
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。

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!

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

アクセサリーカタログ携帯アンケート実施中 

参加方法

FR4-100　FR5-100

●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。
●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。

■　　　 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2018年2月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

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車にお取り付けした日から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。

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 tp: / / www.honda.co. jp /ACCESS /

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

18・02～

Honda販売会社での新車購入／車検や、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や楽天Edyでキャッシュバック。
詳しくはCカードホームページへ。
ht tp://www.honda.co.jp/C-CARD/

停止表示板
収納に便利な折りたたみ式。

¥2,592（消費税8%抜き ¥2,400）
（08M09-S2K-001）

いざという時の救出・脱出ツールです。
￥2,484（消費税8%抜き ￥2,300）
（08Z26-E8E-000）

3　グラスコーティング専用トリートメント
グラスコーティング施工車の水洗いで
落ちない頑固な汚れの除去や、
撥水性復元などに使用します。
￥4,104（消費税8％抜き ￥3,800）
180mL（08CDD-A150S0）

1　カーシャンプー
ボディの塗装面、タイヤ等に付着した
汚れの洗浄に効果を発揮します。
￥648（消費税8%抜き ￥600）
600mL（08CBA-A060S0）

7 8 9

　タイヤクリーナー（泡タイプ）
スプレー式で､美しい光沢が得られる
拭き取り不要のクリーナーです｡
￥1,512（消費税8%抜き ￥1,400）
420mL（08CBZ-A010L1）

2

　プレミアム グラスコーティング
ハイドロフォビック専用クリーナー

プレミアム グラスコーティング ハイドロフォビック
施工車の水洗いで落ちない頑固な汚れを除去
します。
￥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）
100mL（08CDD-X470S0）

4

　プレミアム グラスコーティング
ハイドロフォビック専用コンディショナー

プレミアム グラスコーティング ハイドロフォビック
施工車の撥水性復元などに使用します。
￥5,400（消費税8%抜き ￥5,000）
100mL（08CDD-X460S0）

５

クルマ長持ちケミカル・・・クルマをいつまでも大切に
クルマ安心、快適ケミカル・・・
カーライフをもっと豊かに、快適に

クルマ美しケミカル・・・新車の輝きをいつまでも

Honda GENUINE CHEMICALS
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

　タイヤ＆合成レザーワックス
美しいつやを出し、同時に帯電防止で
ほこりを寄せつけません。
￥1,296（消費税8%抜き ￥1,200）
420mL（08CDE-A010L1）

　ガラス撥水剤（スプレータイプ）
フロントガラスにスプレーするだけで
撥水効果が得られます。
￥1,296（消費税8%抜き ￥1,200）
80mL（08CBC-X010S1）

　タイヤコート
タイヤのつやを長時間
持続させます。
￥1,728（消費税8%抜き ￥1,600） 
300mL（08CDE -A030M1）

10　本革クリーナー
本革シート等の洗浄・保護に
効果を発揮。
￥1,080（消費税8%抜き ￥1,000） 
180mL（08CAZ-C010S0）

新たなる可能性を追求し、2013年より国内
レース最高峰のひとつSUPER GTに挑戦。

カスタムショーに積極参加。デザインと
ダイナミクスが融合したクルマづくりに挑戦。

新たなライフスタイルを創造する多彩な
商品を、Honda車と同時一体開発。

6　タッチアップペイント
ボディのかすり傷の補修に便利です。
モダンスティール・メタリック
（08C52-TNH797M）
プレミアムディープロッソ・パール
（08C52-TR543P）
コバルトブルー・パール
（08C52-TB553P）
プレミアムブルーオパール・メタリック
（08C52-TB578M）
クリスタルブラック・パール
（08C52-TNH731P）
マンダリンゴールド・メタリック
（08C52-TYR607M）
スーパープラチナ・メタリック
（08C52-TNH704M）
各￥756（消費税8%抜き 各￥700）各15mL

ホワイトオーキッド・パール
（08C52-TNH788P）
ベース色／トップ色 2本セット 各15mL
￥1,404（消費税8％抜き ￥1,300）

G E N U I N E  A C C E S S O R I E S

※取付台のはがれ等は保証の対象にはなりません。

わさびd’air（デェール）
カーエアコン用消臭抗菌剤です。

￥2,484（消費税8%抜き ￥2,300）
（08R79-E7S-000）

＊エアクリーンフィルターと同時装着する場合は
　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。

レスキューマンⅢ
0.1H*

除菌・消臭剤
無香タイプの除菌・消臭剤です。

¥1,296（消費税8%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。

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。

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

●1人用 ¥7,776（消費税8%抜き ¥7,200）
（08Z47-PC1-A00A）

●2人用 ¥11,664（消費税8%抜き ¥10,800）
（08Z47-PC1-A00B）

●3人用 ¥15,552（消費税8%抜き ¥14,400）
（08Z47-PC1-A00C）

1414JA1555000
1802 M
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カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



こだわりが、誇りを高めていく。

すべてにおいて、造り手の“こだわり”が貫かれた JADE。

所有する誇りを、さらに高めるために　。

あなたの“こだわり”を、アクセサリーでプラス。

その個性は、あらゆるドライブシーンで鮮明な輝きを放つ。

01 02Photo：HYBRID　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

ジェイド

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。
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Photo：HYBRID　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



❶ フロントグリル ▶ P09-03
❷ LEDフォグライト ▶ P10-06
❸ 18インチ アルミホイール MG-015 　▶ P11-01
❹ ライセンスフレーム ▶ P34-05
❺ マッドガード ▶ P10-05

❻ フロントロアガーニッシュ

❼ テールゲートスポイラー

エクステリアパッケージ ▶ P09

よりスポーティーに、上質をまとう。

Photo：HYBRID　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

アクセサリーをまとったJADEの
イメージムービー公開中。
「アクセサリー篇」

左記のQRコードからアクセスできます。◎詳細は、各単品紹介ページをご覧ください。 
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❹ ❹❻❷ ❷ ❸ ❺

❶ ❼

お得なパッケージ

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



❸❷❹

■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。■カットボディによる撮影。■画面はハメコミ合成です。

■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。

Photo：HYBRID　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

その輝きに、心が昂っていく。

サイドステップガーニッシュ（フロント部／LED〈ブルー〉イルミネーション付）サイドステップガーニッシュ（フロント部／LED〈ブルー〉イルミネーション付）

たかぶ

07 08

❶ サイドステップガーニッシュ 　▶ P13-04

◎詳細は、各単品紹介ページをご覧ください。 

❷センターコンソールイルミネーション
❸ LEDスピーカーリング&ドアポケットイルミネーション
❹ フットライト

（フロント部／LED〈ブルー〉イルミネーション付）

お得なパッケージ

光のアイテムパッケージ  ▶ P12

❶

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS
●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。 ●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。

リア用フロント用

全タイプ

全タイプ

全タイプ*

LEDフォグライト
（14W〈片側〉／左右セット／色温度：6,300K）

LEDのシャープな光でドライブをサポートします。

点灯時 消灯時

0.8H

1.8H

各1.8H

本体

取付アタッチメント

フォグライトガーニッシュ

ライティングスイッチキット

（消費税8%抜き ￥50,000）

（消費税8%抜き ￥18,000）

（消費税8%抜き ￥10,000）

（消費税8%抜き 各￥4,000）

¥54,000
¥19,440
¥10,800
各¥4,320

08V31-E0D-000

08V38-T4R-C00

08V38-T4R-000G

08V37-T6A-000B
08V37-T4R-000B

合計 （消費税8%抜き 各￥82,000）各￥88,560

ハロゲンフォグライト
（クリア／35W〈片側〉／左右セット）　

幅広くムラのない配光が、悪天候時などの前方視界をサポートします。

点灯時 消灯時

お得なパッケージエクステリアパッケージ

￥17,280（消費税8%抜き ￥16,000）　　　 08F01-T4R-0T0

フロントロアガーニッシュ
（カーボン調）

カーボン調のガーニッシュが、フロントビューを
よりスタイリッシュに演出します。

￥17,280（消費税8％抜き ￥16,000）
フロントロアガーニッシュ

￥38,880（消費税8％抜き ￥36,000）
テールゲートスポイラー+

単品価格での合計 ￥56,160 パッケージ価格  各￥45,360
（消費税8％抜き ￥52,000）

エアロ調デザインのマッドガードです。

各¥24,840（消費税8%抜き 各￥23,000） 　　　 　

マッドガード
（フロント・リア用／左右４点セット）   

01

01

各￥38,880（消費税8%抜き 各￥36,000）　　　   

テールゲートスポイラー

ルーフエンドを伸びやかに、リアビューを引き締めます。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、
表示価格には含まれません。

02

02

＊HYBRID X、RSに装着する場合、別途取付アタッチメント ￥4,860（消費税8％抜き ￥4,500）
08F02-T4R-000Aが必要です。

￥17,280（消費税8％抜き ￥16,000）
フロントロアガーニッシュ

￥43,740（消費税8％抜き ￥40,500）
テールゲートスポイラー+

単品価格での合計 ￥61,020 パッケージ価格  各￥48,600
（消費税8％抜き ￥56,500）

ゴールドの輝きが、オーナーの誇りを主張します。

¥6,480（消費税8%抜き ￥6,000）　　　　08F20-T4R-001

ゴールドエンブレム
（Hマーク2個・車名エンブレム）  

1.1H*
1.3H

04

05

06 07

01 02

クリスタルブラック・パール
マンダリンゴールド・メタリック
ホワイトオーキッド・パール
スーパープラチナ・メタリック

NH-731P
YR-607M
NH-788P
NH-704M

モダンスティール・メタリック
プレミアムディープロッソ・パール
コバルトブルー・パール
プレミアムブルーオパール・メタリック

NH-797M
R-543P
B-553P
B-578M

＊＊＊
0A0
-
-
0D0

＊＊＊
0A0
0B0
0C0
-

＊＊＊
0A0
0B0
-
0D0

＊＊＊
020
070
080
090

＊＊＊
020
-
080
-

＊＊＊
020
070
080
090

■カラーコード表

★

★
★
★

★

★ ★
★

クリスタルブラック・パール
マンダリンゴールド・メタリック
ホワイトオーキッド・パール
スーパープラチナ・メタリック

NH-731P
YR-607M
NH-788P
NH-704M

モダンスティール・メタリック
プレミアムディープロッソ・パール
コバルトブルー・パール
プレミアムブルーオパール・メタリック

NH-797M
R-543P
B-553P
B-578M

＊＊＊
0A0
-
-
0D0

＊＊＊
0A0
0B0
0C0
-

＊＊＊
0A0
0B0
-
0D0

＊＊＊
020
070
080
090

＊＊＊
020
-
080
-

＊＊＊
020
070
080
090

■カラーコード表

＊RSに装着する場合、　      　となります。
※Honda SENSING装備車には装着できません。
※フロントグリルとの同時装着はできません。
※ナンバープレート封印前の装着となります。

各0.8H

（消費税8％抜き 各￥42,000）　　　各1.6H

各1.0H

（消費税8％抜き 各￥45,000）　　　各1.6H

H

H

Honda インターナビ装備無し車用
Honda インターナビ装備車用

1.3H

1.3H

本体
取付アタッチメント

（消費税8%抜き ￥50,000）

（消費税8%抜き  ￥7,000）

¥54,000
¥7,560

08V31-E0D-000

08V38-T4R-B00

合計 （消費税8%抜き ￥57,000）￥61,560

1.4H

各1.4H

本体（取付アタッチメント含む）
フォグライトガーニッシュ
ライティングスイッチキット

（消費税8%抜き ￥27,000）

（消費税8%抜き ￥10,000）

（消費税8%抜き 各￥4,000）

¥29,160
¥10,800
各¥4,320

08V31-T4R-A00

08V38-T4R-000G

08V37-T6A-000B
08V37-T4R-000B

合計 （消費税8%抜き 各￥41,000）各￥44,280

Honda インターナビ装備無し車用
Honda インターナビ装備車用

全タイプ

（取付アタッチメント含む）  

09 10

EXTERIOR

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

Photo：HYBRID　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

H  08F02-T4R-＊＊＊

スモールランプに連動して浮かび上がる
Hマークが、精悍な表情を与えます。

¥45,360（消費税8%抜き ￥42,000）　　　　08F21-T4R-000

フロントグリル
（クロームメッキ／エンブレムイルミネーション〈LEDホワイト照明〉付／スモールランプ連動）  

0.7H

03

※標準装備のフロントグリルを取り外し装着となります。
※Honda SENSING装備車には装着できません。
※ゴールドエンブレムとの同時装着はできません。
※RS標準装備のフロントグリルのメッキ色とは色味が異なります。
※RSに装着する場合、RSエンブレムは付け替えできません。

H

消灯時 点灯時

■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。

RS

RS

HX RS 08F02-T4R-＊＊＊  08F02-T4R-＊＊＊

H HX RS08P00-T4R-＊＊＊ 08P00-T4R-＊＊＊ 08P00-T4R-＊＊＊

HX RS08Z47-T4R-＊＊＊A 08Z47-T4R-＊＊＊A

HYBRID用

HYBRID X、RS用

HYBRID用

HYBRID X、RS用

全タイプ

H ＊＊＊08Z47-T4R-＊＊＊

ハイケルビンバルブ
（2個入り）

全タイプ

●ハロゲンフォグライト用　H8（35W）

¥7,560（消費税8％抜き ￥7,000） 0.4H

※フォグライト装備車およびハロゲンフォグライト装着車に装着できます。
※取り付けた日から1年間（2万kmまで）バルブの寿命を保証します。

※取り付けた日から1年間（2万kmまで）バルブの寿命を保証します。

08V30-E89-000B

●ヘッドライトハイビーム用　HB3（60W）

¥7,560（消費税8％抜き ￥7,000）0.4H
08V30-E89-000D

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

●ポジションライト用　W5W（5W）

¥2,268（消費税8％抜き ￥2,100） 0.4H
08V30-E89-000E

3,000K 5,000K4,000K

■色温度イメージグラフ

ノーマル
バルブ

ハイケルビン
バルブ

ホワイト系の光がクルマをシャープなイメージにドレスアップします。

08

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS
●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。 ●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。11 12

