
　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-B010S0）

　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-A030M0）

　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-X010S0）

15・10～

JF1-700　JF2-700　JF1-900　JF2-900

●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2015年10月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

　シャンプー＆ワックス
洗車するだけでワックス効果も
得られます。
￥1,404（消費税8%抜き ￥1,300）
500mℓ（08CBA-R010S0）

1 　タイヤクリーナー
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-A010L0）

　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。
ブライトポリマー加工車にも
使用できます。
￥648（消費税8%抜き ￥600）
600mℓ（08CBA-A020S1）

2
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3

　カーワックス・ハード
天然ロウを使用した全塗装車用
本格つや出し。車のクリーンアップに。
￥1,728（消費税8%抜き￥1,600）
250ｇ（08CDA-A010M1）

5

　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。
ポリッシュドメタル・メタリック（08C52-TNH737M） 
スマートブラック（08C52-TNH850）
ミラノレッド（08C52-TR81） 
プレミアムディープモカ・パール（08C52-TYR586P）
プレミアムイエロー・パールⅡ（08C52-TY70P）
ブリリアントスポーティブルー・メタリック（08C52-TB593M） 
サーフブルー（08C52-TB609）
タフタホワイト（08C52-TNH578）
サンライトレッド（08C52-TR564）
各￥756（消費税8%抜き 各￥700）各15mℓ

プレミアムホワイト・パールⅡ（08C52-TNH875P）
ベース色／トップ色2本セット
￥1,404（消費税8%抜き ￥1,300）各15mℓ

6

　高級カーワックス・ハード
紫外線を吸収し塗装の色あせを抑え、
保護します。全塗装車用本格つや出し、
保護剤。
￥3,132 (消費税8%抜き ￥2,900)
300ｇ（08CDA-A020L1）

4

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

2 3 4 5

76 8 9

1

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

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/

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。

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。

https://mil l . jp/enq?n=jtanbtj

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!

●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。

10

10

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。

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

レスキューマンⅢ
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

¥2,484
（消費税8%抜き ¥2,300）
08R79-E7S-000

わさびd'air（デェール）
カーエアコン用消臭抗菌剤です。

※取付台のはがれ等は保証の対象には
なりません。

※消耗品のため保証の対象にはなりません。
＊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。

0.1H＊

1414NU-1513-000
1510 N

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



音楽を楽しむように、
クルマをPLAYしよう！
3つの架空のレコードレーベル
〈Hot Sounds  Factory〉、 〈 Bluesy Sounds〉、 〈 Sunset Record〉やオーディオ機器など、
音楽からインスピレーションを受けたユニークなアクセサリーをラインアップ。
あなた好みのスタイルで、カーライフをもっと個性的に、もっと楽しく。

 S i n c e . 1 9 76   H
o t  S o un d s  Fa c t o r y  /  B l u e s y  S o un d s  /  S un s e t  Re c o r d

© 2015 Mattel. All Rights Reser ved.

GENUINE ACCESSORIES
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カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



Record

I t ’s  o n l y  R o c k ’ n  R o l l  

08.ドアミラーカバー（レッド／交換タイプ）

¥8,640（消費税8%抜き ￥8,000） 08R06-TDE-03008R06-TDE-030

全タイプ

0.4H

06. フューエルリッド（ガーニッシュ交換タイプ）

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000） 08F59-TDE-00008F59-TDE-000

全タイプ

0.1H

¥23,760（消費税8%抜き ￥22,000）08W14-TDE-020A08W14-TDE-020A

03. ルームミラーカバー（レッド）

¥4,320（消費税8%抜き ￥4,000） 08Z03-TDE-030A08Z03-TDE-030A

全タイプ

＊ Gはインテリアパネル（インストルメントパネル部用）の装着が必要です。

07. デカール ボディサイド用
（Hot Sounds Factoryロゴ／左右セット）

¥14,040（消費税8%抜き ￥13,000） 08F30-TDE-000A08F30-TDE-000A0.3H

全タイプ

アルミホイール用ホイールナット
（MC-001用／キャップタイプ16個セット）

¥3,024（消費税8%抜き ￥2,800）08W42-S2K-00008W42-S2K-000

02. デカール インテリアパネル用（Hot Sounds Factoryロゴ）

¥2,700（消費税8%抜き ￥2,500） 08F31-TDE-000A08F31-TDE-000A0.1H

全タイプ＊

09. 14インチアルミホイール MC-001（ブラック塗装）

08W14-TDE-00008W14-TDE-000

Ｇ XＧ・A

¥19,980／1本  （消費税8%抜き ￥18,500／1本）

アルミホイールガーニッシュ
（レッド／1台分〈4枚セット〉）

Ｇ Ｇ・A

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

Ｇ・TA

Ｇ・TA

01. インテリアパネル（レッド／交換タイプ）

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）
全タイプ

08Z03-TDE-03008Z03-TDE-030

●インストルメントパネル部用（2枚セット）

各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）
●フロントドアライニング部用（左右2枚セット）

Ｇ X

X

Ｇ・A Ｇ・TA

0.1H

0.4H

0.1H

0.7H/1本

各0.4H

◎上記3商品の同時装着が必要です。

全タイプ05. LEDフォグライト（12W〈片側〉／左右セット） 全タイプ

¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000） 08V31‐E3J-A0008V31‐E3J-A00

※別途、取付アタッチメント、フォグライトガーニッシュが必要です。

1.6H

04.フロントグリル
（ホワイト）

¥29,160（消費税8%抜き ￥27,000） 08F21-TDE-02008F21-TDE-020

全タイプ

0.2H08Z03-TDE-030B08Z03-TDE-030B

08Z03-TDE-030C08Z03-TDE-030C

サウンドマッピングシステム装備無し車用
サウンドマッピングシステム装備車用

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA
X X・TＧ・A Ｇ・TA

ロックを愛するレーベル、〈Hot Sounds Factor y〉。
ブラック基調のカラーリングに、
レッドをアクセントであしらったコーディネート。
8ビートのリズムにのって、
軽快なシティクルーズをお楽しみください。

01

01

01

05

09
09

08

07

03

04

02

Photo：G・ターボAパッケージ（FF） アクセサリー装着車 Photo：G・ターボAパッケージ（FF） 2トーンカラースタイル〈スマートブラック&ホワイト〉 アクセサリー装着車

06

0 3 0 4

●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、P09以降の単品紹介（本見開きページの02. 06. 07.を除く）をご覧いただくか、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。

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



Record

S h a k e  Yo u r  S o u l !

ブルースにこだわるレーベル、〈Bluesy Sounds〉。
本場の老舗ライブハウスを思わせる
ブロンズ基調の渋いカラーコーディネート。
サクソフォーンが奏でる音色が、
ドライブを極上のプライベートタイムに変えます。

Photo：G・ターボAパッケージ（FF） アクセサリー装着車 Photo：G・Aパッケージ（FF） 2トーンカラースタイル〈プレミアムディープモカ・パール&ホワイト〉 アクセサリー装着車

08.ドアミラーカバー（ブロンズ／交換タイプ）

¥8,640（消費税8%抜き ￥8,000） 08R06-TDE-02008R06-TDE-020

全タイプ全タイプ05. LEDフォグライト（12W〈片側〉／左右セット） 全タイプ

0.4H

06. フューエルリッド（ガーニッシュ交換タイプ）

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000） 08F59-TDE-00008F59-TDE-000

全タイプ

0.1H

¥23,760（消費税8%抜き ￥22,000）08W14-TDE-010A08W14-TDE-010A

¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000） 08V31‐E3J-A0008V31‐E3J-A00

03. ルームミラーカバー（ブロンズ）

¥4,320（消費税8%抜き ￥4,000） 08Z03-TDE-020A08Z03-TDE-020A

全タイプ

※別途、取付アタッチメント、フォグライトガーニッシュが必要です。

◎上記3商品の同時装着が必要です。
＊ Gはインテリアパネル（インストルメントパネル部用）の装着が必要です。

07. デカール ボディサイド用
（Bluesy Soundsロゴ／左右セット）

¥14,040（消費税8%抜き ￥13,000） 08F30-TDE-00008F30-TDE-0000.3H

全タイプ

アルミホイール用ホイールナット
（MC-001用／キャップタイプ16個セット）

¥3,024（消費税8%抜き ￥2,800）08W42-S2K-00008W42-S2K-000

02. デカール インテリアパネル用（Bluesy Soundsロゴ）

¥2,700（消費税8%抜き ￥2,500） 08F31-TDE-00008F31-TDE-000

全タイプ＊

09. 14インチアルミホイール MC-001（ブラック塗装）

08W14-TDE-00008W14-TDE-000
¥19,980／1本  （消費税8%抜き ￥18,500／1本）

アルミホイールガーニッシュ
（ホワイト／1台分〈4枚セット〉）

Ｇ Ｇ・A
04.フロントグリル

（ホワイト）

¥29,160（消費税8%抜き ￥27,000） 08F21-TDE-02008F21-TDE-020

全タイプ

Ｇ・TA

01. インテリアパネル（ブロンズ／交換タイプ）

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）
全タイプ

08Z03-TDE-02008Z03-TDE-020

●インストルメントパネル部用（2枚セット）

各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）
●フロントドアライニング部用（左右2枚セット）

Ｇ X

X

Ｇ・A Ｇ・TA

0.4H

0.2H

0.1H

1.6H

0.7H/1本

各0.4H

0.1H

Ｇ XＧ・A Ｇ・TA

08Z03-TDE-020B08Z03-TDE-020B

08Z03-TDE-020C08Z03-TDE-020C

サウンドマッピングシステム装備無し車用
サウンドマッピングシステム装備車用

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA
X X・TＧ・A Ｇ・TA
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01

