消費税抜き ￥2,800）

03 ランバーフィットサポート
「ランバーフィットサポート」は、腰痛にお悩みのドライバーに開発された、
いままでにない画期的な体圧分散シート。クルマのシートと身体の
隙間を埋める、オーダーメイドのジャストフィットであなたの腰をサポート。

￥10,290（消費税抜き ￥9,800）
※サイドエアバッグ装備車の助手席ではご使用できません。※成形後は元にもどらなくなります。  
※ご購入の際は販売会社にて商品のご確認、または説明を受けた上でご購入ください。

02 ボディカバー 素材：ポリエステル
インスパイア専用設計で、ボディにジャストフィット。
耐久性に優れた素材を使用している。

￥19,950（消費税抜き ￥19,000）

大切な愛車を美しく保つ。

室内でより快適にすごすために。

新車の輝きが長期間持続する､Hondaカーケアメニュー。

インスパイアの価値をさらに深める。 お得なパッケージをご用意。

Photo:インスパイア　アクセサリー装着車　ボディカラーはポリッシュドメタル・メタリック　インテリアカラーはビターブラック

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）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。

少量の降雨時洗車時等多量の水をかけた場合

■ウォータースプラッシュコート

Photo：滑水性イメージ

新車登録時の施工で

Photo：低撥水性イメージ

■ウルトラグラスコーティング

少量の降雨時洗車時等多量の水をかけた場合

新車登録時の施工で

洗車時等多量の水をかけた場合

■ウルトラグラスコーティングNEO

Photo：撥水性イメージ

新車登録時の施工で

※12ヵ月毎の定期点検（無料）をお受けいただくことで、
　向こう1年間ずつ保証が継続されます。

※12ヵ月毎の定期点検（無料）をお受けいただくことで、
　向こう1年間ずつ保証が継続されます。

澄んだ輝きと滑水性
汚れが付きにくく、汚れても水洗い洗車で落とせます。界面活性剤と
シリケート樹脂が塗装表面に被膜を形成し、ボディの塗装を保護
するとともに汚れの付着を防ぎます。

※付属のメンテナンスキットを用いて6ヵ月に1回必ずお客様が
　メンテナンスを行うことと、12ヵ月毎の定期点検（無料）を
　お受けいただくことで、向こう1年間ずつ保証が継続されます。

撥水タイプのガラス系被膜
ウルトラグラスコーティングの「汚れのつきにくさ」、「落としやすさ」は
そのままに撥水性と耐久性をさらに高めたガラス系被膜で、塗装を
長期間保護する次世代のボディコートです。

低撥水のガラス系被膜
ガラス系被膜が、ボディの塗装を長期間保護します。熱や摩擦に
強く、酸化による劣化が起きにくく汚れが付きにくい無機被膜なので、
水洗いで汚れを落とせます。

■アルミホイールコート ■撥水ガラスコート■ブライトポリマー

Photo：撥水性イメージ

新車登録～3ヵ月以内の施工で

※付属のメンテナンスクリーナーキットを用いて6ヵ月に1回必ずお客様が
　メンテナンスを行うことと、12ヵ月毎の定期点検（無料）をお受けいただく
　ことで、向こう1年間ずつ保証が継続されます。

優れた光沢と撥水性
光沢感が強く、降雨時には水をはじきます。耐久性に優れたフッ素
樹脂をベースとした塗膜保護剤です。密着性に優れた透明被膜を
塗装表面に形成し、塗装面を保護します。

クルマの足元 イージーケア
耐熱性・耐久性に優れたガラス系素材と界面活性剤からなる被膜が、
アルミホイール塗装面を保護。しつこいブレーキダストの固着を防ぎ、
汚れも落としやすくします。水洗いだけで汚れを落とせます。カー
シャンプーの使用を控えられるため、排水による環境への負担を
軽減でき、洗車時の使用水量も削減できます。約1年間（使用状況
により異なります）効果が持続します。

施工前 施工後

Photo:施工イメージ 水量が少ないとき 水量が多いとき

運転席側用
助手席側用

05 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。
運転席側用￥1,995　　　（消費税抜き ￥1,900）
助手席側用￥1,417　　　（消費税抜き ￥1,350）

0.1H

0.1H

雨天時の視界確保。ガラス専用の撥水処理剤。
●雨水やクルマの跳ね上げた水が水滴となって流れ、
　水膜にならないので雨の日のドライブが快適。
●撥水ブレードラバーとの併用で、撥水効果が持続します。

施工時間、保証内容について、詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、専用カタログをご覧ください。※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。
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