H ME-013
ブレードシルバー塗装

16インチ アルミホイール 16×6 1/2J PCD114.3mm インセット40mm

¥17,280／1本（消費税8%抜き ￥16,000／1本） 
08W16-T4R-000

0.7H/1本

※標準装備のサスペンションを取り外し装着となります。
※地上高が標準設定より約15mm下がります。
   （車両の装備、仕様により差が生じる場合があります。）

各¥105,840（消費税8%抜き 各￥98,000） 　 　　各2.7H

03
剛性バランスの高い7本スポークのホイール。

サスペンション
（フロント・リア／4本セット）08

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000） 　　　　08U74-T4R-0000.3H

スポーツペダル
（ステンレス製）09

04

快適な乗り心地と、爽快なコーナリングを
両立します。

足元によりスポーティーな輝きを。

H

H HX

MS-031
切削／プラウドシルバー塗装

¥27,000／1本（消費税8%抜き ￥25,000／1本） 
08W16-T4R-000A

0.7H/1本

04
MS-031と同デザイン。カラーの異なるタイプ。

MG-014
プラウドシルバー塗装

¥32,400／1本（消費税8%抜き ￥30,000／1本） 
 08W17-T4R-000A

17インチ アルミホイール
17×7J PCD114.3mm インセット45mm

0.7H/1本

02
U字スポーク×5本の立体的なデザイン。

※別途215/45R18タイヤをお買い求めください。 ※HYBRIDに装着する場合、別途215/50R17タイヤをお買い求めください。

MG-015
スパッタリング仕上げ

¥45,360／1本（消費税8%抜き ￥42,000／1本） 
08W18-T4R-000A

18インチ アルミホイール
18×7J PCD114.3mm インセット45mm

0.7H/1本

01
太さの違うスポークで構成した大口径タイプ。

アルミホイール用
ホイールナット05

各￥3,780（消費税8%抜き 各￥3,500）　

キャップタイプ 4個セット
（マックガード社製）

ブラック／キャップタイプ 4個セット
（マックガード社製）

アルミホイール用
ホイールロックナット06

全タイプ全タイプ

全タイプ

取り外したナットを収納するケースです。

収納ケース07 全タイプ

￥3,780

全タイプ 全タイプ

1.0H 1.9H*

お得なパッケージ光のアイテムパッケージ

￥30,240（消費税8%抜き ￥28,000）

センターコンソールイルミネーション
（LED〈ブルー〉イルミネーション〈スモールランプ連動〉）

LEDスピーカーリング&ドアポケットイルミネーション
（LED〈ブルー〉イルミネーション〈エンジン（パワー）スイッチ連動〉／スピーカー部〈メッキ調〉
＋ドアポケット部／フロント左右セット）

ホワイトからブルーへのグラデーション発光が、
センターコンソールの両サイドを個性豊かに彩ります。

￥30,240（消費税8％抜き ￥28,000）

センターコンソール
イルミネーション +

￥32,400（消費税8％抜き ￥30,000）

LEDスピーカーリング＆
ドアポケットイルミネーション

￥10,800（消費税8％抜き ￥10,000）

フットライト +

単品価格での合計 ￥73,440 パッケージ価格  ￥58,320
 （消費税8％抜き ￥54,000）          08Z47-T4R-010B（消費税8％抜き ￥68,000）

01

全タイプ

0.5H￥10,800 （消費税8%抜き ￥10,000）

フットライト　
（LED〈ブルー〉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）

先進感を高める美しい光。夜間の乗り降りもサポートします。

03

01 02 03

全タイプ

1.9H￥14,040（消費税8%抜き ￥13,000）　　　　08V27-T4R-000

パドルライト
（LED照明／白色／左右セット）

Hondaスマートキーシステムや
電波式キーレスエントリーシステムの操作、
またドアオープンに連動して点灯。
上質なホワイトLED光が足元を照らします。

￥32,400（消費税8%抜き ￥30,000）

エンジン（パワー）スイッチオンでブルーのLEDイルミネーションが
常時点灯し、夜のドライブをさり気なく演出します。

02

2.9H*

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

＊HYBRID Xのメーカーオプションの本革シート装備車は 2.4H となります。

￥21,600（消費税8％抜き ￥20,000）

センターコンソール
イルミネーション +

￥32,400（消費税8％抜き ￥30,000）

LEDスピーカーリング＆
ドアポケットイルミネーション

￥10,800（消費税8％抜き ￥10,000）

フットライト +

単品価格での合計 ￥64,800　 パッケージ価格  ￥51,840
 （消費税8％抜き ￥48,000）          08Z47-T4R-010F（消費税8％抜き ￥60,000）

01 02 03

2.4H

＊HYBRID Xのメーカーオプションの本革シート装備車は 1.3H となります。

EXTERIOR ILLUMINATION

08E16-T4R-000 08E20-T4R-010

08E10-T4R-000

■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。

※標準装備のホイールを取り外し装着となります。※スチールホイール装備車に装着する場合、アルミホイール用ホイールナットが必要です。
※標準装備のホイールサイズよりインチダウンはできません。

暗い所での見え方

※明るい所でもブルーのLEDイルミネーションが見える場合があります。

明るい所での見え方※

H  08W60-T4R-000AHX

H HX

0.5H￥21,600（消費税8%抜き ￥20,000）

取付位置：センターコンソール両側

08E16-T4P-000RS

RS  08W60-T4P-000A

全タイプ

HYBRID、
HYBRID X用

RS用

●キャップタイプ 20個セット
08W42-SP0-R00

全タイプ

H

●ブラック／キャップタイプ 20個セット
08W42-SZT-000

※スチールホイールには装着できません。

●キャップタイプ 4個セット
08W42-SR3-E00

全タイプ

●ブラック／キャップタイプ 4個セット
08W42-SNW-000

各￥5,184（消費税8%抜き 各￥4,800）　

 （消費税8%抜き ￥3,500）
08W42-TF0-000

キャップタイプ 20個セット

●キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）
08W42-SJK-002A

※スチールホイールには装着できません。
※Moduloアルミホイールまたは標準装備の
　アルミホイールに装着できます。

●ブラック／キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）
08W42-TEA-000

￥6,480（消費税8%抜き ￥6,000）　

￥7,560（消費税8%抜き ￥7,000）　

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



0.5H

お得なパッケージ収納パッケージ

￥10,800 （消費税8%抜き ￥10,000）　　　 08U35-T4R-000

ラゲッジカバー
（布製／ボタン留めタイプ）

ラゲッジルームのプライバシー保護に効果を発揮。

06

全タイプ

全タイプ

￥7,560 （消費税8%抜き ￥7,000）  08U08-E6J-010

全タイプ全タイプ

￥14,040 （消費税8%抜き ￥13,000）   08U45-T4R-000
汚れた場合は、取り外して水洗いできるので便利です。

07

￥10,800（消費税8％抜き ￥10,000）
ラゲッジカバー

￥14,040（消費税8％抜き ￥13,000）
ラゲッジトレイ +

単品価格での合計 ￥24,840 パッケージ価格  ￥19,440
 （消費税8％抜き ￥18,000）　　　08Z47-T4R-000E（消費税8％抜き ￥23,000） 0.5H

06 07

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■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。■カットボディによる撮影。
●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。 ●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。13 14

全タイプ

全タイプ

後席での乗り降りの際、つかまるところがあると安心です。

￥10,584（消費税8%抜き   ￥9,800） 　　　 08U95-T4R-010

フロントドアを開けると、JADEロゴが
ブルーLED光で浮かび上がります。

￥30,240（消費税8%抜き ￥28,000）　　　 08E12-T4R-A10

シートバックグリップ
（ブラック／運転席・助手席シートバック取付用／左右共用〈1個売り〉）02

全タイプサイドステップガーニッシュ
（フロント・リア／左右4枚セット）04

取り外せて、いつでも洗えて清潔です。

¥46,440（消費税8%抜き ￥43,000）　　　 08P32-T4R-000

シートカバー 
（ファブリック／エプロンタイプ／ブラック／1列目・2列目・3列目セット）01

0.8H

0.8H

￥3,564（消費税8%抜き   ￥3,300）
 08R63-E7C-010

0.9H

※マルチフックとの同一箇所での同時装着は
できません。
※キックガードとの同一箇所での同時使用は
できません。
※タブレットホルダーに大型のタブレット端末を
取り付けた場合、使用できないことがあります。
※背もたれの角度やシートの種類によっては、
背もたれが起きにくい場合があります。

※メーカーオプションの本革シート装備車には装着できません。
※汚れた場合は、運転席用カバーに付いている洗濯ラベルの表示に従って洗濯してください。

全タイプ

フットクッション、枕、ひじ掛けなど、豊富な用途にお好みで使用可能です。
気軽に持ち運べるので、使用場所は車内に限らずご自宅や仕事場など
でも使えます。汚れを拭きとりやすい合皮製です。

どこリラ（クッション）

ラゲッジトレイ
（縁高タイプ）

スマートクリップ

03
08

※リア用にはLEDイルミネーションは付いていません。

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

※3列目シートを格納した状態でご使用ください。※ラゲッジカバーの上に物を載せないでください。

取付位置：運転席、助手席ヘッドレスト部 取付可能タブレット端末サイズ
幅 ：約15～21cm／厚さ：約0.7～1.2cm
許容荷重：1.0kg　参考タブレット端末サイズ 7～12インチ

許容荷重：1.0kg
※ジャケット、コートの長さによってはフロアに触れる場合が
あります。

※3列目シートを格納した状態でご使用ください。※ラゲッジマットとの同時装着はできません。

各0.1H

各0.1H

各￥4,536 （消費税8%抜き 各￥4,200）

本革巻きグリップ
（左右共用／1個売り）

握ったときの安心感を高める本革二重貼り。
コートフック有り無しをご用意。

11JADEロゴがエスコート。乗降時にドアステップを保護します。

￥16,200（消費税8%抜き ￥15,000）　　　 08E12-T4R-B100.3H

●フロント部／LED〈ブルー〉イルミネーション付（ドア開閉連動）

●LEDイルミネーション無し

全タイプ

サイズ：
折りたたみ時 W35×L18×H18cm
展開時　　　 W35×L36×H16cm

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※運転時は運転席の足元に置かないで
ください。

展開時 折りたたみ時折りたたみ時

フロント（LEDイルミネーション付） リア

リアフロント（LEDイルミネーション無し）

フロント（LEDイルミネーション付） リア

リアフロント（LEDイルミネーション無し）

INTERIORINTERIOR
Photo：HYBRID　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール　■カットボディによる撮影

展開時

使用例

※イラストは説明のためのイメージです。

※標準装備のグラブレールを取り外して装着するため、標準装備さ
れていない部位に新規で装着することはできません。
※本革巻き部分のカラーは、ブラックのみとなります。
※ブラック内装の場合の推奨カラー：グレー
※ブラウン／アイボリー内装の場合の推奨カラー：ベージュ
※推奨カラーを選択した場合は、グラブレール部と内装ルーフ色は
同系色になります。
※グラブレール部と内装ルーフ色の色味は異なります。

●コートフック有りタイプ

グレー　08U95-E7R-030G ベージュ　08U95-E7R-010G
取付位置：2列目

各￥4,320 （消費税8%抜き 各￥4,000）
●コートフック無しタイプ

●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

グレー　08U95-E7R-030F ベージュ　08U95-E7R-010F
取付位置：1、2列目

（グラブレール）

グレー ベージュ

グレー

コートフック有りタイプ コートフック有りタイプ

コートフック無しタイプ コートフック無しタイプ

ベージュ

タブレットホルダー、ハンガーを
装着するベースです。角度調整機構付。

全タイプ

￥5,400 （消費税8%抜き ￥5,000）  08U08-E6J-010A

タブレットホルダー09
後席でタブレット端末のコンテンツが
快適に楽しめます。ホルダー回転機構付。

全タイプ

￥5,400 （消費税8%抜き ￥5,000）  08U08-E6J-010B

ハンガー10
ジャケット、ショートコート等を
キレイに掛けられます。

※使用イメージ ■画面はハメコミ合成です。 ※使用イメージ

※タブレットホルダー、ハンガーの装着にはスマートクリップが必要です。
※マルチフックシステムとの同一箇所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、背もたれが起きにくい場合があります。
※安全のため、走行中はスマートクリップ、タブレットホルダー、ハンガーを取り外すか、スマートクリップにタブレットホルダーを装着（タブレットは外す）した状態にしてください。　  ※写真は他車種の装着例です。

※体型に合わせて成型・硬化させるため、成型後は元に戻らなくなります。
※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。
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※写真は他車種の装着例です。

¥10,584（消費税8%抜き ￥9,800）

ランバーフィットサポート

腰の一部にかかっていた圧力を周囲に分散。
オーダーメイドのようなジャストフィット感で
あなたの腰をサポートします。

08R31-ES1-001

全タイプ05

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■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。
●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。 ●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。15 16

ビジュー
フラワー

カメリアン
マーブル

Modulo
＋Speed

フラワー
パレット

ラブリー
キャット

エレガント
フラワー

アンティーク
パリ

キルティング
リボン

※この写真は他機種キーの
装着例です。

表面
ギャラクシー

ドリップ
ペイント

手ざわりのよい、高級感のある本革仕様。

全タイプキーカバー
（本革製／ブラック×ブラウンステッチ）

＊＊＊＊■デザインコード表
フラワーパレット
ラブリーキャット
ドリップペイント
エレガントフラワー
アンティークパリ
キルティングリボン

0B0A
0C0A
0F0A
0J0A
0K0A
0P0A

＊＊＊＊
シルバーカーボン
レッドストライプ
ギャラクシー
カメリアンマーブル
ビジューフラワー
Modulo＋Speed

0Q0A
0R0A
0S0A
060B
080B
090B

●デラックス

キーカバー
（樹脂製）

●交換用オイルパッドセット（5枚セット）

¥324 （消費税8%抜き ￥300）  08R72-E3G-G00

※エアーアロマ 　は、air aroma社の商標です。 ※フロント部のアクセサリーソケット（12V ）でご使用いただけます。 
※詳しくは専用カタログをご覧ください。 

※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。
※運転中は危険ですのでスイッチ操作をしないでください。
※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。
※エッセンシャルオイル、オイルパッドは、消耗品のため保証の
対象にはなりません。

※消耗品のため保証の対象にはなりません。
※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。

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

プラズマクラスター搭載 ＤＥＬ ルーフ照明
（高濃度プラズマクラスター25000 LEDドームランプ付 天吊りタイプ）

●車内に浮遊するウイルスの働きを抑制し、カビ菌・アレル物質を分解・除去します。
●クルマに染みついた気になるニオイの原因を分解・除去します。
●美肌のための一定の効果が期待できます。
●LEDの照明で明るく省電力です。