01
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0 5 0 6●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

●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、P09以降の単品紹介（本見開きページの02. 06. 07.を除く）をご覧いただくか、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。

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



03. ルームミラーカバー（イエロー）
¥4,320（消費税8%抜き ￥4,000） 08Z03-TDE-010A08Z03-TDE-010A

全タイプ

04.フロントグリル（ホワイト）
¥29,160（消費税8%抜き ￥27,000） 08F21-TDE-02008F21-TDE-020

全タイプ

0.2H

0.1H

＊ Gはインテリアパネル（インストルメントパネル部用）の装着が必要です。

02. デカール インテリアパネル用（Sunset Recordロゴ）

¥2,700（消費税8%抜き ￥2,500） 08F31-TDE-000B08F31-TDE-000B0.1H

全タイプ＊

01. インテリアパネル（イエロー／交換タイプ）

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）
全タイプ

08Z03-TDE-01008Z03-TDE-010

●インストルメントパネル部用（2枚セット）

各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）
●フロントドアライニング部用（左右2枚セット）

0.1H

0.4H

Record

各¥9,720（消費税8%抜き 各￥9,000）
08U98-TDE-010A08U98-TDE-010A

08U98-TDE-01008U98-TDE-010

ステアリングガーニッシュ装備車用
ステアリングガーニッシュ装備無し車用 Ｇ

Ｇ・A06. フューエルリッド（ガーニッシュ交換タイプ）
¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000） 08F59-TDE-00008F59-TDE-000

全タイプ

0.1H

08.ドアミラーカバー（イエロー／交換タイプ）

¥8,640（消費税8%抜き ￥8,000） 08R06-TDE-01008R06-TDE-010

全タイプ

0.4H

¥23,760（消費税8%抜き ￥22,000）08W14-TDE-030A08W14-TDE-030A

◎上記3商品の同時装着が必要です。

アルミホイール用ホイールナット
（MC-001用／キャップタイプ16個セット）

¥3,024（消費税8%抜き ￥2,800）08W42-S2K-00008W42-S2K-000

10. 14インチアルミホイール MC-001（ブラック塗装）

08W14-TDE-00008W14-TDE-000

¥19,980／1本  （消費税8%抜き ￥18,500／1本）

アルミホイールガーニッシュ
（イエロー／1台分〈4枚セット〉）

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA

Ｇ X

X

Ｇ・A Ｇ・TA

0.7H/1本

07. デカール ボディサイド用
（Sunset Recordロゴ／左右セット）

¥14,040（消費税8%抜き ￥13,000） 08F30-TDE-000B08F30-TDE-000B0.3H

全タイプ

各1.0H

各0.4H

Ｇ XＧ・A Ｇ・TA

10

06

08Z03-TDE-010B08Z03-TDE-010B

08Z03-TDE-010C08Z03-TDE-010C
サウンドマッピングシステム装備無し車用
サウンドマッピングシステム装備車用

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA
X X・TＧ・A Ｇ・TA

全タイプ05. LEDフォグライト（12W〈片側〉／左右セット） 全タイプ

¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000） 08V31‐E3J-A0008V31‐E3J-A00

※別途、取付アタッチメント、フォグライトガーニッシュが必要です。

1.6H

F U N !  F U N !  F U N !

サーフミュージックをあつかうレーベル、〈Sunset Record 〉。
どこまでも青い空と海にまばゆい太陽、
そして、爽やかな風を感じるカラーコーディネート。
リラックス＆リゾートな雰囲気につつまれた
こいつに乗れば、気分はいつでも晴れやかに。

Photo：G・Aパッケージ（FF） アクセサリー装着車 Photo：G・Aパッケージ（FF） 2トーンカラースタイル〈サーフブルー&ホワイト〉 アクセサリー装着車

07 0 8

09. ステアリングホイールカバー
（本革製／ブラック×ベージュステッチ）

01

05

10

08
03

04

01
02

01

09
07

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

●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、P09以降の単品紹介（本見開きページの02. 06. 07.を除く）をご覧いただくか、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。

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。

です。



0.7H/1本 08W14-TDE-000

0.7H/1本 08W15-T4G-001 0.7H/1本 08W15-TY0-001A 0.7H/1本 08W15-TY0-001

※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。

18.

¥81,000（消費税8%抜き ￥75,000） 08W60-TDE-000A

サスペンション（FF車専用）

快適な乗り心地と爽快なフィーリングを両立。
車高ダウンで、よりアメリカンテイストに。

＊FF車のみ装着できます。
※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）。

3.1H

15.
各¥3,024（消費税8%抜き 各￥2,800）

アルミホイール用ホイールナット

※スチールホイールには装着できません。

04.

¥7,020（消費税8%抜き ￥6,500） 08F20-TDE-000

ゴールドエンブレム
（Hマーク2個＋車名エンブレム）

※標準装備のエンブレムを取り外し装着となります。

0.6H

全タイプ

全タイプ＊

①キャップタイプ 16個セット08W42-SR3-B00
②MC-001用 キャップタイプ 16個セット08W42-S2K-000

Ｇ XＧ・A

全タイプ17. 収納ケース
¥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）08W42-TF0-000
※MC-001用のアルミホイール用ホイールナットおよびアルミホイール用ホイール
ロックナットは収納できません。

※スチールホイールには装着できません。 ※MC-001用以外は、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。

16.アルミホイール用ホイールロックナット
全タイプ③キャップタイプ 4個セット

⑤MC-001用 キャップタイプ 4個セット
  （マックガード社製）

¥5,184（消費税8%抜き ￥4,800）08W42-SR3-E00
全タイプ④キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

¥6,480（消費税8%抜き ￥6,000）08W42-SJK-002A

¥6,480（消費税8%抜き ￥6,000）08W42-TDE-000A

全タイプ01.

各¥29,160（消費税8%抜き 各￥27,000）
08F21-TDE-010

フロントグリル

●ブラック 08F21-TDE-020●ホワイト

スピーカーをイメージしたフロントグリル。ブラックとホワイトの2色を用意。

※標準装備のフロントグリルを取り外し装着となります。

全タイプ

0.2H

03.

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）

デカール センターストライプ
（シングルストライプ〈ホワイト×ダークグレー縁〉／

PVC素材／ボンネット・テールゲート2枚セット）

全タイプ02.

各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）

ドアミラーカバー（交換タイプ）

インテリアパネルやアルミホイールガーニッシュとのカラーコーディネートがおすすめ。

※カラーはお好きな色から選べます。

08R06-TDE-＊＊＊

08F30-TDE-000C

レッド
イエロー

030
010

■カラーコード表 ＊＊＊ ＊＊＊
ブロンズ
ピンク

020
040

レッド

イエロー

ブロンズ

ピンクホワイト

アルミホイールガーニッシュ専用アルミホイール。

ネオクラシカルなスポークとディッシュのコンビ。 力強く奥行き感のある立体的なU字スポーク。 シャープなデザインの2×5本のU字スポーク。

06. ハロゲンフォグライト
（35W〈片側〉／左右セット）

幅広くムラのない配光が、前方視界をサポート。

●クリア 08V31-SZT-000B ●イエロー 08V31-T5A-000
本体 各¥17,280（消費税8%抜き 各￥16,000）各1.6H

合計

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000） 取付アタッチメント

各¥8,640（消費税8%抜き  各￥8,000） フォグライトガーニッシュ

各¥36,720（消費税8%抜き  各￥34,000） 各1.6H

08V38‐TY0-B00

08V38‐＊＊＊-＊＊＊＊

プレミアムホワイト・パールⅡ
ポリッシュドメタル・メタリック
スマートブラック
ミラノレッド

NH‐875P
NH‐737M
NH‐850
R-81

■カラーコード表
TY0-AK0G
TDE-020
TY0-AE0G
TDE-040

＊＊＊-＊＊＊＊
プレミアムディープモカ・パール
プレミアムイエロー・パールⅡ
ブリリアントスポーティブルー・メタリック
サーフブルー

YR‐586P
Y‐70P
B-593M
B-609

TY0-AU0G
TDE-070
TY0-AS0G
TDE-0A0

＊＊＊-＊＊＊＊

クリア イエロー

05. LEDフォグライト
（12W〈片側〉／左右セット／色温度5,000K）

高輝度LEDがシャープな白色光と低消費電力を実現。

08V31‐E3J-A00
本体 ¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000）

全タイプ

合計

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000） 取付アタッチメント

各¥8,640（消費税8%抜き  各￥8,000） フォグライトガーニッシュ
08V38‐＊＊＊-＊＊＊＊

各¥49,680（消費税8%抜き  各￥46,000） 各1.6H

08V38‐TY0-B00

E X T E R I O R

07. MC-001（ブラック塗装）

¥19,980／1本  （消費税8%抜き ￥18,500／1本）

12. MS-023（ネオサテンフィニッシュ）

¥27,000／1本  （消費税8%抜き ￥25,000／1本）

13. MS-030（切削／プラウドシルバー塗装）

¥23,760／1本  （消費税8%抜き ￥22,000／1本）

14. ME-011（ブレードシルバー・メタリック塗装）

¥14,580／1本  （消費税8%抜き ￥13,500／1本）

15インチアルミホイール  15×4 1/2J インセット45mm PCD100mm

 ＊1   G、G・Aパッケージ、G・ターボAパッケージ、Xは、FF車のみ装着できます。 ＊2  14インチホイール装備車に装着する場合、165/55R15タイヤが別途必要です。

14インチアルミホイール  14×4 1/2J インセット40mm PCD100mm

各0.2H 各0.4H

1.6H

Ｇ・TA

Ｇ XＧ・A Ｇ・TA

Ｇ XＧ・A Ｇ・TA

Ｇ＊1 ＊2 X＊1 ＊2Ｇ・A＊1 ＊2 X・TＧ・TA＊1 ＊2

0.7H/1本 08W14-TY0-000

美しい輝きを放つ黒ツヤ仕上げのV字スポーク。

0.7H/1本 08W14-TY0-000A

2×8本のV字スポークが洗練された走りを演出。

11. ME-009（シルバー・メタリック塗装）

¥13,500／1本  （消費税8%抜き ￥12,500／1本）

10. MG-009（ダイヤモンドカット）

¥22,680／1本  （消費税8%抜き ￥21,000／1本）
0.7H/1本 08W14-T4G-000

独自の質感を持った、8本スポークのデザイン。

09. MS-024（ブラックパール塗装）

¥22,680／1本  （消費税8%抜き ￥21,000／1本）

※写真はアルミホイールガーニッシュ（レッド）を装着した状態で撮影したものです。

※アルミホイールMC-001、アルミホイールガーニッシュ、アルミホイール用ホイールナットMC-001用の同時装着が必要です。
※アルミホイール用ホイールロックナットはお好みでご使用できます。

08. アルミホイールガーニッシュ（1台分／4枚セット）

レコード盤がモチーフ。走るたびに音楽が聞こえてきそうなデザイン。

※カラーはお好きな色から選べます。

08W14-TDE-＊＊＊＊

レッド
イエロー
ホワイト

020A
030A
010A

■カラーコード表 ＊＊＊＊

ブラック

各¥23,760（消費税8%抜き 各￥22,000）

Photo：G・Aパッケージ（FF） ボディカラーはスマートブラック アクセサリー装着車

①

②

③

④

⑤

0 9 10
●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。●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。

のです。



11.

各¥9,180（消費税8%抜き 各￥8,500）

シートクロス フロント／リア用（材質：ポリエステル／裏面：ウレタンラミネート加工）

脱着が容易で、手軽にインテリアの模様替えが楽しめるアイテム。

各0.1H

＊メーカーオプションのインテリアカラーパッケージ装備車には装着できません。
※シートカバーとの同時装着はできません。 ※フロント用は防水シートカバーとの同時装着はできません。 ※フロント用はペット
シートプラスわんとの助手席での同時装着はできません。 ※洗濯はできません。お手入れは中性洗剤をまぜた水を布につけ、拭き
取ってください。 ※シート面に密着する仕様ではありません。適切に取り付けても、シートとの間に隙間が生じる場合があります。 
※シートクロス装着部分はアレルクリーンシートの抗アレルゲン効果がなくなります。 ※写真は他車種の装着例です。

10. シートカバー エプロンタイプ
（ファブリック／フロント・リアセット）

アメリカンカフェのソファをイメージ。
立体感のある心地よい生地を採用。

＊メーカーオプションのインテリアカラーパッケージ装備車には装着できません。
※シートクロス、防水シートカバーとの同時装着はできません。
※アームレストコンソールとの同時装着の場合、アームレストコンソール部への
シートカバーの装着はできません。

※汚れたときは、運転席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。 

※アレルクリーンシートの抗アレルゲン効果はなくなります。

09. ルームミラーカバー

自分の好きなカラーを選んでコーディネート。

※カラーはお好きな色から選べます。

08. インテリアパネル（交換タイプ）

お好みのカラーで車内を統一して、
より楽しい空間を演出。

08Z03-TDE-＊＊＊

●インストルメントパネル部用（2枚セット） 全タイプ

各¥12,960（消費税8%抜き 各￥12,000）

※カラーはお好きな色から選べます。

08Z03-TDE-＊＊＊＊

●フロントドアライニング部用（左右2枚セット）

サウンドマッピングシステム装備無し車用

各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）

サウンドマッピングシステム装備車用
08Z03-TDE-＊＊＊＊

X

ホワイト
レッド
イエロー
ブロンズ
ピンク

050
030
010
020
040

■カラーコード表 ＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊
050B
030B
010B
020B
040B

050C
030C
010C
020C
040C

各¥4,320（消費税8%抜き 各￥4,000） 各0.1H

08Z03-TDE-＊＊＊＊

ホワイト
レッド
イエロー

050A
030A
010A

■カラーコード表 ＊＊＊＊
ブロンズ
ピンク

020A
040A

＊＊＊＊

カモフラージュ
スウィート ナチュラル
レオパード
チェッカー

フロント用
08P32-TY0-＊＊＊＊

011D
021D
031D
041D

リア用
08P32-TDE-＊＊＊＊

010A
020A
030A
040A

全タイプ

各¥27,000（消費税8%抜き 各￥25,000） 各0.6H

08P32-TDE-020●グレー 08P32-TDE-010●ブラック

ホワイト

レッド イエロー

ブロンズ ピンク

カモフラージュ

チェッカー レオパード スウィート ナチュラル

フロント用 リア用

0.6H

01.

¥48,600（消費税8%抜き ￥45,000）

ステアリングホイール 本革 ×木目調コンビ（ブラック）

08U97-T4G-010

※ステアリングホイールカバーとの同時装着はできません。 
※ステアリングヒーター装備車の場合、ステアリングヒーターの機能が無くなります。

全タイプ

0.1H

02.

¥10,260（消費税8%抜き ￥9,500）

シフトノブ 本革 ×木目調コンビ（ブラック）

08U92-T4G-010

※セレクトレバーボタンは標準装備品を使用します。 ※シフトノブ LEDイルミネーション付との同時装着はできません。

本革と木目調の組み合わせで、上質感をさらに高める。

高級感のある木目調ガーニッシュを埋め込んだ、手になじむ本革製のステアリングホイール。

0.6H

05.

¥48,600（消費税8%抜き ￥45,000）

ステアリングホイール 本革 ×ピアノブラックコンビ

08U97-T6G-010

＊メーカーオプションのインテリアカラーパッケージ〈セッション スタイル〉装備車には装着できません。 
※ステアリングホイールカバーとの同時装着はできません。 
※ステアリングヒーター装備車の場合、ステアリングヒーターの機能が無くなります。

本革の感触と、ピアノブラックのガーニッシュが魅力。

全タイプ

0.1H

06.

¥10,260（消費税8%抜き ￥9,500）

シフトノブ 本革 ×ピアノブラックコンビ

08U92-T6G-010A

※セレクトレバーボタンは標準装備品を使用します。 ※シフトノブ LEDイルミネーション付との同時装着はできません。

ステアリングホイールとあわせて、コクピットにさらなる上質感を。

0.6H

03.

¥48,600（消費税8%抜き ￥45,000）

ステアリングホイール 本革 ×木目調コンビ（ベージュ）

08U97-T4G-020

高級感のある木目調ガーニッシュを埋め込んだ、手になじむ本革製のステアリングホイール。

全タイプ

0.1H

04.

¥10,260（消費税8%抜き ￥9,500）

シフトノブ 本革 ×木目調コンビ（ベージュ）

08U92-T4G-020

※セレクトレバーボタンは標準装備品を使用します。 ※シフトノブ LEDイルミネーション付との同時装着はできません。

本革と木目調の組み合わせで、上質感をさらに高める。

●ステアリングガーニッシュ装備車用

0.6H¥50,220（消費税8%抜き ￥46,500）
08U97-T4G-020B

※ステアリングガーニッシュ装備無し車用は、ガーニッシュキット（シルバー）を付属しています。 ※ステアリングヒーター装備車の場合、
ステアリングヒーターの機能が無くなります。 ※ステアリングホイールカバーとの同時装着はできません。

●ステアリングガーニッシュ装備無し車用 Ｇ

I N T E R I O R

ホワイトホワイト

X・T

お得な
パッケージ

ウッディテイストパッケージ
ステアリングホイール（本革×木目調コンビ）＋シフトノブ（本革×木目調コンビ）

●ステアリングガーニッシュ装備車用（ブラック／ベージュ）
●ステアリングガーニッシュ装備無し車用（ベージュ） Ｇ

お得な
パッケージ

ブラック＆レザーパッケージ
ステアリングホイール（本革×ピアノブラックコンビ）＋シフトノブ（本革×ピアノブラックコンビ）

¥58,860（消費税8%抜き ￥54,500） パッケージ価格 0.7H¥54,000（消費税8%抜き ￥50,000） 08Z01-T4G-010G単品価格での合計

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

※標準装備品を取り外し装着となります。

※標準装備品を取り外し装着となります。

レッド イエロー

ブロンズ ピンク

各0.4H

各0.4H

各¥58,860（消費税8%抜き 各￥54,500）
●ステアリングガーニッシュ
装備車用（ブラック／ベージュ） 各¥54,000

パッケージ価格
（消費税8%抜き 各￥50,000） ブラック　08Z01-T4G-010

ベージュ　08Z01-T4G-020

単品価格での合計

0.7H¥60,480（消費税8%抜き ￥56,000）
●ステアリングガーニッシュ
装備無し車用（ベージュ） ¥55,620

パッケージ価格
（消費税8%抜き ￥51,500） 08Z01-T4G-020F

単品価格での合計

各0.7H

Ｇ・A X X・TＧ・TA

Ｇ・A X X・TＧ・TA

Ｇ・A X X・TＧ・TA

X＊ X・T＊Ｇ・A Ｇ・TA

X＊ X・T＊Ｇ・A Ｇ・TA

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA

Ｇ・A Ｇ・TA

全タイプ＊

グレー

背面

ブラック

背面

●ステアリングガーニッシュ装備車用
●ステアリングガーニッシュ装備無し車用
※お好きなステッチ色を1色選択し、販売会社にお申し付けください。
※ステアリングホイールとの同時装着はできません。