●ディフューザーキット

●エッセンシャルオイル（5mL）

各¥1,512 （消費税8%抜き 各￥1,400）  08CUC- ＊＊＊- 0S0

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

追加用

アロマモーメント
Hondaとair aroma社が共同で香りをデザインした、天然100％ピュアなエッセンシャルオイル。
ディフューザーのオイルパッドにオイルを染み込ませ、アクセサリーソケットに差し込めば、
車内に心地よい香りが広がります。

車両エンブレムとマッチングの良い、Honda Dogのメッキ調エンブレムです。そのほかにほねデザインと肉球デザインのエンブレムもご用意がございます。

ペットのための快適な空間を作ります。
飛び出し防止リードフック2ヵ所付。

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

1シートサイズ：W 約9×L 約7.5cm
1個サイズ：W 約4.6×L 約4.3cm

●肉球デザイン（1シート2個入り）

¥2,160 （消費税8％抜き ￥2,000）
08Z41-E6K-000H

サイズ：W 約14.5×L 約5cm

●ほねデザイン

¥3,024 （消費税8％抜き ￥2,800）
08Z41-E6K-000G

メッキ調　サイズ：W 約16×L 約6cm

●Honda Dogデザイン

¥4,320 （消費税8％抜き ￥4,000）
08Z41-E9G-000A

ペットシートプラスわん
（表面撥水加工／超小型犬２匹または小型犬１匹用）

全タイプ

¥19,440 （消費税8％抜き ￥18,000） 08Z41-E6K-000F

取付位置：助手席、2列目シート　サイズ：W 約35×L 約45×H 約40cm

※チャイルドシート、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。 
※助手席でのマルチボックスとの同時装着はできません。
※ご使用時は、必ずシートに固定し、運転中にペットの飛び出しを防止するため、必ずメッシュカバーを閉じてください。
※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。

メッシュカバー開 メッシュカバー閉

各¥ 4,32 0（消費税8%抜き 各￥4,000） 08F44-E6V- ＊＊＊＊

●スタンダード

各¥ 3,24 0（消費税8%抜き 各￥3,000） 08F44-E6V- ＊＊＊＊

各¥3,024 （消費税8%抜き 各￥2,800）  08R72-E3G- ＊＊＊

¥3,240 （消費税8%抜き ￥3,000）  08U08-T5A-010

本体
取付アタッチメント 0.6H

0.6H

（消費税8%抜き ￥25,000）
（消費税8%抜き  ￥3,000）

¥27,000
¥3,240

合計

08R75-E5A-000
08R75-E5A-000A

（消費税8%抜き ￥28,000）¥30,240

本体
取付アタッチメント 0.3H

0.3H

（消費税8%抜き ￥17,200）
（消費税8%抜き 　 ￥500）

¥18,576
¥540

合計

08R75-E0H-A00
08E14-T4R-000

（消費税8%抜き  ￥17,700）¥19,116

取付位置：ルームランプ（2列目）部
サイズ：直径180mm　ルーフからの厚み ：約45mm
※標準装備のルームランプ（2列目）を取り外し装着となります。
※LEDルーフ照明、LEDルームランプ、プラズマクラスター搭載
LEDルーフ照明、リア席モニターとの同時装着はできません。
※別途クリップ（91561-TV1-E11） が必要です。

※「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナ
ソニック株式会社の商標です。

※「ナノイー」について、詳しくはパナソニック株式会社の
ホームページをご覧ください。

※写真は他車種の装着例です。

お肌や髪にやさしい水に包まれた
弱酸性の「ナノイー」を放出し、
室内を爽やかな環境に導きます。

お肌の色が自然な色合いで見える
ナチュラル・ライティングです。

「ナノイー」放出・LED照明点灯イメージ

※写真は他車種の装着例です。

オレンジLED照明点灯イメージ

※写真は他車種の装着例です。

イオン放出・LED照明点灯イメージ

「ナノイー」うるケア・ヴェールライト

クルマの中でも、わたし磨き、はじめる。

カラフルでバラエティ豊かな、個性あふれるキーカバー。

クルマの中でエステ気分 メイク直しの心強い味方、
高演色LED照明

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。詳しくは専用カタログをご覧ください。

※「ナノイー」は、パナソニック株式会社の技術です。

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。 
※キーカバー（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。
※上下カバーの合わせ面の模様は合いません。

※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。 

＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊
■エッセンシャルオイルコード表

オレンジ パラダイス
フレッシュ シトロン
コーラル ミント

A00
B00
C00

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

取付位置：ルームランプ（2列目）部　サイズ：L192×W130×H33mm
※標準装備のルームランプ（2列目）を取り外し装着となります。

。んせまきでは着装時同のとータニモ席アリ、トイラルーェヴ・アケるう」ーイノナ「、プンラムールDEL、明照フールDEL※
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COMFORT

PET ITEMS

ISOFIXチャイルドシート ロアアンカレッジに取り付けるタイプのリードで、クルマからの飛び出しなどを抑止します。
小型犬から大型犬まで使える2タイプをご用意しました。

ペット車外飛び出し防止リード 全タイプ

サイズ：W 約2×L 約68～110cm（長さ調節可能）

¥3,780 （消費税8％抜き ￥3,500）
08Z41-E6K-000D

サイズ：W 約2×L 約27～40cm（長さ調節可能）

¥3,240 （消費税8％抜き ￥3,000）
08Z41-E6K-000C

●Ｓサイズ（小型犬用） ●Ｍ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。

装着イメージ
※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。 
※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恐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恐れがありますので、走行中は使用しないでください。

取付位置：2列目シートISOFIXチャイルドシート  ロアアンカレッジ部

プラズマクラスターマーク及び
プラズマクラスター、
Plasmacluster は
シャープ株式会社の商標です。

※写真は他車種の装着例です。※カットボディによる撮影。

※写真は他車種の装着例です。

H HX

ルームランプを交換するだけで
3種類の照明が楽しめます。

透明感のある光で、室内をシャープなイメージに
ドレスアップします。

※点灯イメージは撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。
実際の点灯色とは異なります。

※写真は他車種の装着例です。

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

ペットエンブレム

全タイプ

¥3,780 （消費税8%抜き ￥3,500）
08E13-E4A-A00

本体

面発光ライト

ブルーイルミネーション

スポットライト

取付アタッチメント

0.3H

0.3H

（消費税8%抜き ￥12,000）

（消費税8%抜き　   ￥500）

¥12,960
¥540

合計

08E13-E81-010

08E14-T4R-000

（消費税8%抜き ￥12,500）¥13,500
取付位置：ルームランプ（2列目／3列目）部
※標準装備品を取り外し装着となります。
※LEDルームランプ、プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明、「ナノイー」
うるケア・ヴェールライト、リア席モニターとの同一箇所での同時装着は
できません。

※写真は他車種の装着例です。

※標準装備のバルブを取り外し装着となります。
※LEDルーフ照明、プラズマクラスター搭載
LEDルーフ照明、「ナノイー」うるケア・ヴェー
ルライト、リア席モニターとの同一箇所での
同時装着はできません。

LEDルームランプ
（LEDバルブ〈ホワイト〉1個入／12V／0.7W）

全タイプ06 07

※写真はルームランプに使用した時の比較です。

LEDルームランプ 標準ランプ

ルームランプ（2列目／3列目）／テールゲートランプ用

シルバー
カーボン

レッド
ストライプ

ギャラクシー

※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／本革製）との同時装着はできません。

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。

ペットキーカバー（肉球）
（本体：樹脂製／肉球部：シリコン製）

全タイプ

各¥4,320 （消費税8％抜き 各￥4,000）

しば 
くろ 
しろ 

08Z41-E9G-020C
08Z41-E9G-010C
08Z41-E9G-030C

01

くろしば しろ

※写真は他車種の装着例です。

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS17 18

マルチボックス

¥5,616（消費税8%抜き ￥5,200）　08U13-E3E-A00

コーナーポール

¥19,440（消費税8%抜き ￥18,000）
08L03-E09-000B

¥27,000（消費税8%抜き ￥25,000）
08L03-E09-000A

¥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）
08L96-E09-000

¥3,024（消費税8%抜き ￥2,800）
08L35-TA1-000

¥1,058（消費税8%抜き ￥980）
0.1H  08L03-TA1-003

¥42,120（消費税8%抜き ￥39,000）
 0.5H  08L08-TA1-A02

スキー／マストホルダー

サイズ：W5.5×H5cm
※1セット積み
※スキー板1セット、またはウインド
サーフィンマスト1本積載可能です。

許容荷重：35kg
サイズ：W80×H12cm、積載部幅：62.5cm
※スノーボード4枚、またはスキー板6セット積載可能です。
※スキー板、スノーボードの形状により積載数は異なります。 

スキー／スノーボードアタッチメント
フラットタイプ（ロック付）

ルーフアルミラック
（シルバー）

許容荷重：31kg
サイズ：L110×W82×H9cm
※荷物は別売のタイダウンベルトと
ラゲッジネットで確実に固定してください。 

サイズ：L500×W2.5cmサイズ：L90×W90cm

許容荷重：35kg
サイズ：W83.5×H12cm、積載部幅：28cm×2
※スノーボード4枚、またはスキー板6セット積載可能です。
※スキー板、スノーボードの形状により積載数は異なります。 

スキー／スノーボードアタッチメント
ガルウイングタイプ（ロック付）

ラゲッジネット
（ルーフアルミラック用）

タイダウンベルト
（ベルト２本入り）

※各アタッチメントの装着には別売のベースキャリアが必要です。※各アタッ
チメントの許容荷重を超えない範囲でご使用ください。※立体駐車場の構造
によっては駐車できない場合があります。※積載数は参考値です。

サーフボードクッション

¥4,644（消費税8%抜き ￥4,300）
 0.1H  08L05-TA1-000
サイズ：W50×H2.5cm
※ボード1枚分
※サーフボードは別売のタイダウン
ベルトで確実に固定してください。

◆アタッチメント 全タイプ

全タイプ 全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

ベースキャリア

◎フット／ホルダーセット+バーセットの組み合わせで、ベースキャリアとなります。

バーセット（137cm）

0.6H

0.6H（消費税8%抜き  ￥33,000）

（消費税8%抜き  ￥6,500）

¥35,640
¥7,020

合計 ¥42,660

フット＋ホルダーセット 08L02-T4R-000

08L02-TA1-G00

¥93,960（消費税8%抜き ￥87,000）
0.3H  08L20-E09-001

許容荷重：23kg
サイズ：L195×W75×H22.5cm

ルーフボックス
（ブラック／ロック付）

（消費税8%抜き  ￥39,500）

マルチフックシステム

フック（ブラック／フック2個入り）
フック ツマミを回して角度調整できます。

全タイプ

¥2,700（消費税8％抜き ￥2,500） 08U08-T4R-010 08U08-SLJ-010C

取付位置：運転席および助手席シートバック
※運転席、助手席の両方に装着する場合、2セット必要です。 
※シートバックグリップとの同一座席での同時装着はできません。 
※キックガード、タブレットホルダーとの同一箇所での同時使用はできません。

角度調整キット（テーブル、ポケット用） 
¥1,620（消費税8％抜き ￥1,500）

用途に合わせて付け替えできる便利なアイテム。

●テーブル（許容荷重：1.0kg） ●ポケット（許容荷重：1.0kg） 

●トラッシュボックス（許容荷重：1.0kg） ●コンビニフック（許容荷重：3.0kg） 

0.3H

0.1H

0.4H

テーブル
フック 
角度調整キット

（消費税8%抜き  ￥2,000）

（消費税8%抜き  ￥2,500）

（消費税8%抜き  ￥1,500）

￥2,160
￥2,700
￥1,620

合計

08U08-SLJ-010F

08U08-T4R-010

08U08-SLJ-010C

（消費税8%抜き 　 ￥6,000）￥6,480

0.3H

0.1H

0.3H 0.1H

0.4H

ポケット　
フック 
角度調整キット

（消費税8%抜き  ￥2,000）

（消費税8%抜き  ￥2,500）

（消費税8%抜き  ￥1,500）

￥2,160
￥2,700
￥1,620

合計

08U08-SLJ-010D

08U08-T4R-010

08U08-SLJ-010C

（消費税8%抜き　￥6,000）￥6,480

0.3H

0.3H

トラッシュボックス
フック 

（消費税8%抜き    ￥3,000）

（消費税8%抜き   ￥2,500）

￥3,240
￥2,700

合計

08U08-SLJ-010E

08U08-T4R-010 0.3H

コンビニフック　
フック 

（消費税8%抜き  　￥800）

（消費税8%抜き  ￥2,500）

￥864
￥2,700

08U08-SYY-010A

08U08-T4R-010

（消費税8%抜き   ￥5,500）￥5,940 0.3H合計 （消費税8%抜き  ￥3,300）￥3,564

※安全のため走行中は、テーブルを使用しないでください。
熱いものやこぼれやすいものは、十分注意してご使用ください。 

※角度調整キットは、リクライニングの角度によっては水平にならない場合があります。
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荷崩れしやすい荷物をスッキリ収納。
出し入れも楽にできます。

シート背面を保護。汚れたら洗濯可能。 寝かせるとかさばる荷物なども、
立たせた状態ですっきり収納できます。

キックガード

¥3,240／1枚（消費税8%抜き ￥3,000／1枚）
08P33-SYA-000A

03 （グレー／運転席・助手席シートバック取付用／左右共用1枚売り）（ブラウン） （長さ調整機能付）　

ユーティリティベルト

¥2,160（消費税8%抜き ￥2,000）　08L46-SYA-002

（リモコン式／伸縮タイプ〈ブルーＬＥＤ〉）

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

1.4H

各1.4H

本体
ガーニッシュ 

（消費税8%抜き ￥22,000）

（消費税8%抜き  各￥4,500）

￥23,760
各￥4,860

08V60-T4R-A00

合計 （消費税8%抜き　各￥26,500）各￥28,620
ポール長：約320mm
※コーナーカメラシステム（2ビュー）、フロントセンサー、センサーインジケーターパッケージ（フロント用）との同時装着はできません。

モダンスティール・メタリック
プレミアムディープロッソ・パール
コバルトブルー・パール
プレミアムブルーオパール・メタリック
クリスタルブラック・パール
マンダリンゴールド・メタリック
ホワイトオーキッド・パール
スーパープラチナ・メタリック

NH-797M
R-543P
B-553P
B-578M
NH-731P
YR-607M
NH-788P
NH-704M

＊＊＊
0A0
-
-
0D0
020
-
080
-

■カラーコード表

許容荷重：40kg　 ルーフより約11cm高くなります。

■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8%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。

UTIL ITY

CARRIER SYSTEM

取付位置：助手席
収納部サイズ：W31×D37×H22.5cm

※助手席でのペットシートプラスわん
との同時装着はできません。
※重い荷物を入れると、助手席
シートベルト締め忘れ警告ブザー
が鳴る場合があります。ブザーは
一定回数を超えると止まります。

※写真は他車種の装着例です。

※シートバックグリップ、マルチフック
システムとの同時使用はできません。
※写真は他車種の装着例です。

周長：約100cm

※Honda Kids ISOFIXチャイルド
シート（ISOFIX固定時）との同一
座席での同時使用はできません。

※写真は他車種の装着例です。

スイッチオン時には、エンジン（パワー）スイッチに連動して伸縮、アップ時には
ブルーLEDが点灯。フロント左側の距離感の目安になります。
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※写真はすべて他車種の装着例です。

フックが必要です。A テーブル、ポケットは角度調整キットが必要です。B

A B

A

A B

A

＊＊＊
0A0
0B0
-
0D0
020
070
080
090

＊＊＊
0A0
0B0
0C0
-
020
070
080
090

H  08V60-T4R-＊＊＊G HX RS 08V60-T4R-＊＊＊G  08V60-T4R-＊＊＊G

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）　　　 08P70-T4R-000

ドアハンドルプロテクションカバー 全タイプ

0.3H

08 （クロームメッキ／フロント・リア用4枚セット）

※RS標準装備のアウタードアハンドルのメッキ色とは色味が異なります。

爪などによるドアハンドル部内側へのキズつきからガードします。

￥2,700 （消費税8%抜き ￥2,500）
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※カラーコード表★付カラーは￥1,080（消費税8％抜き ￥1,000）高となり、表示価格には含まれません。

★

★

★

★

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）

※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。

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。

ハンディークリーナー 全タイプ

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

￥10,778 （消費税8%抜き ￥9,980）
08U54-PA4-0M0

10

サイズ：88×68×221mm
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

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。

08R73-PA1-0000.1H

QG92210AR

取付イメージ

暗がりでも使いやすい
LEDライト搭載

点灯イメージ

モーター駆動回転ブラシ

取付イメージ

全タイプ

￥10,800 （消費税8%抜き ￥10,000）　08P11-T4R-000

積載物による汚れやキズから、
ラゲッジルームを守ります。

ラゲッジマット
（防水タイプ）05 全タイプ

0.6H￥1,080 （消費税8%抜き ￥1,000）　　　   08L46-T4R-010

テールゲートストラップ

手が届きやすくなり、テールゲートを
ラクに閉められます。

06

※地上からストラップまでの高さ：約170cm※3列目シートを格納した状態でご使用ください。　※ラゲッジトレイとの同時装着はできません。

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%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。

NAVIGATION SYSTEM

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。

おすすめナビ

※メーカーオプションは、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。 ※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。

※VXM-187VFEi/185VFEi/185VFi/184VFi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、より安定した受信が可能
となります。また、VXM-187VFEi/185VFEi/185VFiでは裏サーチ機能が利用できます。

「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。

●照明付オーディオリモート
コントロールスイッチ

●専用ワイヤーハーネス

●デジタルTV用プリントアンテナ
（12セグ／ワンセグ）

●リアワイドカメラ
●6スピーカー
※スピーカー数は標準装備のスピーカー数との合計です。

さまざまな操作をステアリングから手を放さずに行える

「照明付オーディオリモートコントロールスイッチ」や、

3種類の表示で後方確認をサポートする

「リアワイドカメラ」など、便利な装備がセットに

なったメーカーオプションの装備です。
照明付オーディオリモートコントロールスイッチ リアワイドカメラ

ギャザズ ナビゲーションは、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車、オーディオレス車専用です。

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。

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。

機能

CD録音（最大99枚または999曲）

（4アンテナ×4チューナー）★

8インチ プレミアム インターナビ 
VXM-187VFEi

高画質で見やすく、操作しやすい大型の8.0型HD液晶モニターを採用。
「DIATONE SOUND」により高音質を追求したハイエンドモデル。

TV 12セグ＋ワンセグ

大型の8.0型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。

ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、

JADE専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」にも対応。

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2018年秋頃を予定）

リア席モニター、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）など、多彩なオプションに対応。

▶

▶

▶

▶

本体
フェイスパネルキット
取付アタッチメント
ナビゲーションロック

08A40-7X0-410L

08B40-T4R-050B

08B40-T4R-X00C

08B40-0P0-A00

（消費税8％抜き ￥190,000）

（消費税8％抜き ￥10,000）

（消費税8％抜き ￥4,000）

（消費税8％抜き ￥2,858）

￥223,406合 計＊

ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合

フラッシュメモリー 16GB＋SDカード 8GB
（音楽録音＋エンターテインメント用）

8.0型 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）

ミュージックラック®

＊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。※別途、取付費が必要です。

※ナビゲーションロックは  →P24 をご覧ください。

＊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おりません。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 インター
ナビ・プレミアムクラブ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。 ＊8 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。
★ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合、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を追加装着することで4アンテナ仕様となり、より安定した受信が可能となります。また、
VXM-187VFEi/185VFEi/185VFiでは、裏サーチ機能が利用できます。

¥205,200
¥10,800
¥4,320
¥3,086

インターナビ・プレミアムクラブ対応

USB/iPod/iPhone

リア席モニター／ドライブレコーダー
   （ナビ連動タイプ）対応

HDMI対応

1.0H

1.0H

オプション

オプション

（インターナビ対応モデル）
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インターナビについて、詳しくは▶ http://www.honda.co.jp/internavi/

VICS情報に加え、今走っているインターナビ装備車からの交通情報と蓄積した膨大なデータから「その先」を予測し、高精度なルートを選択して案内。さらに多彩な情報サービスも充実。

統計情報による予測、リアルタイムで
Honda車から送られる情報に加え、
道路に影響する気象情報も考慮した
高精度なルートで案内します。

▶インターナビ交通情報

▶インターナビ・ルート

「渋滞のあるルートが一番早い」とインターナビが予測すれば、
 あえて渋滞のある道を選択することも。

この先の天気は大丈夫かな…？
そんな情報も、インターナビが教えてくれる。

走り回ってやっと見つけたパーキングが満車…。
インターナビなら、もうそんな心配はしなくていい。

とにかく最短時間で着きたい！
いちばん低燃費で走れる道で行きたい！というときにも。

料金や営業時間、
自分の車のサイズなど、
希望する駐車場の条件を
指定して表示できます。

▶駐車場セレクト

道路交通に影響するような
気象や自然災害に関する
情報を画面表示。
前もって注意できます。

※上記機能について、一部設定が必要な場合やナビの種類によってはご利用になれないものがあります。

▶気象・防災情報

①スマートルート ②最速ルート 
③最速無料優先ルート 
④らくらく運転ルート 
⑤省燃費ルート ⑥ETC割引ルート

インターナビ独自の
渋滞情報

自車が通る
頃には渋滞
が解消と
予測

VICSは幹線道路の
渋滞情報をお知らせ

※交通状況等の変化によって、到着予想時間がずれる場合があります。

画面上に降雨範囲を表示

警告画面（路面凍結予測情報）

インターナビ
が案内する
高精度なルート

正確な到着予想時間 状況の予告

多彩なルート検索

賢く停める

ほぼ時間どおり
に到着！

到着予想
9:50

空車 混雑 満車 情報無し

ドライブが変わる。インターナビが変える。

通常のVICS交通情報
●地図画面上の表示 渋滞 混雑 順調

インターナビ交通情報

最適
仕様

品質
保証

■画面はすべてハメコミ合成です。

オススメ

「ナビ装着用スペシャルパッケージ」メーカーオプション
（ギャザズ専用）

なら、ギャザズ ナビ（全モデル）、ギャザズ オーディオ
（WX-171CP/171C）をお得に装着できます。

詳細  →P27 

詳細  →P29 詳細  下記

地図更新3回無償
（VXM-184VFi/184Ciを除く）

JADEの魅力をさらに広げる、おすすめナビオプション

後方の車両などを検知・お知らせ。 圧倒的な迫力と臨場感。 もしもの時を記録・再生。

本体
取付アタッチメント

08A78-1U0-000

08B78-E5X-A01

（消費税8％抜き ￥17,000）

（消費税8％抜き   ￥4,000）

（消費税8％抜き ￥21,000）￥22,680合 計

●VXM-187VFEi/185VFEi/185VFi/184VFi用

1.3H

1.3H

多機能な運転支援機能（後退出庫サポート、後方死角サポート、
車線キープサポート）などで運転をサポートします。

リアカメラ de あんしんプラス
（運転支援拡張ユニット）

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着できます。
※リアワイドカメラシステムとの同時装着はできません。

for ギャザズナビ
（ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用）

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。画面表示と警
報音によって注意を喚起し
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
示と警報音でお知らせします。

■後退出庫サポート

■後退出庫サポート

死角になりやすい後側方の車両
を検知。検知エリアに車両があ
る場合、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。

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、警報音でも警告します。

■後方死角サポート
道路上の車線を検知。方向
指示器を操作せずに車線を
逸脱しそうな場合、警報によ
って注意を喚起します。

自車の車速が約60km/h以
上で前進しているときに、方向
指示器を操作せずに車線を逸
脱しそうになると作動します。

■車線キープサポート

※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。リアカメラ de あんしんプラス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
を行いながら運転してください。
※リアワイドカメラ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。

〈警告表示〉 〈警告表示〉〈警告表示〉

ホームページで動画をご覧いただけます。
▶ http://www.honda.co.jp/ACCESS/drive/rear_camera_de_anshin/
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●リアカメラ de
あんしんプラス

●ハイグレードスピーカーシステム ●ドライブ
　レコーダー

¥18,360
¥4,320

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。

■後方死角サポート
二輪車、歩行者などは検知できません。

※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。

アルパイン製

■車線キープサポート
方向指示器の使用中、および方向指示器の作動終了後約3秒間は検知できません。

有料高速道路

時間と料金を
バランスよく①

走りやすく
初心者向き④ETC割引

をフル活用⑥

ガソリン代
を節約 ⑤

とにかく
早く ②

早くて
無料 ③

START

GOAL

 自動車専用道路

  無料の

Photo:VXM-187VFEi

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8  （三菱電機製）

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



■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8%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。21 22

ギャザズ ナビゲーション 全モデル対象　Hondaの延長保証「マモル」

新車コース、車検コースにご加入いただきますと、ギャザズナビゲーションの保証を5年まで延長できます。

★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。
詳しくはインターナビ ホームページをご覧ください。
http://www.honda.co.jp/internavi/

あなたの愛車に延長保証！
ギャザズナビゲーションも延長保証

●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。Apple CarPlay、iPod、iPhoneは、米国および
他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●WALKMAN®はソニー株式会社の商標です。●HDMIはHDMI Licensing, 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。●DIATONEは、三菱電機株式会社の登録商標です。

※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。

※新車コースでは、ナビオプション（ドライブレコーダー、リア席モニター、ETC車載器など）も延長保証
の対象となります。 ※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。

＊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おりません。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 
インターナビ・プレミアムクラブ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。＊8 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。

＊1＊3＊4＊5＊6＊8 （JVCケンウッド製）

Honda インターナビ＋リンクアップフリー

AV機能

その他機能

音声認識 スマートフォン連携

オプション

ギャザズナビゲーション
データ収録時期

●：標準装備　◎：ナビオプション　☆：インターナビ・プレミアムクラブへの会員登録が必要です。 ※1 ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車の場合、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、より
安定した受信が可能となります。また、VXM-187VFEi/185VFEi/185VFiでは、裏サーチ機能が利用できます。 ※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（VXM-187VFEiは「.aac」
にも対応）となります。 ※3 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。 ※4 オーディオレス車のみ装着できます。

VXM-184Ci
エントリー インターナビ

モニター

ナビメディア（容量）

iPod/iPhone対応（USB接続）
WALKMAN®対応（USB接続）※2

Bluetooth®オーディオ再生
HDMI機器対応
AM/FMラジオ
目的地設定 
Drive T@lker（Bluetooth®接続）
Apple CarPlay（USB接続）
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機能
JADE専用
音響チューニング※3

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）
ETC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）
ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ） 
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
コーナーカメラシステム（2ビュー）
リアワイドカメラシステム（3ビュー切り替え）※4

リアカメラ de あんしんプラス
オーディオリモコンスイッチ※4

リア席モニター（ルーフ取付タイプ）
VICS光・電波ビーコンユニット
道路（高速・有料）
道路（国道・県道） 
交通規制

CD-R/RW再生※2

CD音楽録音

無償地図データ更新☆
初回更新予定時期

地上デジタルＴＶ対応 12セグ＋ワンセグ

VRモード（CPRM）対応

モデル名

インターナビ・
プレミアムクラブ対応★

本体
フェイスパネルキット（VXM-187VFEi/185VFEiのみ必要となります。）
取付アタッチメント 
ナビゲーションロック
セット合計　 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。
標準取付時間

（08A40-7X0-410L）
（08B40-T4R-050B）
（08B40-T4R-X00C）
（08B40-0P0-A00）

¥205,200
¥10,800
¥4,320
¥3,086
¥223,406

ナビゲーション単体
希望小売価格（消費税8%込み）

ナビゲーション単体
希望小売価格（消費税8%込み）

1.0H

本体
フェイスパネルキット（VXM-187VFEi/185VFEiのみ必要となります。）
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） 
取付アタッチメント 
ナビゲーションロック
セット合計　 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。
標準取付時間