07. ステアリングホイールカバー（本革製／ブラック×ステッチ3色入り〈レッド・ベージュ・ブラウン〉）

ステッチのカラーは、3種類の中からセレクトできます。

各¥9,720（消費税8%抜き 各￥9,000）各1.0H

08U98-TDE-010A

08U98-TDE-010 Ｇ
Ｇ・A

全タイプ＊

11 12
●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。

■画面はすべてハメコミ合成です。■メーター類は撮影のため点灯。

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

カタログPDFの情報は2015年11月現在のものです。カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



08E22-TDE-000

※標準装備のセレクトレバーを取り外し装着となります。 
※シフトノブ（本革製）との同時装着はできません。 
※セレクトレバーボタンはメッキ仕様になります。

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）

消灯時点灯時

全タイプ01. シフトノブ LEDイルミネーション付
（スモールライト連動／ブラック樹脂）

白色LEDが車名ロゴを、
コクピット内に浮かび上がらせます。

全タイプ02. オーナメントイルミネーション
スリーピングサイン
（LEDブルー照明／スモールライト連動／
メッセージプレート3枚付属）

夜間走行時、後続車に光のメッセージで家族や
ペットが乗っていることを伝えます。

08E20-TDE-000A●LEDアンバー照明 08E20-TDE-000B●LEDブルー照明 08E10-TDE-A00●LEDアンバー照明 08E10-TDE-B00●LEDブルー照明

各¥14,040（消費税8%抜き 各￥13,000）

LEDアンバー照明

LEDブルー照明

全タイプ03. インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション
（LED照明／イグニション連動／フロントドア左右セット）

ペットボトルなど光を透過する物を置くと、より幻想的な空間に。

各0.9H 各¥10,800（消費税8%抜き 各￥10,000）

LEDアンバー照明

◀差しかえ可能な3つのメッセージ

LEDブルー照明

04.フットライト
（LED照明／ドア開閉・スモールライト連動／フロント用左右2個セット）

ドアを開けると強い光が、ドアを閉めると柔らかい光が足元を包み込みます。

08F58-T4G-010●シルバー
08F58-T4G-020A●ピアノブラック
08F58-T4G-030A●ホワイト

各¥7,020（消費税8%抜き 各￥6,500）

ホワイトピアノブラックシルバー

全タイプ 全タイプ05. インテリアデコレーション

スワロフスキー®・クリスタルを埋め込んだデコレーションアイテム。
各0.4H

06.ドリンクホルダーリング

スワロフスキー®・クリスタルを埋め込んだピアノブラックの輝き。

¥16,200（消費税8%抜き ￥15,000）

08E16-TDE-000

0.2H

0.3H

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000） 0.1H 08F58-TY0-010

B l u e  l i g h t

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA

スワロフスキー® ・クリスタル使用 スワロフスキー® ・クリスタル使用

I N T E R I O R

■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。■イルミネーションの背景色などにより、色調・明るさが異なって見えます。

■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。■イルミネーションの背景色などにより、色調・明るさが異なって見えます。

Photo：G・ターボAパッケージ（FF） アクセサリー装着車

A m b e r  l i g h t

Photo：G・Aパッケージ（FF） アクセサリー装着車

（シフトゲートカバー／スワロフスキー®・クリスタル付） （ピアノブラック／スワロフスキー®・クリスタル付／フロント左右セット）

各0.4H＊

＊サウンドマッピングシステム装備車の場合　　　となります。0.7H

※標準装備のシフトゲートカバーを取り外し装着となります。 ※Swarovski®はSwarovski AGの登録商標です。

※Swarovski®はSwarovski AGの登録商標です。

08U95-E7R-020Bグレー

●コートフック有りタイプ

08U95-E7R-010Bベージュ

各¥4,536（消費税8%抜き 各￥4,200）

全タイプ10. 本革巻きグリップ（グラブレール）

握ったときの安心感を高める本革二重貼り。

各0.1H

08U95-E7R-020Aグレー

●コートフック無しタイプ

08U95-E7R-010Aベージュ

各¥4,320（消費税8%抜き 各￥4,000）
各0.1H

（左右共有／1個売り）

※標準装備のグラブレールを取り外し装着となります。
※コートフック無しタイプは全席に装着できます。
※コートフック有りタイプはリア席に装着できます。
※本革巻き部分のカラーはブラックのみとなります。
※推奨カラー：ベージュ（ストリートロッドスタイルパッケージ〈ブラックインテリア〉の場合は、グレーを推奨します。）
※推奨カラーを選択した場合でも、内装ルーフ色とは色味が異なります。
※写真は他車種の装着例です。

グレー グレー

ベージュ ベージュ

コートフック有り コートフック無し

コートフック有り コートフック無し

07. スマートクリップ
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

¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000）
08U08-E6J-010

08. タブレットホルダー
リア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-010A

■画面はハメコミ合成です。

09. ハンガー
ジャケット、ショートコート等をスマートに
収納します。

全タイプ

¥5,400（消費税8%抜き ￥5,000）
08U08-E6J-010B

取付位置：運転席、助手席ヘッドレスト部
［タブレットホルダー］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
［ハンガー］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。
※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。
※ペットシートマット、カーゴライナーとの同時使用はできません。　※インテリアキッズシェルフとの同一座席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（タブレット端末は外す）した状態にしてください。
※写真は他車種の装着例です。
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●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。

■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。■画面はすべてハメコミ合成です。■メーター類は撮影のため点灯。

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



スタンダード（裏面）

① ② ③

デラックス（裏面）

⑩ ⑪ ⑫

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ロアケース

アッパーケース

03. キーカバー（樹脂製）

カラフルでバラエティ豊かな個性あふれるキーカバー。

※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／シリコン製）、キーデコレーションとの同時
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。

全タイプ

各¥3,240（消費税8%抜き 各￥3,000）
08F44-E6V-＊＊＊＊

●スタンダード
各¥4,320（消費税8%抜き 各￥4,000）
08F44-E6V-＊＊＊＊

●デラックス

04. キーデコレーション

遊び心あふれる、多彩なデザインのキーケースです。

※Hondaスマートキーのケースを取り外し装着となります。　※キーカバー（樹脂製）との同時装着はできません。 
※①～⑥の写真はロアケースにHondaスマートキーの内蔵キーおよびアッパーケースを装着した状態を撮影したものです。

全タイプ

合計

¥378（消費税8%抜き ￥350） アッパーケース 08U08-T4G-000

08U08-T4G-＊＊＊＊ロアケース 各¥1,782（消費税8%抜き 各￥1,650）

各¥2,160（消費税8%抜き 各￥2,000） 各0.1H

各0.1H
①カフェレーサー
②チェッカー
③スウィート ナチュラル

050E
060F
040D

■デザインコード表 ＊＊＊＊
④ガーリッシュチェック
⑤ミッドセンチュリー
⑥ひだまり

010A
070B
080C

＊＊＊＊

C O V E R  I T E M K E Y  C O V E R

※メーカーオプションのあんしんパッケージ装備車に装着する場合、別途クリップ（91561-SCV-A01）が1個必要となります。
※写真は他車種の装着例です。　

各¥13,500（消費税8%抜き 各￥12,500）

全タイプ01. イルミルームミラーカバー（ブルーLED照明／スモールライト連動）
6種類のデザインから、お好みのカバーを選べます。
本体の外周部は、室内・室外側ともにブルーに輝きます。

各0.6H
カフェレーサー
チェッカー

A10
A20

■デザインコード表 ＊＊＊
スウィート ナチュラル
フレンチストライプ

A30
A40

＊＊＊
ギンガムチェック
タータンチェック

A50
A60

＊＊＊

08E19-E7P-＊＊＊

点灯イメージ

各¥7,344（消費税8%抜き 各￥6,800）

全タイプ02.リアワイパーカバー
クルマのリアビューにもオシャレなアクセントを。
リアワイパーに装着する、個性豊かな6種類のデザインです。

各0.2H
カフェレーサー
チェッカー

010A
020A

■デザインコード表 ＊＊＊＊
スウィート ナチュラル
フレンチストライプ

030A
040A

＊＊＊＊
ギンガムチェック
タータンチェック

050A
060A

＊＊＊＊

08F52-E7P-＊＊＊＊

各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）

全タイプ03.ドアハンドルカバー（フロント用／左右2枚セット）
ドアハンドルも、イルミルームミラーカバーやリアワイパーカバーと
コーディネートできます。

各0.1H
カフェレーサー
チェッカー

010B
020B

■デザインコード表 ＊＊＊＊
スウィート ナチュラル
フレンチストライプ

030B
040B

＊＊＊＊
ギンガムチェック
タータンチェック

050B
060B

＊＊＊＊

08F50-E7P-＊＊＊＊

カフェレーサー チェッカー

スウィート ナチュラル フレンチストライプ

ギンガムチェック タータンチェック

カフェレーサー チェッカー スウィート ナチュラル

フレンチストライプ ギンガムチェック タータンチェック

カフェレーサー チェッカー

スウィート ナチュラル フレンチストライプ

ギンガムチェック タータンチェック

表面

①ポッピングピンク
②ハッピーマーガレット
③ブラックカーボン
④カラードクリスタル

010D
030D
090D
0A0D

■デザインコード表 ＊＊＊＊
⑤フラワーパレット
⑥ラブリーキャット
⑦ストロベリーズ
⑧ダークウッド

0B0D
0C0D
0D0D
0E0D

＊＊＊＊
⑨ドリップペイント
⑩ジュエルハート
⑪カメリアンマーブル
⑫Modulo

0F0D
020G
060G
070G

＊＊＊＊

① ② ③

ミント

裏面表面

表面

01. キーカバー（本革製）

手ざわりの良い高級感ある本革製のキーカバーです。

※Hondaスマートキーは商品には含まれません。
※キーカバー（シリコン製／樹脂製）との同時装着はできません。

全タイプ

各¥3,240（消費税8%抜き 各￥3,000）
08U08-TY0-020E
08U08-T6G-010
08U08-TY0-010D

①エナメルタイプ ブラック×ピンクステッチ
②ブラック×ブラックステッチ
③ブラウン×ベージュステッチ

02. キーカバー（シリコン製）

手にやさしくなじむ、ソフトなキーカバー。

※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／樹脂製）との同時装着はできません。

全タイプ

各¥1,296（消費税8%抜き 各￥1,200）
08U08-E3E-AB0 08U08-E3E-AA0
08U08-E3E-A10

①ミント ②アプリコット
③ライム 08U08-E3E-A20④ミルキーホワイト

①

②

③

④

裏面
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●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。