（08A40-7X0-410L）
（08B40-T4R-050B）
（08A22-7S0-C10）
（08B40-T4R-X00C）
（08B40-0P0-A00）

¥205,200
¥10,800
¥7,020
¥4,320
¥3,086
¥230,426

1.6H

（08A40-4X0-410L）

（08B40-T4R-U00A）
（08B40-0P0-A00）

¥105,840

¥4,320
¥3,086

ー

¥113,246
0.9H

（08A40-4X0-410L）

（08B40-T4R-U00A）
（08B40-0P0-A00）

¥105,840

¥4,320
¥3,086

ー
ー

¥113,246
0.9H

●
所定の時期に3回（毎年1回3年間）

2018年秋頃
フラッシュメモリー 16GB＋SDカード 8GB（音楽録音＋エンターテインメント用）

8.0型 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 

●
●（±R/±RW）

●
●（MP3/WMA/AAC）

●
●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/AVI）

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/AVI）

◎

●
◎

●（ワイドFM対応）
●

◎
●
●
●
◎

◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2017年4月
2016年9月
2016年9月 

●

●

フラッシュメモリー16GB
7インチ W-VGA

静電容量式タッチパネル
●

●（±R/±RW）
●

●（MP3/WMA/AAC）

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V）

●

●
●
●
●

●

●

◎

●（ダイナミックガイドライン）

●
◎
◎

＊1＊2＊3＊4＊5＊6＊8 （三菱電機製）

VXM-187VFEi
8インチ プレミアム インターナビ

■ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合

■オーディオレス車に装着する場合

※1

（08A40-5X0-410L）
（08B40-T4R-050B）
（08B40-T4R-X00C）
（08B40-0P0-A00）

¥194,400
¥10,800
¥4,320
¥3,086
¥212,606

1.2H

（08A40-5X0-410L）
（08B40-T4R-050B）
（08A22-7S0-C10）
（08B40-T4R-X00C）
（08B40-0P0-A00）

¥194,400
¥10,800
¥7,020
¥4,320
¥3,086
¥219,626

1.8H

●
所定の時期に3回（毎年1回3年間）

2018年秋頃
フラッシュメモリー8GB＋SDカード8GB（地図用）＋SDカード8GB（音楽録音用）

8.0型 W-VGA
静電容量式タッチパネル

●
●（-R/-RW）

●
●（MP3/WMA）

●
●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V）

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/M4V）

◎
◎
●
◎

●（ワイドFM対応）

●
◎
●
●
●

◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2016年12月
2016年10月
2016年11月

＊1＊2＊3＊4＊5＊6＊7 （パナソニック製）

※在庫無くなり次第販売終了
VXM-185VFEi

8インチ プレミアム インターナビ

※1

DVDビデオ再生

※字光式ナンバープレーとの同時装着はできません。※VXM-187VFEi/185VFEi/185VFi/184VFiに、より安定した受信が可能となる地上デジタルTV用フィルムアンテナ（オプション）をご用意しています。詳しくはP24をご覧ください。　

音楽再生
ビデオ再生
音楽再生
ビデオ再生

tuned by DIATONE SOUND
音の匠

USBメモリーデバイス対応※2

SDカード対応※2

メーカーオプションナビ ギャザズナビゲーション

＊1＊2＊3＊4＊5＊6＊8 （JVCケンウッド製）

VXM-184VFi
ベーシック インターナビ

（08A40-4X0-400L）

（08B40-T4R-U00A）
（08B40-0P0-A00）

¥127,440

¥4,320
¥3,086

ー

¥134,846
0.9H

（08A40-5X0-420L）

（08B40-T4R-U00A）
（08B40-0P0-A00）

¥165,240

¥4,320
¥3,086

ー

¥172,646
1.1H

（08A40-5X0-420L）

（08A22-7S0-C10）
（08B40-T4R-U00A）
（08B40-0P0-A00）

¥165,240

¥7,020
¥4,320
¥3,086

ー

¥179,666
1.7H

VXM-185VFi
スタンダード インターナビ

＊1＊2＊3＊4＊5＊6＊7 （パナソニック製）

（08A40-4X0-400L）

（08A22-7S0-C10）
（08B40-T4R-U00A）
（08B40-0P0-A00）

¥127,440

¥7,020
¥4,320
¥3,086

ー

¥141,866
1.5H

※1 ※1

●
所定の時期に3回（毎年1回3年間）

2018年秋頃
フラッシュメモリー8GB＋SDカード8GB（地図用）＋SDカード 8GB（音楽録音用）

7.0型 W-VGA
抵抗膜式タッチパネル

●
●（-R/-RW）

●
●（MP3/WMA）

●
●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/M4V）

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/M4V）

◎
◎
●

●（ワイドFM対応）

●
◎
●
●
●

◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2016年12月
2016年10月
2016年11月

●

フラッシュメモリー8GB
7.0型 W-VGA

抵抗膜式タッチパネル
●

●（±R/±RW）
●

●（MP3/WMA/AAC）

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/WMV/AVI）
◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/WMV/AVI）

◎

●

●（ワイドFM対応）

●
●
●

◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎

2017年4月
2016年9月
2016年9月

●

フラッシュメモリー8GB
7.0型 W-VGA

抵抗膜式タッチパネル

●（MP3/WMA/AAC）

●（MP3/WMA/AAC）
●（MP4/WMV/AVI）
◎（MP3/WMA/AAC）
◎（MP4/WMV/AVI）

◎

●

●（ワイドFM対応）

●

●

◎
◎
◎

◎

◎

◎

2017年4月
2016年9月
2016年9月

ギャザズナビゲーション

NAVIGATION ALL L INEUP

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

オススメ

01 05
高画質で見やすく、操作しやすい

大型の 8.0 型 HD 液晶モニターを採用。
「DIATONE SOUND」により高音質を追求したハイエンドモデル。 

インターナビと基本的な機能を搭載した
エントリーモデル。

スマートフォン感覚で操作できる
次世代インターナビ。

03 04
スマートフォンアプリ「Drive T@lker」との連携で、
音声による目的地検索に対応。ミュージックラック®を
搭載し、多彩なオプションに対応したスタンダードモデル。

ナビ画面を見やすい角度に調整できる
「逆チルト機構」を搭載。地上デジタル放送、
DVD再生にも対応したベーシックモデル。

02
見やすくて操作しやすい

大型の 8.0 型 W-VGAモニターを採用。
多彩なナビオプションに対応したハイエンドモデル。

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

9インチ リア席モニター　VM-155N　
（W-VGAモニター・ルーフ取付タイプ）〈リモコン付〉 アナログ接続

9インチW-VGAモニター。便利なLEDルームランプ付き。

■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8%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。

※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。WALKMAN®の
一部の機種には接続できません。最新のコントロール可能iPod、iPhoneおよびその他の接続可能機器
については http://www.honda.co.jp/navi/support/ をご覧ください。※接続するデジタル機器と
スマートフォンのアプリケーションの仕様により、HDMI接続で入力した映像・音声が出力されない場合
があります。■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。Apple CarPlay、iPod、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
■WALKMAN®はソニー株式会社の商標です。■HDMIはHDMI Licensing, LLCの商標です。

iPod/iPhoneやUSB機器などを車内で再生するためのコード

（消費税8%抜き ￥2,000）¥2,160
VTRコード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

08A16-0K0-010

10

0.4H

（消費税8%抜き ￥1,500）¥1,620
USBメモリーデバイスコード（コードの長さ：1m）

08A41-0N0-000

※コードを延長して使用したい場合に必要となります。

※VXM-187VFEi/184VFi/184Ciには装着できません。

06

（消費税8%抜き ￥1,300）¥1,404
AUX接続コード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

08A16-0N0-000

11

0.4H

（消費税8%抜き ￥2,000）¥2,160

※VXM-187VFEi/184VFi/184Ciには装着できません。

※VXM-184Ciには装着できません。

VTRコード
08A16-0K0-000

09

0.4H

1.7H

1.7H

本体　
取付アタッチメント

（消費税8%抜き 　￥57,000）

（消費税8%抜き   ￥10,000）

￥61,560
￥10,800

合計

08A20-5T0-740A

08B20-T4R-A40

（消費税8%抜き   ￥67,000）￥72,360

23 24

Lightningコネクタ装備のiPod/iPhone

音楽再生音楽再生

音楽・ビデオ再生

iPod/
iPhone

iPod/
iPhone

Lightning-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属）

ビデオ再生ビデオ再生

※ビデオ再生はできません。

WALKMAN® USBコード
（WALKMAN®に付属）

USB機器

USB接続ジャック

Apple CarPlayはVXM-187VFEi/185VFEi/185VFiのみ対応。

※VXM-185VFEi/185VFiのみ対応。

VTRコード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

AUX接続コード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

VTRコード

ポータブルオーディオプレーヤー／ビデオカメラ

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

音楽・ビデオ再生音楽・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

ポータブル
オーディオプレーヤー

ビデオカメラ

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

11

10

09

USBメモリー
デバイスコード

06 USB接続ジャック07

07

HDMI接続ジャック08

※ 　VTRコード、　 VTRコード、　 AUX接続コードは、いずれかの選択となります。09 10 11

ステアリングホイールのスイッチでオーディオ機能のモード切り替え、
選曲／選局、ボリューム操作などが行えます。

オーディオリモコンスイッチ
（照明付）

※メーカーオプションの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。
※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。

各¥3,780（消費税8%抜き 各￥3,500） 各0.6H

より安定した受信を可能にする追加用アンテナです。
VXM-187VFEi/185VFEi/185VFiでは、裏サーチ機能が
利用できます。

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）

※別途クリップ（91561-TV1-E11）が1個必要です。ただしナビ本体と同時装着する場合は必要ありません。

¥5,400（消費税8%抜き  ￥5,000） 0.9H
●VXM-187VFEi/185VFEi/185VFi/184VFi用

08A22-7L0-B10

ギャザズナビ／ギャザズオーディオ オーディオレス車

ギャザズナビ（ナビ装着用スペシャル
パッケージ装備車専用）

NAVIGATION OPTION

01

12

13

Photo：HYBRID　メーカーオプション装備車　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

USB接続ジャック07

※HDMI接続ジャックのコネクタは標準タイプです。

HDMI出力を搭載したデジタル機器

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

HDMI出力を
搭載した
デジタル機器

HDMIケーブル （別売） HDMI接続ジャック08

メーカーオプションナビ用  →P26

「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。

ETC2.0車載器
（ナビ連動タイプ／アンテナ分離型）

全タイプ

本体

取付アタッチメント 各1.6H

各1.6H

（消費税8%抜き  ￥18,000）

（消費税8%抜き  各￥7,000）

¥19,440

各¥7,560

合計

＊1 渋滞を回避するルートの誘導は行いません。 ＊2 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。

08E25-E5X-C00

（消費税8%抜き 各￥25,000）各¥27,000

取付位置：ドライバーロアカバー部　※メーカーオプションのHondaインターナビ装備車には装着できません。　※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。

02

充電機能／iPodコントロール機能付　

（消費税8%抜き 各￥6,000）各¥6,480
USB接続ジャック07

0.9H

0.8H
H HX
RS

08A51-T4R-A10　取付位置：アームレストコンソール内
08A41-0U0-000   取付位置：インストルメントパネルセンター下部

08A60-T4R-C00HXH 08A60-T4R-B00 08A60-T4P-G00　RS

（消費税8%抜き 各￥6,000）各¥6,480
HDMI接続ジャック（VXM-187VFEi/185VFEi用）08

0.9H

0.8H
H HX
RS

08A51-T4R-B10  取付位置：アームレストコンソール内
08A41-0U0-010   取付位置：インストルメントパネルセンター下部

ブラック内装／ブラウン内装用  08E26-T4R-D10
アイボリー内装用  08E26-T4R-D20

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＊1や安全運転支
援など、「ETC2.0」のサービス＊2を音声でご案内、ETCカードの有効期限切れもお知らせします。

発話型ETC2.0車載器
（GPS付／アンテナ分離型）

本体

取付アタッチメント 各1.6H

各1.6H

（消費税8%抜き  ￥25,000）

（消費税8%抜き  各￥6,000）

¥27,000

各¥6,480

合計

 08E25-PB5-B00

（消費税8%抜き 各￥31,000）各¥33,480

03

ブラック内装／ブラウン内装用  08E26-T4R-B10
アイボリー内装用  08E26-T4R-B20

06 11～

ナビゲーションロック（マックガード社製）

警告ステッカー

＊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。

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。

ボルト２本入り、警告ステッカー2枚付

¥3,086（消費税8%抜き ￥2,858）  0.4H*  08B40-0P0-A00

14

■「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、2016年4月から首都圏の一部道路で、ETC2.0車載器を装着した車両を対象に、割引も実施されています。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。

USBメモリー
デバイス

音楽再生音楽再生

Apple CarPlayApple CarPlay

ギャザズナビfor

ギャザズナビfor

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。

ETC車載器 ナビ連動タイプ
（アンテナ分離型）

本体

取付アタッチメント 各1.3H

各1.3H

（消費税8%抜き  ￥15,200）

（消費税8%抜き  各￥6,000）

¥16,416

各¥6,480

合計

08E23-E34-C01

（消費税8%抜き 各￥21,200）各¥22,896

04

ブラック内装／ブラウン内装用  08E24-T4R-D10
アイボリー内装用  08E24-T4R-D20

ギャザズナビfor

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。

ETC車載器 音声ガイドタイプ
（アンテナ分離型）

本体

取付アタッチメント 各1.6H

各1.6H

（消費税8%抜き  ￥10,000）

（消費税8%抜き各￥2,500）

¥10,800

各￥2,700

合計

08E23-E34-B03

（消費税8%抜き 各￥12,500）各￥13,500

05

ブラック内装／ブラウン内装用  08E24-T4R-B10
アイボリー内装用  08E24-T4R-B20

ギャザズナビfor

ギャザズナビfor

for

for

全タイプ

ETCセキュリティ規格変更について
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車載器は、新セキュリティ規格に対応しております。詳しくは、http://www.honda.co.jp/ACCESS/ETC/ をご覧ください。

Lightning-USBケーブル＊（iPod/iPhoneに付属）

HDMIケーブル （別売）
Apple社製デジタルAVアダプタ（別売） ＊使用しながら充電する場合のみ必要。

USB接続ジャック＊07

※VXM-184VFi/184Ciには装着できません。
※標準装備のルームランプ（2列目）を取り外し装着となります。
※LEDルーフ照明、LEDルームランプ、プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明、
「ナノイー」うるケア・ヴェールライトとの同時装着はできません。
※ナビゲーションの画面やドライブレコーダーの映像・画像はリア席モニターには表示されません。
※ルーフライニング色とは異なります。
※HDMI接続でナビゲーションに入力した映像・画像はリア席モニターには表示されません。
※リア席モニター付属のリモコンで、ナビゲーションの機能をコントロールすることはできません。

リモコン　

モニター収納時

ランプ点灯時

■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。

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



バンパー前端より
①:約0.5m ②:約1.0m ③:約1.5m

車両左側端より
A:約0.25m

ガイド線表示距離

夜間ノーマルビュー トップダウンビュー

車両左前方を表示する標準的な
ビューです。

真上から見下ろしたような視野範囲。
障害物との距離感がつかみやすい
ビューです。

ヘッドライトを点灯することにより、
夜間や暗い場所でも左前方の状況を
表示します。

取付位置

　③
　②
　①
A

視野範囲イメージ図 ※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。
※画面にはガーニッシュ部が映り込みます。