■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。

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



「ナノイー」 マイナスイオン

H2O

08.「ナノイー」うるケア・ヴェールライト

サイズ：直径180mm　ルーフからの厚み：約50mm（スペーサー含む）
※リア席モニターとの同時装着はできません。 ※あんしんパッケージ装備車の場合、別途クリップ（91561-SCV-A01）が必要です。 ※ルーフとの間に
スペーサーが入ります。 ※「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。

★45Lの密閉空間での試験による120分後の効果であり、実使用空間の効果ではありません。

※1 一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3nm）と「ナノイー」（代表的な粒子径： 
13nm）との比較による。

※2 一般的な空気イオンの寿命＝数十秒～100秒、「ナノイー」の寿命＝約600秒。
※3 〈スギ花粉〉
【試験依頼先】パナソニック株式会社解析センター
【試験方法】45Lの試験容器内で直接暴露しELISA法で測定
【抑制の方法】「ナノイー」発生装置を運転
【対象】花粉（スギ）
【試験結果】2時間で99%以上抑制 E02-080303IN-03

■「ナノイー」は、パナソニック株式会社の技術です。
■「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。

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」は、ナノメートルサイズの微細なイオン。通常のマイ
ナスイオンの約1000倍※1（体積比）の水分につつまれていま
すので、一般的なイオンと比較して約6倍長持ち※2。お肌や髪
にやさしい弱酸性の「ナノイー」が、うるおい空間へ導きます。

「ナノイー」技術で、花粉※3を抑制★します。

「ナノイー」放出・LED照明点灯イメージ

メイク直しの心強い味方、高演色LED照明

クルマの中でエステ気分

「ナノイー」の特長

「ナノイー」の技術

「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。

長寿命 微 細 弱酸性

0.5H合計

¥3,240（消費税8%抜き ￥3,000） 取付アタッチメント 08R75-TDE-A00

本体 08R75-E5A-000¥27,000（消費税8%抜き ￥25,000）
0.5H

¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000） 

※「ナノイー」は、パナソニック株式会社の技術です。

全タイプ

オレンジLED照明点灯イメージ

※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。
※写真は他車種の装着例です。

※照明は、常時点灯モードと点滅モードに切り換えができます。
※ディフューザーの保証期間は、お買い上げ日より1年間（2万kmまで）です。
※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なりません。

※消耗品のため保証の対象になりません。

※消耗品のため保証の対象になりません。
※オイルの種類を替える場合や、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。

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。

全タイプ

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）

追加用

08CUC-＊＊＊-0S0

08R72-E3G-G00

08R72-E3G-＊＊＊

09. アロマモーメント

●エッセンシャルオイル（5mℓ）

●ディフューザーキット（オレンジLED照明）

各¥1,512（消費税8%抜き 各￥1,400）

各¥3,024（消費税8%抜き 各￥2,800）
●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）

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
ラベンダー ドロップ
ピンキー ロゼ
ピュア ハーブ

A00
B00
C00
D00
E00
F00

X03
X04
X05
X06
X07
X08

■エッセンシャルオイル ＊＊＊＊＊＊

全タイプ02.

08U26-TDE-010

シートコンソール

●ベージュ 08U26-TDE-020●ブラック

ちょっとした小物を入れるのに便利なコンソール。
ベルト固定タイプなので、取り付け、取り外しも容易にできます。

取付位置：フロントシートクッション中央部　※写真は他車種の装着例です。

各¥4,860（消費税8%抜き 各￥4,500）

ベージュ

全タイプ03. マルチボックス（ブラウン）

荷崩れしやすい荷物をスッキリ収納。出し入れもラクにできます。

取付位置：助手席
収納部サイズ：W31×D37×H22.5cm
※防水シートカバー、ペットシートプラスわんとの助手席での同時装着はできません。
※重い荷物を入れた場合、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。

08U13-E3E-A00¥5,616（消費税8%抜き ￥5,200）

折りたたみ時

全タイプ04. シートバックバケット

リア席フロアに置くことができ、買い物袋など転
がりやすい荷物を収納できます。

08U20-T6G-000¥7,020（消費税8%抜き ￥6,500）

折りたたみ時

収納部サイズ：W34×D28×H27cm
※写真は他車種の装着例です。

ひじをゆったりとかけられ、小物の収納にも便利。

01. アームレストコンソール

合計

¥6,480（消費税8%抜き￥6,000） 取付アタッチメント 08U90-TDE-000

本体 各¥14,580（消費税8%抜き 各￥13,500）

各¥21,060（消費税8%抜き 各￥19,500） 各0.3H

各0.3H

U T I L I T Y

各¥3,780（消費税8%抜き 各￥3,500）

＊LEDフロントマップランプ、LEDラゲッジルームランプ装備車には装着できません。
※標準装備の電球を取り外し装着となります。 ※フロントマップランプ用は、2個必要です。 ※LEDルーフ照明との同一箇所
での同時装着はできません。 ※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。

スポットライト

08E13-E4A -A00●ラゲッジルームランプ用
08E13-E4A -B00●フロントマップランプ用

Ｇ

全タイプ06. キックガード
（グレー／フロント席シートバック取付用／
左右共用 1枚売り）

お子様の足蹴りからシートバックを保護。
小物が入るポケット付きです。

※カーゴライナー、シートバックグリップ、ペットシートマットとの同時
使用はできません。

※写真は他車種の装着例です。

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

05. シートバックグリップ（ 1個／ブラック）

後席に座るときや、席を立つときに身体の支え
になります。

※ 『バービー』 コレクションのシートカバーとの同時装着はできません。
※カーゴライナー、キックガード、ペットシートマットと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。

※写真は他車種の装着例です。

各¥10,584（消費税8%抜き 各￥9,800） 各0.4H

●あんしんパッケージ装備無し車用
08U95-TY7-011
08U95-TY7-011A

運転席側用
助手席側用

●あんしんパッケージ装備車用
08U95-TY7-011B
08U95-TY7-011C

運転席側用
助手席側用

※シート色に合わせてお選びください。 ※標準装備のアームレストを取り外し装着となり、角度調整機能はなくなります。
※シートカバーのアームレスト部は装着できません。

08U89-TDE-010A

08U89-TDE-050E

①ベージュ
②ブラック

08U89-TDE-020B

08U89-TDE-030C

08U89-TDE-040D

③ダイナー
④セッション
⑤グライド

Ｇ Ｇ・A
Ｇ・A X X・TＧ・TA X X・T

X X・T

X X・T

取付位置：ラゲッジルームランプ部
※標準装備のラゲッジルームランプを取り外し装着となります。
※LEDルームランプ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。 

全タイプ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）

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。

11. LEDルームランプ
（LEDバルブ／ホワイト〈1個入り〉／12V／0.7W）

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。

合計

¥540（消費税8%抜き ￥500） サブハーネス
アタッチメント

本体 ¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）

¥13,500（消費税8%抜き ￥12,500） 0.3H

08E14-T4R-000

08E13-E81-010
0.2H

0.1H

LEDルームランプ 標準ランプ

面発光

ブルーイルミネーションスポットライト

シェルフモード シートカバーモード カーゴモード

汚れに強く、便利な3つのモードにアレンジ可能です。

許容荷重：5.0kg
※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。
※ペットシートマットとの同時使用はできません。
※スマートクリップとの同一座席での同時使用はできません。
※走行時はシェルフモードでの使用はできません。
※許容荷重を必ず守ってお使いください。
※シェルフモード時に、お子様やペット等をシェルフに乗せないでください。
※写真は他車種の装着例です。

全タイプ07. インテリアキッズシェルフ

¥8,640（消費税8%抜き ￥8,000）08U42-TY0-000

XＧ・A X・TＧ・TA

Ｇ

取 付 位 置

ルーフライニング中央（フロント席ヘッドレスト上）部付近

Ｇ・A＊

ベージュ

ブラック

①ベージュ ②ブラック ③ダイナー

④セッション ⑤グライド

コンソールオープン時
※写真は他車種の装着例です。
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走行中は使用しないでください。 運転の妨げにならないようにするためペットは確実に固定されたケージなどに入れてください。

08Z41-E6K-000G
サイズ：W 約14.5×L 約5cm

取付位置：助手席、リア席
サイズ：W 約35×L 約45×H 約40cm
※インテリアキッズシェルフ、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。

※シートクロス（フロント用）、防水シート
カバー、マルチボックスとの助手席での同時
装着はできません。

※ペットシートマットとのリア席での同時装着
はできません。

※シートヒーター装備車の場合、座面温度が
ペットに悪影響をおよぼすおそれがあり
ますので、シートヒータースイッチを切って
ご使用ください。

※ご使用時は、必ずシートに固定し、運転中に
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。

※写真は他車種の装着例です。

08Z41-E6K-000F

（消費税8%抜き ￥16,000）￥17,280
※ISOFIXチャイルドシート（ISOFIX固定時）との同時装着はできません。
※ペットシートプラスわんとのリア席での同時装着はできません。
※インテリアキッズシェルフ、キックガード、カーゴライナー、シートバックグリップ、
スマートクリップとの同時使用はできません。

※写真は他車種の装着例です。

08Z41-E6K-000A

メッシュカバー開

ファスナー開イメージ装着イメージ

装着イメージ装着イメージ

メッシュカバー閉

取付位置：リア席ISOFIXチャイルドシート ロアアンカレッジ部
※ISOFIXチャイルドシート ロアアンカレッジ内側への装着をおすすめします。
※ペットシートマット、ペットフロアクッションとの同時使用が可能です。
※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整してご使用ください。
※写真は他車種の装着例です。

大好きなペットと一緒に、楽しいドライブを。

片側に持ち手があるので、
お散歩のときにも使えます。

詳しくは、専用カタログをご覧ください。

08Z41-E6K-000H
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

全タイプ08. ペットエンブレム

全タイプ

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。

全タイプ全タイプ 12.ペット車外飛び出し防止リード

ほねデザインと肉球デザインを自由に
組み合わせてアレンジできます。

●ほねデザイン

¥3,024
（消費税8%抜き ￥2,800）

●肉球デザイン（1シート2個入り）

¥2,160
（消費税8%抜き ￥2,000）

全タイプ09.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）

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か所付き。

10.ペットシートマット
表面撥水加工（Sサイズ）

取り付け取り外しが容易な、小型犬から大型犬ま
で使えるシートマットです。運転席が見えるよう、
フロント側にメッシュエリアを設置。一緒に座ると
きはファスナーを開けてきれいな面に座れます。
ペット車外飛び出し防止リードとセットでの装着
をおすすめします。

¥19,440（消費税8%抜き ￥18,000）

08Z41-E6K-000C
サイズ：W 約2×L 約27～40cm（長さ調整可能）

●Sサイズ（小型犬用）

¥3,240（消費税8%抜き ￥3,000）

08Z41-E6K-000D
サイズ：W 約2×L 約68～110cm（長さ調整可能）

●Mサイズ（中・大型犬用）

¥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）

11. ペットフロアクッション
（2枚1セット／ファスナージョイントタイプ／表面撥水加工）

低反発ウレタン素材のクッションです。ペットをフロアに乗せる
際の快適性を高めます。ペット車外飛び出し防止リードとセット
での装着をおすすめします。（小型犬から大型犬まで使用可）

08Z41-E6K-000E¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）
サイズ（1枚）：W 約55×L 約61×H 約5cm
※ペットシートマット、ペット車外飛び出し防止リードとの同時使用が可能です。
※ISOFIXチャイルドシート（サポートレッグタイプ）、ラバーマット（リア用）との同時装着は
できません。

※写真は他車種の装着例です。

全タイプ06.

08R31-ES1-001

ランバーフィットサポート

腰への負担を軽減し、快適ドライブをサポート
します。

¥10,584（消費税8%抜き ￥9,800）
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
※サイドエアバッグシステム装備車の助手席ではご使用できません。
※成形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。 
※写真は他車種の装着例です。

全タイプ01. どこリラ（クッション）

フットクッション、ひじ掛け、枕など、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
を拭き取りやすい合皮製です。

08R63-E7C-010¥3,564（消費税8%抜き ￥3,300）
サイズ：折たたみ時 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。

全タイプ05.

¥2,160（消費税8%抜き ￥2,000）

ユーティリティベルト
（長さ調整機能付）

08L46-SYA-001

取付位置：フロント・リア左右席　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。
※荷物のサイズによっては収納できない場合があります。
※写真は他車種の装着例です。

寝かせるとかさばる背の高い荷物なども、
立たせた状態ですっきり収納できます。

フロアやシート背面を傷や汚れから守ります。

※キックガード、シートバックグリップ、ペットシートマットとの同一箇所での同時
使用はできません。

¥19,440（消費税8%抜き ￥18,000）

全タイプ02. カーゴライナー
（防水生地／フロントシートバック・リアシートバック・
ラゲッジルーム部 8枚セット）

08P42-TDE-000

※メーカーオプションのディスプレイオーディオ装備車には装着できません。
※充電専用のため音楽などの再生はできません。
※アクセサリーソケットに挿すものによっては、USBチャージャーのフタが干渉する場合があります。
＊サウンドマッピングシステム装備車の場合　　　となります。

08U57-TDE-000

USB接続のスマートフォンやタブレットなどを充電できます。急速充電対応機器の急速充電も可能です。

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）

全タイプ03. USBチャージャー（2口／5V／各 2.1A）

08E20-TDE-000C

照明付きに交換することで、夜間の操作性が向上
します。

¥5,400（消費税8%抜き ￥5,000）

全タイプ04.ドアミラースイッチ 照明付
（交換タイプ／発光色ホワイト）

0.3H

0.5H＊

全タイプ07. テールゲートストラップ
（ブラック）

つかみやすいストラップで、テールゲートがラク
に閉められます。

08L46-TDE-010
¥1,080（消費税8%抜き ￥1,000） 0.2H

地上からストラップまでの高さ：約166cm

通常時リアシート ダイブダウン時

展開時折りたたみ時

※イラストは説明のためのイメージです。

使用例

消灯時点灯時装着時 本体ジャック

0.8H
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ピュアサウンドブースで、N-BOX SLASHに、 
もっと “心地よいという贅沢”  を。

8インチ プレミアム インターナビ
VRM -165VFEi 

詳細はP23へ 詳細はP23へ

プレミアム インターナビ
VRM -165VFi 

全タイプ01. ピュアサウンドブース（エンブレム付）

車外のノイズの入り込みや、ドアパネルの微振動を低減。また、ドアの閉まり感など、軽自動車にさらなる上質感をもたらします。

08R76-TDE-000¥38,880（消費税8%抜き ￥36,000） 2.8H

ひずみの少ないクリアな音質を追求した、サウンドマッピングシステム※。
専用ケブラーコーンスピーカー、アルミドームツィーター、
バックロードホーン型サブウーファー＋パワーアンプで構成される
このシステムの能力を最大限引き出すために、
ヘッドユニットであるギャザズナビゲーションシステムを専用設計。
エンジニア陣が試聴を繰り返し、回路や部品の定数を選定。
N-BOX SLASHに最適な音響セッティングを施しました。クルマでもいい音にこだわりたい。
そんな耳の肥えたオーナーを唸らせる、高音質をお届けします。
また、不快なノイズを低減し、車内の居心地をより高める〈ピュアサウンドブース〉を装着すれば、
サウンドマッピングシステムと対応ギャザズナビゲーションが生み出す、
まるでライブのような臨場感を、さらに引き立たせることができます。

※G・Aパッケージ、G・ターボAパッケージにメーカーオプション。 X、X・ターボパッケージに標準装備。

サウンドマッピングシステム対応ギャザズナビゲーション（2モデル）

音楽を、こよなく愛する。
音質に、とことんこだわる。

［ピュアサウンドブースとは？］
ドアパネルやテールゲートパネルなどに、吸音材や制振材を埋め込む
内装施工を行い、車室内の静粛性、制振性を高め、音響表現の向上
と乗る人の居心地をより快適にするためにこだわったアイテムです。

優れた静粛性を実現したN-BOX SLASH。
ピュアサウンドブースを装着すれば、
その快適空間が、さらに心地よくなります。

［ピュアサウンドブースの特徴］

特徴①   吸音〈静粛性の向上〉
走行時に発生するタイヤノイズをはじめ、 細かい砂利の巻き上げ音、
降雨時の水跳ね音など、車外からの不快なノイズを低減します。

特徴②   制振・吸音〈音響表現の向上〉
スピーカーが発する音の適正化と、スピーカー音に由来する
ドアパネルの微振動を低減。
これにより、
●低域から高域までのバランスの良さ
●それぞれの楽器やコーラスの分離感
●低域・中域の厚み感
などの音響表現に貢献します。またサウンドマッピングシステム
装備車であれば、その臨場感をさらに引き立てることができます。

特徴③
乗り降りの際のドアの閉まり感に、上質感をもたらします。

［ピュアサウンドブースの主な構成］
■吸音シート12カ所／吸音ウレタン2カ所／制振シート2カ所／
エンブレム

吸音シート
吸音効果により、
車外からの雑音を低減。
（厚さは2種類）吸音ウレタン

スピーカー音の不要な
ノイズを低減。

制振シート
スピーカー音による
ドアパネルの微振動を低減。

エンブレム

装着位置

［高音質にこだわった部品の採用］ ［ノイズの低減を追求したパターン設置］
● デジタルオーディオの再生で、最も音質に影響を与
えるDAC（デジタルアナログ変換回路）には、高音質な
32bi tDACを採用。マルチビットDACと1bi tDACを
複合したアドバンスド・セグメント方式で、力強く、奥
行きのある音を再生します。

● アナログ信号を増幅するオペアンプにも、高音質部
品を採用。ひずみが小さく中域の情報量が豊富で、立ち上
がりにスピード感がある、音が前に出てくるような
セッティングを狙いました。