取付位置

トップダウンビューノーマルビュー ワイドビュー

約3m
約2m
テールゲート開閉可能位置目安
約0.5m

ガイド線表示（車両後端より）

取付位置

※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。

従来のリアカメラと同様の標準的な
ビューで表示します。

約180 を゚見渡せるワイドな視野範囲。
後方側方も広範囲に表示できます。

真上から見下ろしたような視野範囲。
停止位置との距離感がつかみやすい表示です。

後方側方の車両が接近するまで見えにくい。後方側方の車両が遠方でも見やすい。

リアワイドカメラシステム
カラーCMOSカメラ（約30万画素） ／3ビュー切り替え、ガイド線表示あり

3種類の表示で、後方確認をサポート。

フロントカメラシステム
カラーCMOSカメラ（約120万画素）

左右の見通しが悪い場所での視界をサポート。

本体

取付アタッチメント 1.5H

各1.5H

（消費税8%抜き　 ￥30,000）

（消費税8%抜き　    ￥7,000）

（消費税8%抜き　 各￥3,500）

¥32,400
¥7,560
各¥3,780

合計

08A21-6J0-000

08B75-T4R-A00

ライセンスフレーム（フロント用）
●メッキタイプ 08P25-EJ5-000A

●カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック） 08P25-EJ5-010C

※メーカーオプションのHonda インターナビ装備車には装着できません。
※VXM-184Ciには装着できません。
※コーナーカメラシステム（2ビュー）との同時装着はできません。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

本体（取付アタッチメント含む）

ライセンスガーニッシュキット 各2.6H

各2.6H

（消費税8%抜き　 ￥20,000）

（消費税8%抜き 各￥8,000）

¥21,600
各¥8,640

合計

08A77-T4R-000

※メーカーオプションの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。
※字光式ナンバープレート、リアカメラ de あんしんプラスとの同時装着はできません。
※ナンバープレート封印前の装着となります。

コーナーカメラシステム（２ビュー）
カラーCMOSカメラ（約120万画素） ／2ビュー切り替え、ガイド線表示あり

確認しにくい左フロントコーナーの様子をモニター表示。

本体

取付アタッチメント 1.5H

1.5H

（消費税8%抜き ￥25,000）

（消費税8%抜き   ￥7,000）

¥27,000
¥7,560

合計

08A76-6S0-200

08B76-T4R-A00

※メーカーオプションのHonda インターナビ装備車には装着できません。
※VXM-184Ciには装着できません。
※フロントセンサー、センサーインジケーターパッケージ（フロント用）、コーナーポール、フロント
カメラシステムとの同時装着はできません。

ギャザズナビ／WX-171CP／WX-171C用

ギャザズナビ

セレクトノブを　の位置に入れると、自動的に画面がカメラ映像に切り替わ
ります。後退時、ガイド線付きの画面で後方の視界をサポートします。
・画面に表示されるビュー切り替えボタンを操作することで、ノーマルビュー、
ワイドビュー、トップダウンビューの切り替えが可能。
・ガイド線なしも選択可能。

R

クルマの左右、前方の状況をナビ画面に表示します。樹木やブロック塀など
で左右の見通しが悪い場所や、前方下方部の視界をサポートします。
・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。

※広角レンズを使用しているため、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。

※雨滴などがカメラ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合が
あります。

※広角レンズを使用しているため、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。
※コーナーカメラシステム（2ビュー）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。
※雨滴などがカメラ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があり
ます。夜間や暗い場所では必ずヘッドライトを点灯して使用してください。
※強い光がカメラに差し込んでいるときに、光源の周囲が白くぼやけるハレーション現象が起こることがあ
ります。

※広角レンズを使用しているため、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。
※リアワイド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。
※雨滴などがカメラ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合が
あります。

※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。

（消費税8%抜き 各￥40,500）各¥43,740

（消費税8%抜き  各￥28,000）各¥30,240

（消費税8%抜き ￥32,000）¥34,560

狭い路地や駐車場などでクルマの左前方の視界をサポートします。
・ナビ画面に表示されるビュー切り替えボタンを操作することにより、
　ノーマルビュー、トップダウンビューの切り替えが可能。
・登録した地点で、自動的にカメラ映像の切り替えが可能。
・リアワイドカメラを同時装着した場合、後退時にナビ操作でコーナー
　カメラ表示、リアワイドカメラ表示の切り替えが可能。

※別途クリップ（91561‐TV1‐E11）が1個必要です。

FM-VICS機能に加え、一般道用の光ビーコン、高速道用の
電波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。

VICS光・電波ビーコンユニット
安全運転支援システム（DSSS）対応

¥32,184（消費税8%抜き ￥29,800）  0.6H  08A57-T5A-000

●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。

●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。）
●電波ビーコンによる情報提供は2022年3月31日に終了し、ITSスポットによる情報提供に移行されます。光ビーコン
による情報は継続して提供されます。

9インチ リア席モニター　VM-155N　
（W-VGAモニター・ルーフ取付タイプ）〈リモコン付〉アナログ接続

9インチW-VGAモニター。便利なLEDルームランプ付き。

1.7H（消費税8%抜き 　￥67,000）￥72,36005

メーカーオプションナビ

■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8%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。

ギャザズナビ用  →P23

01

03

04

02
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NAVIGATION OPTION & AUDIO

Photo：HYBRID　アクセサリー装着車　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

08B77-T4R-＊＊＊08B77-T4R-＊＊＊ 08B77-T4P-＊＊＊RSH HX

モダンスティール・メタリック
プレミアムディープロッソ・パール
コバルトブルー・パール
プレミアムブルーオパール・メタリック
クリスタルブラック・パール
マンダリンゴールド・メタリック
ホワイトオーキッド・パール
スーパープラチナ・メタリック

NH-797M
R-543P
B-553P
B-578M
NH-731P
YR-607M
NH-788P
NH-704M

＊＊＊
AA0
-
-
AD0
A20
-
A80
-

■カラーコード表 ＊＊＊
AA0
AB0
-
AD0
A20
A70
A80
A90

＊＊＊
AA0
AB0
AC0
-
A20
A70
A80
A90

●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

※取付アタッチメント￥10,800（消費税8%抜き ￥10,000) 　1.7H　 08B20-T4R-B40を含んだ金額です。

デュアルサイズ オーディオ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6  （ JVCケンウッド製）

CD/CD-R/CD-RW MP3/WMA/AAC

USB、iPod/iPhone（フロント接続） 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） 日本語表示

CD/CD-R/CD-RW MP3/WMA/AAC

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）

iPod/iPhone音楽再生に対応。大型モニターで
操作しやすいCD/USBチューナー。

1DINサイズ オーディオ

＊1 ＊2 ＊5 ＊6  （ JVCケンウッド製）

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。

¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000） 08A00-4W0-250

CD/USBチューナー 
WX-174CU 最大出力：50W×4

06 CDチューナー 
CX-174C 最大出力：50W×4

07
ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車／
オーディオレス車

ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車／
オーディオレス車

（消費税8%抜き ￥15,000）

本体 （消費税8%抜き ￥14,000）

（消費税8%抜き   ￥1,000）

¥15,120
¥1,080

合計

08A02-4W0-100

オーディオポケット 08A36-0C0-101

¥16,200

0.4H*

0.4H*0.4H*

0.5H 0.5H

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車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。

＊ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合、　　　となります。
　サブアタッチメント￥216（消費税8％抜き ￥200） 08B00-E4V-T00が別途必要です。

＊ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合、　　　となります。
　サブアタッチメント￥216（消費税8％抜き ￥200）08B00-E4V-T00が別途必要です。

●オーディオレス車に装着する場合

●オーディオレス車に装着する場合

 08A20-5T0-740A

for

for

ギャザズナビfor

for

for for

フロントカメラ

※カラーコード表★付カラーは￥2,160（消費税8％抜き ￥2,000）高となり、表示価格には含まれません。

★

★

★
★

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

■画面はすべてハメコミ合成です。 ■センサーインジケーター類は撮影のため、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。
●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。 ●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。27 28

センサーインジケーターの
機能紹介ムービー公開中
左記のQRコードからアクセスできます。

フロントセンサー
インジケーターの
反応範囲イメージ図

リアセンサー
インジケーターの
反応範囲イメージ図

センサー感知範囲
フロントイメージ図

センサー感知範囲
リアイメージ図

※センサー直近約20cm以下では感知しない場合があります。※障害物の種類や状況により感知しない場合があります。※安全のため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。

■センサーインジケーターの反応範囲と光り方

※センサー直近約20cm以下では反応しない場合があります。 ※センサーインジケーターは撮影のために点灯したものです。※安全のためセンサーインジケータ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。

発光部位
距離

フロント／
リアコーナー ① フロント／リアセンター ② フロント／

リアコーナー ③
最遠距離

約100cm～60cm（フロント）
約150cm～60cm（リア）

遠距離
約60cm～45cm

反応せず 水色点灯 水色点灯 反応せず

黄緑点灯 黄緑点灯 黄緑点灯 黄緑点灯

発光部位
距離

フロント／
リアコーナー ① フロント／リアセンター ② フロント／

リアコーナー ③

中距離
約45cm～35cm

短距離
約35cm以下

黄点灯 黄点灯 黄点灯 黄点灯

橙点灯 橙点灯 橙点灯 橙点灯

反応イメージ 反応イメージ

■フロントセンサー ■リアコーナーセンサー＆バックソナー

■フロントセンサーインジケーター ■リアセンサーインジケーター

¥6,480（消費税8%抜き ￥6,000）  1.0H*  08V66-T4R-000G
＊フロントセンサーと同時装着する場合、 0.5Hとなります。
※フロントセンサー装着車に装着できます。
※別途クリップ（91561-TV1-E11）が2個必要となります。

¥6,480（消費税8%抜き ￥6,000）  1.5H*  08V67-E3V-000A
＊リアコーナーセンサー＆バックソナーと同時装着する場合、0.7Hとなります。
※リアコーナーセンサー＆バックソナー装着車に装着できます。

本体

取付アタッチメント 1.7H

（消費税8%抜き  各￥16,000）

（消費税8%抜き　  ￥16,000）

（消費税8%抜き  各￥16,000）

（消費税8%抜き  　￥16,000）

各¥17,280

¥17,280

各¥17,280

¥17,280

合計

08V66-T4R-000A 08V67-T4R-000A

本体

取付アタッチメント 1.6H

センサー（超音波感知システム・４センサー）

クルマと障害物との距離によって3種類の警告音でお知らせ。狭い道での右左折や縦列駐車などに便利。

全タイプセンサーインジケーター（感知距離別LED発光／左右セット）

センサーからの信号と連動し、同方向のインジケーターが点灯。障害物との距離によって、3～4段階の光でお知らせ。

全タイプ

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。 

（消費税8%抜き 各￥32,000）各¥34,560 合計 （消費税8%抜き 各￥32,000）各¥34,560

フロントまたはリアのセンサー単品価格でパッケージ（センサー+インジケーター）をご購入いただけます＊。
＊装着に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。

センサーインジケーターパッケージがお得！

+フロント用 フロントセンサー フロントセンサーインジケーター

+リア用 リアコーナーセンサー＆バックソナー リアセンサーインジケーター

■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。Apple CarPlay、iPod、
iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■iOSは、米国および他の国々で登録されたCisco Systems, Inc.の商標です。■DDLinearは、アルパイン株式会社の登録商標です。■Androidは、Google Inc.
の商標です。
＊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 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。
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、記録時及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恐れがあり、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。 詳しくは「Gathers総合カタログ」もしくはhttp://www.honda.co.jp/navi/jade/をご覧ください。

6.1型 W-VGA Bluetooth®（ハンズフリー・音楽再生）

iPhoneアプリ連携 CD/CD-R/CD-RW

TV（ワンセグ）・AM/FM ラジオ（ワイドFM対応） HDMI（480p/480i）

リアワイドカメラ、オーディオ
リモコンスイッチ 　　　　

USB、iPod/iPhone
（音楽）対応 

オーディオ オプション

スピーカー

AUX接続コード
（両側ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

ポータブルオーディオプレーヤー等を
接続するコードです。

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着はできません。

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着はできません。

17cmネオジウムデュアルスピーカー
GS-1120DL

フロント／リア共用 左右セット

17cmネオジウム2WAYスピーカー
GS-1120XL

フロント／リア共用 左右セット

ツィーター
中高音域の広がりを生むツィーターです。

フロント用 左右セット

ギャザズ オーディオ

¥1,080（消費税8%抜き ￥1,000）  08A16-0K0-020
￥1,620（消費税8%抜き ￥1,500）  08A41-0N0-000

¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000）  0.4H  08A38-TY0-A00

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）  0.4H  08A38-TY0-B00

¥9,720（消費税8%抜き ￥9,000）  1.1H  08A55-T4R-000

全タイプ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6  （アルパイン製）

ワンセグ視聴、リアワイドカメラシステムに対応。
多彩なメディアを楽しめるオーディオ。

【WX-171CP 連携ナビゲーション使用上のご注意】
●動作確認済みのiPhone、iOSのバージョンについては、http://www.honda.co.jp/navi/support/を
ご覧ください。※Android端末は非対応です。iPhoneまたは「iOS」の仕様が変更となった場合は、iPhone
連携機能が使えなくなる場合があります。●連携ナビゲーションを行うには、対応iPhoneへ専用アプリ
「internavi POCKET」「Smartphone Connection」をインストールする必要があります。※「internavi POCKET」
をご利用いただくには、別途インターナビへの会員登録が必要です。※連携ナビゲーションを行うには、別売の
HDMIケーブル、Apple社製「デジタルAVアダプタ」が必要です。※「internavi POCKET」カーナビ機能のご利用
には別途オプション購入が必要になります。※安全のため、携帯電話の操作は必ず安全な場所に停車させてから
行ってください。※「internavi POCKET」が提供する情報は参考情報となります。実際の交通規制と異なる場合
は、実際の交通規制に従って走行してください。※ナビゲーション機能はiPhoneに依存した機能です。電波の受信
状況が不安定なトンネル、ビルの谷間などでは地図表示が遅れたり、自車位置がずれる場合があります。※ご利用
には通信費が発生いたします。必ず各携帯電話会社のパケット定額サービスにご加入ください。

オプション

リアワイドカメラ、オーディオ
リモコンスイッチ 　　　　

USB、iPod/iPhone
（音楽）対応

オプション

6.1型 W-VGA CD/CD-R/CD-RW

TV（ワンセグ）・AM/FM ラジオ（ワイドFM対応）

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6  （アルパイン製）

WX-171CP
アプリ連携

■連携アプリを起動する場合

Apple社製 デジタルAVアダプタ （別売）

HDMIケーブル （別売）

※使用しながら充電する場合
USBケーブル（iPhoneに付属）

WX-171CP/C
音楽再生

■iPod/iPhoneを接続する場合

USBケーブル（iPod /iPhoneに付属）

※USBメモリーデバイスコードとの同時使用はできません。
連携ナビゲーション使用中の場合、iPhone内の音楽を聴くことはできません。
※充電および画面でのコントロールができます。

ディスプレイオーディオ
WX-171CP（ピアノブラック）

ディスプレイオーディオ・ベーシックモデル
WX-171C（ガンメタリック）最大出力：40W×4最大出力：40W×4　

※充電および画面でのコントロールができます。

お得なパッケージセンサーインジケーターパッケージ

単品価格での合計 ¥41,040 パッケージ価格  各¥34,560
（消費税8%抜き ￥38,000）

単品価格での合計 ¥41,040 パッケージ価格  各¥34,560
（消費税8%抜き ￥38,000）

Honda純正ナビアプリ「インターナビ ポケット」を起動したiPhoneと連携しナビ
ゲーション画面を表示。Bluetooth®ハンズフリー通話／音楽再生対応モデル。

約100～45

約45～35

約35以下

約60～45

約45～35

約35以下

約60～45

約45～35

約35以下

センサー感知範囲（単位：cm）

ピッ、ピッ、ピッという遅い断続音

ピ、ピ、ピという早い断続音

ピーという連続音

電子ブザー音
フロントセンター フロントコーナー

約150～45

約45～35

約35以下

バックソナー リアコーナー

 （消費税8%抜き 各￥32,000） 各2.3H

 （消費税8%抜き 各￥32,000）  各2.2H

01

07 USBメモリーデバイスコード08

￥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）

オーディオリモコンスイッチ
（照明付）09

04

02

01

01

02

02

01

05

06

02

オーディオレス車用

オーディオレス車用

各1.7H 各1.6H

ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車／
オーディオレス車

ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車／
オーディオレス車

0.6H 

全タイプ

ポータブル
オーディオ
プレーヤー

WX-174CU
CX-174C
音楽再生

WX-171CP
WX-171C
音楽・ビデオ再生
WX-174CU
音楽再生

USBメモリー
デバイス

※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。

※メーカーオプションの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。
※ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着はできません。

ハイグレードスピーカーシステム03

→P25オプション リアワイドカメラシステム（カラーCMOSカメラ＜約30万画素＞／3ビュー切り替え、ガイド線表示あり）

DRIVING SUPPORTAUDIO

①

②

③ ①

②

③

詳しくは  →P24 をご覧ください。

＜取付アタッチメント含む＞

＜取付アタッチメント含む＞

H HX RS08V66-T4R-＊＊＊K 08V66-T4R-＊＊＊K 08V66-T4R-＊＊＊K H HX RS08V67-T4R-＊＊＊K 08V67-T4R-＊＊＊K 08V67-T4R-＊＊＊K

※コーナーカメラシステム（2ビュー）、コーナーポールとの同時装着はできません。

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※オーディオレス車に装着する場合、デジタルTV用フィルムアンテナ（ワンセグ放送用）
￥3,780（消費税8％抜き ￥3,500）08A22-7L0-A10が別途必要となり、 0.9Hとなります。

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※オーディオレス車に装着する場合、デジタルTV用フィルムアンテナ（ワンセグ放送用）
￥3,780（消費税8％抜き ￥3,500）08A22-7L0-A10が別途必要となり、 0.9Hとなります。

＊＊＊

＊＊＊

H 08Z47-T4R-＊＊＊C HX RS08Z47-T4R-＊＊＊C 08Z47-T4R-＊＊＊C

H 08Z47-T4R-＊＊＊D HX RS08Z47-T4R-＊＊＊D 08Z47-T4R-＊＊＊D

本体 （消費税8%抜き ￥51,000）

（消費税8%抜き   ￥4,000）

¥55,080
¥4,320

合計

08A00-1W0-400

取付アタッチメント 08B40-T4R-U00A

0.6H

0.6H（消費税8%抜き ￥55,000）¥59,400

●ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合
0.6H

0.6H

本体 （消費税8%抜き ￥41,500）

（消費税8%抜き   ￥4,000）

¥44,820
¥4,320

合計

08A00-1W0-410

取付アタッチメント 08B40-T4R-U00A

（消費税8%抜き ￥45,500）¥49,140

●ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着する場合

アルパイン製

ツィーター

1.2H* ￥44,280（消費税8%抜き ￥41,000） 08A39-1U0-900A

＊オーディオレス車に装着する場合、ツィーターアタッチメント￥4,320（消費税8％抜き ￥4,000）08B55-T4R-000が
　必要となり、標準取付時間は2.1Hとなります。
※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※フロント／リア用スピーカー（GS-1120DL/GS-1120XL）、ツィーターとの同時装着はできません。

6スピーカーセット（フロント4スピーカー＋リア2スピーカー）

for for

 for

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。 ※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

クリスタルブラック・パール
マンダリンゴールド・メタリック
ホワイトオーキッド・パール
スーパープラチナ・メタリック

NH-731P
YR-607M
NH-788P
NH-704M

モダンスティール・メタリック
プレミアムディープロッソ・パール
コバルトブルー・パール
プレミアムブルーオパール・メタリック

NH-797M
R-543P
B-553P
B-578M

＊＊＊
0A0
-
-
0D0

＊＊＊
0A0
0B0
0C0
-

＊＊＊
0A0
0B0
-
0D0

＊＊＊
020
070
080
090

＊＊＊
020
-
080
-

＊＊＊
020
070
080
090

■カラーコード表

★

★
★
★

フロント用 リア用

DDリニア磁気回路と独自の素材・形状により、音源本来の臨場感溢れる
サウンドが味わえる、ハイグレードスピーカー。VXM-187VFEi/185VFEi/
185VFiとの組み合わせにより、JADE専用音響チューニングに対応。

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



■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7kg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、お子様の体への負担を軽減します。

～13kg

●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。 ●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。

〈使用上の注意〉  
※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、条例により罰則を受ける場合が
　ありますのでご注意ください。
※HYBRID車の場合、車両状態や使用環境によりリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し
てもエンジンが始動しない場合があります。また、エンジンスターターによる暖機中に「エンジン
始動→停止」、「エンジン停止→始動」する場合があります。 

■エアコンとの連動をオンにしておけば、窓の霜や氷を溶かすなどエアコンが自動的に作動します。
オフの場合、前回使用時の設定で作動します。 
■アンサーバック機能により、車両の状態をディスプレイで確認できます。
●エンジン始動／停止 ●暖機運転残時間　　●ドアロック／アンロック
●セキュリティ警報履歴　 ●室内温度 ●その他（リモコン電池残量）
■電波到達距離：見通しの良い場所では、約250ｍ以内、ただし周囲の状況により異なります。

リモコンエンジンスターター

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動。室内の温度を快適に。
始動後、約10分でエンジンは自動停止します。

各¥60,480（消費税8%抜き 各￥56,000） 各1.2H
オプション

ISOFIXチャイルドシート クルマにあらかじめ装備されているロアアンカレッジに連結。
国際規格「ISOFIX」の固定方式を採用したチャイルドシートです。

詳しくは、専用カタログもしくは http://www.honda.co.jp/childseat/ をご覧ください。

※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。

取付位置：Honda SENSING装備車=運転席側中央上部／Honda SENSING装備無し車=ルームミラー右側

シートベルト固定タイプチャイルドシート

お子様との楽しいドライブは、安全運転とHondaのチャイルドシートからはじまります。

●洗えるシートカバー
●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
※シートベルト固定では使用できません。

Honda ISOFIX Neo
（サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用）
準汎用型ISOFIXチャイルドシート

乳児用シート
として使用時

幼児用シート
として使用時

¥75,600（消費税8%抜き ￥70,000） 08P90-E2P-001
●洗えるシートカバー
●難燃性素材使用
●5点式ハーネス採用
※シートベルト固定でも使用できます。
※ユーティリティベルトとの同一座席での同時使用はできません。

Honda Kids ISOFIX
（トップテザータイプ／幼児用）
汎用型ISOFIXチャイルドシート

¥71,820（消費税8%抜き ￥66,500） 08P90-E13-002B

●洗えるシートカバー
●難燃性素材使用
●5点式ハーネス採用

スタンダード
（乳児用・幼児用兼用）

¥34,020（消費税8%抜き ￥31,500）
08P90-E1B-000

●洗えるシートカバー
●難燃性素材使用
●移動の際に便利なキャリーハンドル付
●取り外し可能なサンシェード付

Honda Baby ISOFIX
（サポートレッグタイプ／乳児用）
準汎用型ISOFIXチャイルドシート

※シートベルト固定でも使用できます。
※シートベルト固定でお使いの場合は、下側のISOFIXベースを
取り外しての装着となります。

¥79,380（消費税8%抜き ￥73,500） 08P90-E4R-000

●洗えるシートカバー
●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

Hondaジュニアシート
（学童用）

¥39,960（消費税8%抜き ￥37,000）
08P90-E4R-001A

■シートの座面を保護するクッション

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）

¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000） 08P90-SR4-C00

ネストクッション
¥4,860（消費税8%抜き ￥4,500） 08P90-E1B-000A

■お子様の体格により上記の表（ご使用の目安）と合わない場合があります。 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 〈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エアバッグからできるだけ遠ざけて取り付けてく
ださい。■ご使用可能なお子様の目安：[幼児用]体重9kg～18kgのお子様（生後9ヶ月～4歳頃）で一人座りができ、首が安定したお子様、座ったときチャイルドシートによってお子様が支えられること。[学童用]体重
15kg～36kgのお子様（3歳～12歳頃）で一人座りができるお子様、座ったときチャイルドシートによってお子様が支えられること。※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。※装置リコール対象商品のため、登録カードを使ってHondaでの情報把握を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。

全タイプ

全タイプ

12歳頃

～150cm位

～9kg ～36kg

3～4歳頃

～100cm位～70cm位

生後9ヶ月頃参考年齢

体重

参考身長

シートベルト
固定タイプ
チャイルドシート

ISOFIX
チャイルドシート

※身長と年齢は参考です。

スタンダード
乳児用シートとして使用

幼児用シートとして使用

15～18kg

Hondaジュニアシート

Honda ISOFIX Neo

乳児用シートとして使用

Honda Baby ISOFIX 

幼児用シートとして使用

お子様の体格によるご使用の目安 チャイルドシート適用表
取付位置

品　名

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

（学童用）

Honda Baby ISOFIX

Honda Kids ISOFIX

Honda Baby ISOFIX

Honda Kids ISOFIX

Honda ISOFIX Neo

スタンダード

Hondaジュニアシート

ISOFIX
チャイルド
シート

シートベルト
固定タイプ
チャイルド
シート

左右席
3列目シート

後向き前向き

×

×

×

×

×

○

×

○

○

×

×

×

×

○

×

○

×

×

（スタンダード用）

左右席
2列目シート

後向き前向き

×

○

×

○

×

○

×

○

○

○

×

○

×

○

×

○

×

×

助手席
1列目シート

後向き前向き

×

×

×

×

×

×（注）

×

×（注）

×（注）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Honda ISOFIX Neo

生後18ヶ月頃

～85cm位

Honda Kids ISOFIX

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。

29 30

CHILD SEAT

05

08E92-T4R-A00 08E92-T4P-A00RSH HX

●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

※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。

●VXM-187VFEi/184VFi/184Ci用

￥30,240（消費税8%抜き ￥28,000） 1.1H 08E30-PA2-B00

●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。●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。●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。

※1 別途クリップ（91561-TV1-E11）が1個必要です。※2 メーカーオプションのHonda インターナビ装備車には装着できません。※3 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。※4 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。※5 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。※6 G（衝撃）を検知して記録した動画は指定の上限まで保護され
ます。指定の上限を超えた場合は古い順に自動消去されます。※7 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。※8 必ず同梱のmicro 
SDカードをご使用ください。※9 GPS受信環境により周辺地図や車速、自車位置などを記録できない場合や正しい自車位置を表示しない場合があります。※10 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。※11 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。

※1 ※2 ※3 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11

ドライブレコーダー
（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〉01

型式指定番号 E43 44R-040004

型式指定番号 E4 04443812 型式指定番号 E43 44R-040006

型式指定番号  E1  04301133 型式指定番号 E1 04301146

ギャザズナビfor

録画した動画の確認や操作がしやすい
ナビ連動モデル。
●VXM-185VFEi/185VFi用

※1 ※2 ※3 ※5 ※6 ※7
※8 ※9 ※10 ※11

ドライブレコーダー
（ナビ連動タイプ）〈取付アタッチメント含む〉02

ギャザズナビfor

DRIVING SUPPORT

駐車時録画機能

解像度

画素数
画像処理技術
常時録画

常時録画時間

イベント記録保護（記録時間）
件数

静止画撮影

フレームレート

記録方式
本体サイズ
画角
GPS

パソコン動作環境
推奨OS
再生ソフト

̶
1280╳720（高画質モード）
640╳360（標準モード）

約92万画素
WDR
○

約128分（高画質モード）
約925分（標準モード）
○ （前後約3分間）

SDカード空き容量による
○

28FPS（高画質モード）
14FPS（標準モード）

MP4（動画）／JPEG（静止画）
幅約5.5╳長さ約8.5╳高さ約3.6cm

115°（水平）╳65°（垂直）
○ （ナビ機能）

Windows 7/8/8.1
Windows Media Player等

̶

1280╳720

約130万画素
WDR
○

約200分（標準モード）
約400分（長時間モード）

○ （約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉）
20件
̶

30FPS（標準モード）
15FPS（長時間モード）

AVI
幅約6.5╳長さ約6.5╳高さ約3.7cm

110°（水平）╳73°（垂直）
̶

Windows 7/8/8.1/10
Windows Media Player等

○

1920╳1080

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
○

28FPS

MP4（動画）／JPEG（静止画）
幅約5.5╳長さ約8.4╳高さ約3.6cm

117°（水平）×70°（垂直）
○ （ナビ機能）

Windows 7/8/8.1/10
付属の専用ビューアーソフト

̶

1920╳1080

約400万画素
HDR
○

約90分（標準モード）
約180分（長時間モード）

○ （約20秒間〈前約12秒／後約8秒〉）
20件
̶

30FPS

MP4
幅約6.5╳長さ約6.5╳高さ約3.7cm

130°（水平）╳73°（垂直）
○

Windows 7/8/8.1/10
付属の専用ビューアーソフト

ドライブレコーダー01 ドライブレコーダー02 ドライブレコーダー03 ドライブレコーダー04

■駐車時録画モード

＊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4秒後から約60秒間の動画を記録、最大10件まで保護します。 