● 音への影響が多い、電源・GNDパターンをいちから
設計。スムーズで濁りのない音を再生するために、
信号の流れにも配慮した基板回路設計としています。

● 音声用回路にはスイッチング方式を用いない、専用
リップルフィルタ電源を採用。通常では聞こえない
ような可聴域外ノイズも徹底的に低減しています。

● デジタル系とアナログ系の相互干渉が起きないよう
に回路を設計。さらにノイズ除去に適切な位置に
低E SRのコンデンサを配置するなど、ノイズ対策を
徹底しました。

■車両故障の原因となりますので、サウンドマッピングシステムは、必ずサウンドマッピングシステム対応の「ディスプレイオーディオ（タイプ別メーカーオプション）」または「Honda純正のギャザズ ナビゲーション」と組み合わせてご使用ください。

ピュアサウンドブースを装着した
証となるエンブレム。

〈 各部材の主な効果 〉

サイズ：約20×20mm

X X・TＧ・TA＊Ｇ・A＊ X X・TＧ・TA＊Ｇ・A＊

＊サウンドマッピングシステム装備無し車には装着できません。

21 2 2
●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。=XX =X・ターボ X・T

■画面はすべてハメコミ合成です。■イラストは説明のためのイメージです。

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



N A V I G A T I O N  S Y S T E M

■最適仕様

■機能
■品質保証

ギャザズは、ホンダアクセスと主要オーディオメーカー各社が、厳しい品質基準と先端の機能を盛り込み、
共同開発したHonda車専用の純正カーオーディオです。

アンテナ・スピーカーを含めたトータルシステムとして、様々なHonda車の車室特性に合わせた最適な仕様を提供します。
車種別の視野角や、ディスプレイのフロントウインドウへの映り込みを配慮するなど、純正ならではのセッティングを行っています。
Honda車のオーディオスペースにジャストフィットする専用設計と、ボタン／ノブ類までも操作性を考慮したレイアウトとしています。
厳しい耐振、耐候テストを実施し、基板設計から、各部品に至るまで、Honda車と同様の品質基準をクリア。3年間6万kmのロングラン保証です。

多彩な機能が魅力のおすすめナビ。

N-BOX SLASHの魅力をさらに広げる、おすすめアイテム

＊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 インターナビ・リンク 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。

合計＊

本体 ¥205,200 （消費税8%抜き ￥190,000）

¥232,586 1.9H

08A40-5U0-430L1.9H

フェイスパネルキット★ ¥10,800 （消費税8%抜き ￥10,000） 08B40-TY0-010B

取付アタッチメント ¥6,480 （消費税8%抜き ￥6,000） 08B40-TY0-U00D

デジタルTV用フィルムアンテナ ¥7,020 （消費税8%抜き ￥6,500） 08A22-7S0-C10

ナビゲーションロック ¥3,086 （消費税8%抜き ￥2,858） 08B40-0P0-A00

01. 8インチ プレミアム インターナビ  VRM-165VFEi 

＊ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

サウンドマッピングシステム対応ギャザズナビゲーション

＊ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

■ 静電タッチパネルを採用し、多彩な画面操作を可能に。
■ 8倍速／約4,000曲を録音できるミュージックラック®を搭載。
■ iPod®・iPhone®はもちろん、WALKMAN®、HDMI端子搭載機器など
多彩な機器に対応（オプション）。

■ 所定の時期に1回、地図データ無償更新。（2018年秋頃を予定）

■ 静電タッチパネルを採用し、多彩な画面操作を可能に。
■ 8倍速／約4,000曲を録音できるミュージックラック®を搭載。
■ iPod®・iPhone®はもちろん、WALKMAN®、HDMI端子搭載機器など
多彩な機器に対応（オプション）。

■ 所定の時期に1回、地図データ無償更新。（2018年秋頃を予定）

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7
パナソニック製

インターナビ・リンク
プレミアムクラブ対応

Bluetooth®
（ハンズフリー・音楽再生）

CD/DVD/SDカード
（SDHC対応）

7.0型 W-VGA

フラッシュメモリー
（32GB）

TV 12セグ+ワンセグ
（4アンテナ×4チューナー）

ミュージックラック® CD録音
（約4,000曲)

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7
パナソニック製

インターナビ・リンク
プレミアムクラブ対応

Bluetooth®
（ハンズフリー・音楽再生）

CD/DVD/SDカード
（SDHC対応）

ミュージックラック® CD録音
（約4,000曲）

8.0型 W-VGA

フラッシュメモリー
（32GB）

TV 12セグ+ワンセグ
（4アンテナ×4チューナー）

USB/iPod®/iPhone®（音楽&ビデオ）
HDMI対応  オプション

X X・T

合計＊

本体 ¥172,800 （消費税8%抜き ￥160,000）

¥189,386 1.7H

08A40-5U0-440L1.7H

取付アタッチメント ¥6,480 （消費税8%抜き ￥6,000） 08B40-TY0-U00B

デジタルTV用フィルムアンテナ ¥7,020 （消費税8%抜き ￥6,500） 08A22-7S0-C10

ナビゲーションロック ¥3,086 （消費税8%抜き ￥2,858） 08B40-0P0-A00

02. プレミアム インターナビ  VRM-165VFi

USB/iPod®/iPhone®（音楽&ビデオ）
HDMI対応  オプション

■車両故障の原因となりますので、サウンドマッピングシステムは、必ずサウンドマッピングシステム対応の「ディスプレイオーディオ（タイプ別メーカーオプション）」または「Honda純正のギャザズ ナビゲーション」と組み合わせてご使用ください。

Ｇ・A＊2 Ｇ・TA＊2Ｇ

ドライブが変わる。インターナビが変える。

※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。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、最適な道を選択して案内。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
最適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。

▶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

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
最適ルート

最適ルートの理由 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

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

■ 4倍速／約1,000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2016年秋頃を予定）
■ ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、車種専用音響セッティング
 「音の匠」にも対応。 

■ 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。

合計＊

本体 ¥165,240 （消費税8%抜き ￥153,000）

¥181,826 1.8H

08A40-5U0-420L1.8H

取付アタッチメント ¥6,480 （消費税8%抜き ￥6,000） 08B40-TY0-U00B

デジタルTV用フィルムアンテナ ¥7,020 （消費税8%抜き ￥6,500） 08A22-7S0-C10

ナビゲーションロック ¥3,086 （消費税8%抜き ￥2,858） 08B40-0P0-A00

03. スタンダード インターナビ  VXM -165VFi

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7
パナソニック製

■画面はすべてハメコミ合成です。

＊2 サウンドマッピングシステム装備車には装着できません。
※合計の価格、標準取付時間はG・Aパッケージ、G・ターボAパッケージに装着する場合です。
Gに装着する場合は、次ページをご確認ください。

Ｇ・A＊1 Ｇ・TA＊1

＊1 サウンドマッピングシステム装備無し車には装着できません。

8インチ プレミアム インターナビ（VXM-165VFEi）装着例

★標準装備のオーディオパネル（レッド、シルバー等）が専用形状（ブラック）になります。

大型の8.0型W-VGAモニターを採用し、フリック／マルチ操作に対応。
豊富なメディアにも対応したハイエンドモデル。

静電タッチパネルを採用し、フリック／マルチ操作に対応。
豊富なメディアにも対応したハイエンドモデル。

＊ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。

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。

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。

04. ナビゲーションロック（マックガード社製） ボルト２本入り、警告ステッカー2枚付

リア席で映像が楽しめる。 いい音にこだわりたいなら。 万一の状況を記録・再生。

08B40-0P0-A00¥3,086（消費税8%抜き ￥2,858）
警告ステッカー

0.2H＊

for ギャザズナビ

＊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。　※オーディオへの適用はありません。

●リア席モニター ●ハイグレードスピーカーシステム ●ドライブレコーダー▶詳細 P27 ▶詳細 P29 ▶詳細 P30

インターナビ・リンク
プレミアムクラブ対応

Bluetooth®
（ハンズフリー・音楽再生）

7.0型 W-VGA

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） 

TV 12セグ+ワンセグ
（4アンテナ×4チューナー）

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  オプション

USB/iPod®/iPhone®
（音楽&ビデオ）対応  オプション

ミュージックラック® CD録音
（約1,000曲）

地図更新3回無償
（VRM-165VFEi/165VFi、VXM-164CSiを除く）

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

無料高速道路

2 3 24
●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。●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



★標準装備のオーディオパネル（レッド、シルバー等）が専用形状（ブラック）になります。＊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。 ※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 

★
●
●

☆所定の時期に3回（毎年1回3年間） 初回は2016年秋頃を予定
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）

●
●

◎（USB接続ジャックが必要）
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2014年12月
2014年10月
2014年11月

VXM-165VFEi

02. 8インチ プレミアム インターナビ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7  パナソニック製

大型の8.0型W-VGAモニターを採用し、
フリック／マルチ操作に対応。

多彩なナビオプションに対応したハイエンドモデル。

●：標準装備　◎：ナビオプション　☆：インターナビ・リンク プレミアムクラブへの会員登録（無料）が必要です。
※1 著作権保護されたWMAまたはAACは再生できません。 ※2 再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。 ※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。

＊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 インターナビ・リンク
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。 

ギャザズナビゲーション
データ収録時期

インターナビ・リンク
プレミアムクラブ対応

★標準装備のオーディオパネル（レッド、シルバー等）が専用形状（ブラック）になります。＊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。

その他の機能

オプション

ギャザズ エクストラサイズナビゲーション ギャザズ デュアルサイズナビゲーション

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
ナビゲーション単体合計金額＊
標準取付時間

希望小売価格
（消費税8%込み）　

04. 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

★
●
●

☆所定の時期に3回（毎年1回3年間） 初回は2016年秋頃を予定
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）