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

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（パワー）スイッチオフ エンジン（パワー）スイッチオン

衝撃

ナビ画面再生イメージ

SDカード
変換アダプタ

本体

micro SDカード
（16GB）

GPSと約400万画素CMOSセンサーを搭載。
Full HD記録が可能な高画質モデル。

※1 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10

ドライブレコーダー
（GPS／液晶モニター付）〈取付アタッチメント含む〉03

2.4インチ液晶モニター搭載。
基本機能に対応したエントリーモデル。

ドライブレコーダー
（液晶モニター付）〈取付アタッチメント含む〉04

全タイプ 全タイプ

再生イメージ
本体

SDカード
変換アダプタ

micro SDカード（8GB）

本体

SDカード
変換アダプタ

micro SDカード

￥27,000（消費税8%抜き ￥25,000） 1.4H 08E30-PA2-A00

￥27,000（消費税8%抜き ￥25,000） 1.2H 08E30-E5X-000 ※1 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※10

￥21,384（消費税8%抜き ￥19,800） 1.4H 

08E30-E7X-004　

03（16GB） 04（8GB）

2018年3月上旬発売予定

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。■メーター類は撮影のため点灯。■画面はハメコミ合成です。
●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。 ●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。

￥17,280 （消費税8%抜き ￥16,000） 

¥34,560 （消費税8%抜き ￥32,000） ¥34,560 （消費税8%抜き ￥32,000）

フロントロアガーニッシュ

￥38,880 （消費税8%抜き ￥36,000） 
テールゲートスポイラー

お得なパッケージエクステリアパッケージ

お得なパッケージセンサーインジケーターパッケージ

お得なパッケージ収納パッケージ

単品価格での合計 ¥24,840 パッケージ価格  ¥19,440
（消費税8%抜き ￥23,000）  （消費税8%抜き ￥18,000）  0.5H  08Z47-T4R-000E

￥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）
ラゲッジカバー

￥14,040（消費税8%抜き ￥13,000）
ラゲッジトレイ

フロントセンサーインジケーター

リアコーナーセンサー＆バックソナー
（取付アタッチメント含む）

フロントセンサー
（取付アタッチメント含む）

リアセンサーインジケーター
¥6,480 （消費税8%抜き ￥6,000） ¥6,480 （消費税8%抜き ￥6,000）

■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。

31 32

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

全タイプ

全タイプ

全タイプ

LEDスピーカーリング&
ドアポケットイルミネーション

￥10,800 （消費税8%抜き ￥10,000）

フットライト　

￥32,400 （消費税8%抜き ￥30,000）

P09

P12

P28

P14

PACKAGE

■センサーインジケーターは撮影のため、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。

クリスタルブラック・パール
マンダリンゴールド・メタリック
ホワイトオーキッド・パール
スーパープラチナ・メタリック

NH-731P
YR-607M
NH-788P
NH-704M

モダンスティール・メタリック
プレミアムディープロッソ・パール
コバルトブルー・パール
プレミアムブルーオパール・メタリック

NH-797M
R-543P
B-553P
B-578M

＊＊＊
0A0
-
-
0D0

＊＊＊
0A0
0B0
0C0
-

＊＊＊
0A0
0B0
-
0D0

＊＊＊
020
070
080
090

＊＊＊
020
-
080
-

＊＊＊
020
070
080
090

■カラーコード表

モダンスティール・メタリック
プレミアムディープロッソ・パール
コバルトブルー・パール
プレミアムブルーオパール・メタリック

NH-797M
R-543P
B-553P
B-578M

＊＊＊
0A0
-
-
0D0

■カラーコード表 ＊＊＊
0A0
0B0
-
0D0

＊＊＊
0A0
0B0
0C0
-

クリスタルブラック・パール
マンダリンゴールド・メタリック
ホワイトオーキッド・パール
スーパープラチナ・メタリック

NH-731P
YR-607M
NH-788P
NH-704M

＊＊＊
020
-
080
-

＊＊＊
020
070
080
090

＊＊＊
020
070
080
090

￥30,240 （消費税8%抜き ￥28,000） ￥21,600 （消費税8%抜き ￥20,000）
センターコンソールイルミネーション
H HX RS

お得なパッケージ光のアイテムパッケージ

単品価格での合計 ¥73,440 パッケージ価格  ¥58,320
（消費税8％抜き ￥68,000）  （消費税8％抜き ￥54,000）          08Z47-T4R-010B

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

全タイプ

2.9H*

単品価格での合計 ¥64,800
（消費税8％抜き ￥60,000）  （消費税8％抜き ￥48,000）          08Z47-T4R-010F

＊HYBRID Xのメーカーオプションの本革シート装備車は  2.4H  となります。

パッケージ価格  ¥51,840

HYBRID、
HYBRID X用

RS用
2.4H

単品価格での合計￥61,020 パッケージ価格  各￥48,600
（消費税8%抜き ￥56,500）

単品価格での合計¥56,160 パッケージ価格  各￥45,360
（消費税8%抜き ￥52,000）

 （消費税8%抜き 各￥45,000）  各1.6H 

 （消費税8%抜き 各￥42,000）  各1.6H 

HX RS08Z47-T4R-＊＊＊A 08Z47-T4R-＊＊＊A

HYBRID用

HYBRID X、
RS用

＊＊＊H 08Z47-T4R-＊＊＊

単品価格での合計 ¥41,040 パッケージ価格  各¥34,560
（消費税8%抜き ￥38,000）

単品価格での合計 ¥41,040 パッケージ価格  各¥34,560
（消費税8%抜き ￥38,000）

フロント用

リア用
 （消費税8%抜き 各￥32,000）   各2.3H 

 （消費税8%抜き 各￥32,000）   各2.2H 
＊＊＊

＊＊＊

H 08Z47-T4R-＊＊＊C HX RS08Z47-T4R-＊＊＊C 08Z47-T4R-＊＊＊C

H 08Z47-T4R-＊＊＊D HX RS08Z47-T4R-＊＊＊D 08Z47-T4R-＊＊＊D

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

※カラーコード表★付カラーは￥3,240（消費税8％抜き ￥3,000）高となり、表示価格には含まれません。

★

★ ★
★

★

★ ★
★

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。



●適用マーク： H =HYBRID HX =HYBRID X RS =RS全タイプ =HYBRID、HYBRID X、RS

リア用

フロント用

全タイプ全タイプ

¥24,840（消費税8%抜き ￥23,000） 　　　 

マッドガード
（フロント・リア用 左右４点セット）   02

1.0H

●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。 ●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。

ドアロックで格納、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。

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）0.5H 08V02-T4R-000B

ボディカバー
（Hマーク付）

オートリトラミラー
（ドアロック連動タイプ）

¥2,052（消費税8%抜き ￥1,900）  0.1H  08T24-T6A-000

ボディコート

ホンダアクセスの『プレミアム グラスコーティング ハイドロフォビック』

新車時の輝きを長く保ち、メンテナンスの手間も軽くするボディコート。

※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。

※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。

詳しくは販売会社へお問い合わせください。

ボディ表面に被膜を形成することで、ワックスよりも高い耐久性をもち、新車時のような輝きを長期間保つことができます。
また被膜により汚れがつきにくく、簡単に落とすことができます。

新車の美しさを長期間維持。

光沢感・滑水性・防汚性・耐久性、
すべてにおいてバランスのとれた
撥水タイプボディコートです。
ガラス被膜で、汚れがつきづらく、
深みのある光沢感が長期間持続
します。

運転席側用

助手席側用

●運転席側用

¥1,728（消費税8%抜き ￥1,600）  0.1H  08T24-T4R-000●助手席側用

全タイプワイパーブレード
（撥水ブレードラバー）

ワイパーブレード
（スノータイプ）

降雪時もスムーズに作動し、視界をサポートします。

全タイプ

運転席側用

助手席側用

リア用

BASIC ITEMS

ラバーマット
（縁高タイプ）

汚れたら水洗いができます。

全タイプ

各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）

※フロアカーペットマット（1列目用）を装着する場合、同一箇所のラバーマットを取り外し装着となります。
※2列目中央部のラバーマットはありません。

●2列目用／左右セット   08P19-T4R-000●1列目用／左右セット　　　  08P18-T4R-010

フロアカーペットマット

毛足が長く、上質な風合い。足元に高級感を。
各¥42,120（消費税8%抜き 各￥39,000）  各0.2H

（ブラック／消臭抗菌加工／ヒールパッド付／1列目・2列目・3列目セット）

車室内のフロアに、カジュアルな心地よさを。
各¥35,640（消費税8%抜き 各￥33,000）  各0.2H

各¥19,440（消費税8%抜き 各￥18,000） 

ドアバイザー
（フロント・リア用 左右4枚セット）

車内の換気などに効果を発揮する、便利アイテム。

全タイプ

メッキタイプ

カラードタイプ

メッキタイプ

ライセンスフレーム
ナンバープレートをセンスよくドレスアップ。

全タイプ

●フロント用

各¥3,780（消費税8%抜き 各￥3,500）

＊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。

08P25-EJ5-000A
08P25-EJ5-010C

メッキタイプ
カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）

●リア用

各¥3,780（消費税8%抜き 各￥3,500）  各0.1H

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※ナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。

08P26-EJ5-001A
08P26-EJ5-011C

メッキタイプ
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
3本入りセット／ボルト長：20mm（マックガード社製）

ナンバープレートの盗難を
抑止するオシャレアイテム。

全タイプ

¥3,240（消費税8%抜き ￥3,000）  08P25-EJ5-C00A
※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。

各0.5H  

0.1H  

ワイパーブレードセット（スノータイプ）
運転席側用＋助手席側用＋リア用 お得なセット

単品価格での合計 ¥17,604 セット価格  ¥14,083
（消費税8%抜き ￥16,300）

お得なセット

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。

●プレミアムタイプ ●スタンダードタイプ

※ラバーマット（1列目用）を装着する場合、同一箇所のフロアカーペットマットを取り外し装着となります。

2列目用1列目用

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

単品価格での合計 ¥10,800 セット価格  各¥9,720
 （消費税8%抜き 各￥9,000）    （消費税8%抜き ￥10,000）

●メッキタイプ　08Z01-EJ5-011A　●カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）　08Z01-EJ5-011B

各0.2H*  

純正ならではのジャストフィットサイズ。
たたむと、カバーが収納袋になる便利な
構造です。

¥19,440（消費税8%抜き ￥18,000） 08P34-T4R-000

33 34

 （消費税8%抜き ￥13,040）    08T22-E7J-B00

OTHERS/SNOW & RAIN

INDEX
ETC車載器
LEDスピーカーリング＆ドアポケットイルミネーション
LEDフォグライト
LEDルーフ照明 
LEDルームランプ
VICS光・電波ビーコンユニット
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
アロマモーメント
オーディオ（オプション含む）／スピーカー
オーディオリモコンスイッチ（照明付）

オートリトラミラー
キーカバー（樹脂製／本革製）

キックガード
キャリアシステム（TYPUS）

コーナーカメラシステム（2ビュー）

コーナーポール
ゴールドエンブレム

サイドステップガーニッシュ
サスペンション
シートカバー
シートバックグリップ
スポーツペダル
スマートクリップ
静電気除去プレート
センサー
センサーインジケーター
センターコンソールイルミネーション
タイヤチェーン（スチールチェーン）

タブレットホルダー
チャイルドシート
テールゲートストラップ
テールゲートスポイラー
ドアバイザー
ドアハンドルプロテクションカバー
どこリラ（クッション）

ドライブレコーダー

「ナノイー」うるケア・ヴェールライト
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
ハイケルビンバルブ
灰皿
パドルライト
ハロゲンフォグライト
ハンガー
ハンディクリーナー
フットライト
プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明
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
フロントロアガーニッシュ
ペットエンブレム
ペットキーカバー（肉球）

ペットシートプラスわん
ペット車外飛び出し防止リード

ボディカバー
本革巻きグリップ（グラブレール）

マッドガード
マルチフックシステム
マルチボックス
ユーティリティベルト
ライセンスフレーム
ラゲッジカバー
ラゲッジトレイ
ラゲッジマット
ラバーマット
ランバーフィットサポート
リアカメラ de あんしんプラス
リア席モニター
リアワイドカメラシステム
リモコンエンジンスターター
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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¥5,184（消費税8%抜き ￥4,800）

¥1,620（消費税8%抜き ￥1,500）

灰皿

●LED照明付

●LED照明無し

フタを開けるとソーラー電池充電式の
LED照明が点灯、フタを閉めた後も
約10～15秒間光り続けます。

全タイプ

08U25-E3F-000

08U25-SLJ-010

04

※灰皿はエアコン吹き出し口付近のカップホルダーでは
火種や灰が飛ぶ恐れがありますので使用しないでください。

取付位置：センターコンソール ドリンクホルダー部

08T01-202-A02

タイヤチェーン
（スチールチェーン）

雪道での走行をサポートします。

08T01-721-A02

●205/60R16タイヤ用

●215/50R17タイヤ用

※タイヤサイズを確認してお買い求めください。※写真は説明のためのイメージです。

03

¥12,420（消費税8%抜き  ￥11,500）

￥22,680（消費税8%抜き  ￥21,000）
※スタッドレスタイヤには装着できない場合があります。

（照明色：ブルー）

全タイプ

全タイプ全タイプ

H

●運転席側用

●助手席側用

●リア用

¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000） 08T22-E7J-000C
¥5,940（消費税8%抜き ￥5,500） 08T22-E7J-000D
¥4,104（消費税8%抜き ￥3,800） 08T22-SED-000

H  08P15-T4R-010HX RS  08P15-T4P-010

H  08R04-T4R-000 HX RS  08R04-T4R-000A

H  08P14-T4R-010HX RS  08P14-T4P-010

品番、カラーコード表は →P10 をご覧ください。

■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。■通常の使用状況において、当該保証期間中、塗装表面の光沢に施工時よりも著しく劣化が認められた
場合は、プレミアム グラスコーティング ハイドロフォビックを無償補修（再施工または、部分補修）いたします。ただし、樹脂素材（バンパー・モール・スポイラー等）は対象外です。

各0.1H*

＊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。

ハイドロフォビック施工後イメージ 防汚性試験結果
未施工 施工

日頃のお手入れができるメンテナンスキット付き

カタログPDFの情報は2018年2月現在のものです。