●
●

◎（USB接続ジャックが必要）
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2014年12月
2014年10月
2014年11月

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。

VXM-164CSi

06. エントリー インターナビ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8  JVCケンウッド製

★
●
●

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）

●
●

●

◎

◎
2015年4月
2014年9月
2014年9月

インターナビと基本的な機能を搭載。
お求めやすい価格のエントリーモデル。

（08A40-5U0-410L）

（08B40-TY0-010B）

（08B40-TY0-U00C）

（08B40-0P0-A00）

¥194,400
¥10,800
¥6,480

¥3,086

（08A40-4U0-400L）

（08B40-TY0-U00A）

（08B40-0P0-A00）

¥137,160

¥6,480

¥3,086

（08A40-4U0-410L）

（08B40-TY0-U00A）

（08B40-0P0-A00）

¥99,900

¥6,480

¥3,086

デジタルTV用フィルムアンテナ

¥194,400
¥10,800
¥6,480

¥3,086

（08A40-5U0-410L）

（08B40-TY0-010B）

（08B40-TY0-U00D）

（08B40-0P0-A00）

2.0H

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch

¥ 221,786 

￥7,020（08A22-7S0-C10）

¥205,200
¥10,800
¥6,480

¥3,086

（08A40-5U0-430L）

（08B40-TY0-010B）

（08B40-TY0-U00D）

（08B40-0P0-A00）

1.9H

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch

¥ 232,586 

￥7,020（08A22-7S0-C10）

¥137,160

¥6,480

¥3,086
12セグ＋ワンセグ放送用 4ch

¥ 153,746 

¥7,020（08A22-7S0-C10）

¥ 109,466 

（08A40-4U0-400L）

（08B40-TY0-U00B）

（08B40-0P0-A00）

¥99,900

¥6,480

¥3,086

（08A40-4U0-410L）

（08B40-TY0-U00B）

（08B40-0P0-A00）

- -

-

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
ナビゲーション単体合計金額＊
標準取付時間

希望小売価格
（消費税8%込み）　

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 12セグ＋ワンセグ放送用 4ch ワンセグ放送用
￥7,020

- -

¥ 221,786 ¥ 153,746 

¥7,020（08A22-7S0-C10） （08A22-7S0-C10）

¥ 113,246 

￥3,780（08A22-7L0-A10）

ナビゲーション単体

ナビゲーション単体

（08A40-5U0-420L）

（08B40-TY0-U00B）

（08B40-0P0-A00）

-

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch

¥ 181,826 

￥7,020

¥165,240

¥6,480

￥3,086

（08A22-7S0-C10）

1.8H

-

-

-

-

-

-

2.3H

（08A40-5U0-420L）

（08B40-TY0-U00A）

（08B40-0P0-A00）

¥165,240

¥6,480

¥3,086
12セグ＋ワンセグ放送用 4ch
￥7,020

-

¥ 181,826 

（08A22-7S0-C10）

2.1H

1.6H 0.6H

1.9H 1.3H

★
●
●

☆1回 2018年秋頃を予定

フラッシュメモリー
32GB

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）

●
●
●

●

◎
◎

◎
◎

2014年12月
2014年10月
2014年11月

VRM-165VFEi

01. 8インチ プレミアム インターナビ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7  パナソニック製

大型の8.0型W-VGAモニターを採用し、
フリック／マルチ操作に対応。

豊富なメディアにも対応したハイエンドモデル。

ギャザズ エクストラサイズナビゲーション

VXM-164VFiVXM-165VFi

05. ベーシック インターナビ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8  JVCケンウッド製

★
●
●

☆所定の時期に3回（毎年1回3年間） 初回は2016年秋頃を予定

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）

●
●

●

◎

◎
◎

2015年4月
2014年9月
2014年9月

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。詳しくは「Gathers総合カタログ★」もしくは

http://www.honda.co.jp/navi/nboxslash/
をご覧ください。（★01.03.を除く）

AV機能

＊ギャザズ ナビゲーション本体のみ
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。

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」

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
「マモル」新車コースへ、おクルマご購入と同時にご加入いただきますと、走行距離に関わらず、保証を5年目まで延長できます。

ご加入期限 初度登録から1ヵ月以内 対象車両 国内で販売しているHonda自家用乗用車

※ただし、車検証の「使用者」の欄が“法人名義”の車両など、一部の車両は除きます。

★通信費が無料※4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兼ねなくフルに活用できます。
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。

詳しくはプレミアムクラブ ホームページをご覧ください。
http://www.honda.co.jp/internavi/

※4 「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。専用通信機器以外の携帯電話などでのデータ通信や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。 

■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、米国および他の国々
で登録されたApple Inc.の商標です。Apple CarPlay™は、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。■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。 ■Drive T@lkerは、パナソニック株式会社の登録商標です。■DDLinearは、アルパイン株式会社の登録商標です。

モデル名

ナビメディア（容量）

モニター

リンクアップフリー
インターナビ・ルート
インターナビ交通情報
無償地図データ更新

地上デジタルTV対応

DVDビデオ再生

CD-R/RW再生※1

CD音楽録音

USBメモリーデバイス対応※1 ※2

iPod®/iPhone®対応（USB接続）
WALKMAN®対応※1 ※2

Bluetooth®オーディオ再生
HDMI接続

SDカード対応※1 ※2

AM/FMラジオ
ハンズフリー通話（Bluetooth®）
NaviCon（Bluetooth®接続）
Apple CarPlay™
ナビゲーションセキュリティ機能
音の匠（車種専用音響セッティング）※3

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）
ETC車載器（ナビ連動タイプ）
リア席モニター（ルーフ取付タイプ）
ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）
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）
道路（高速・有料）
道路（国道・県道）
交通規制

12セグ＋ワンセグ
ワンセグ

VRモード（CPRM）対応

音楽再生
ビデオ再生

音楽再生
ビデオ再生

VRM-165VFi

VXM -165VFEi VXM -164CSiVRM -165VFEi VXM -164VFiVXM -165VFiVRM -165VFi

-

-

-

-

-

-

（08A40-5U0-440L）

（08B40-TY0-U00B）

（08B40-0P0-A00）

-

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch

¥ 189,386 

￥7,020

¥172,800

¥6,480

¥3,086

（08A22-7S0-C10）

1.7H

03. プレミアム インターナビ

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7  パナソニック製

★
●
●

☆1回 2018年秋頃を予定

フラッシュメモリー
32GB

7.0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）

●
●
●

●

◎
◎

◎
◎

2014年12月
2014年10月
2014年11月

静電タッチパネルを採用し、
フリック／マルチ操作に対応。

豊富なメディアにも対応したハイエンドモデル。

N A V I G A T I O N  A L L  L I N E U P

ギャザズ デュアルサイズナビゲーション
サウンドマッピングシステム対応

Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ

サウンドマッピングシステム対応

foｒ ナビ装着用スペシャルパッケージ

foｒ オーディオレス

X X・TＧ・A＊1 Ｇ・TA＊1 X X・TＧ・A＊1 Ｇ・TA＊1Ｇ・A＊2 Ｇ・TA＊2 Ｇ・A＊2 Ｇ・TA＊2

X X・TＧ・A＊1 Ｇ・TA＊1 X X・TＧ・A＊1 Ｇ・TA＊1Ｇ・A＊2 Ｇ・TA＊2 Ｇ・A＊2 Ｇ・TA＊2 Ｇ・A＊2 Ｇ・TA＊2 Ｇ・A＊2 Ｇ・TA＊2

＊1 サウンドマッピングシステム装備無し車には装着できません。  ＊2 サウンドマッピングシステム装備車には装着できません。

＊1 サウンドマッピングシステム装備無し車には装着できません。  ＊2 サウンドマッピングシステム装備車には装着できません。

Ｇ Ｇ

25 26
●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。

■画面はすべてハメコミ合成です。

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



N A V I G A T I O N  O P T I O N  &  A U D I O

　③
　②
　①

A

※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。
※HDMI映像・音声出力について：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、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。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。Apple CarPlay™は、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。

※カメラの映像は、広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
※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。雨滴などがカメラ部
に付着時、また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。安全のため、カメラ使用時も直接
目視で安全確認を行いながら運転してください。強い光がカメラに差し込んでいる時に、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。

※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。
※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。※装着イメージは他車種の装着例です。

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。

※コーナーポールとの同時装着はできません。 ※VXM-164CSiには装着できません。

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車、メーカーオプションのディスプレイオーディオ装備車には装着できません。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

約3m
約2m
テールゲート開閉
可能位置
約0.5m

ガイド線表示（車両後端より）

（消費税8%抜き ￥1,500）¥1,620

　取付位置：グローブボックス内

（消費税8%抜き ￥2,000）¥2,160

（消費税8%抜き ￥1,300）¥1,404

（消費税8%抜き ￥7,620）¥8,229

¥3,780

（消費税8%抜き ￥2,000）¥2,160

充電機能/iPod®コントロール機能付　取付位置：グローブボックス内

※11インチリア席モニターとの同時装着はできません。

※コードを延長して使用したい場合に必要となります。

※11インチリア席モニターとの同時装着はできません。

（消費税8%抜き ￥7,620）¥8,229
充電機能/iPod®コントロール機能付　取付位置：グローブボックス内

08A41-0U0-030

08A41-0N0-000

08A41-2P0-000

08A16-0K0-000

08A16-0K0-010

（消費税8%抜き ￥3,500） 08A41-0S0-020

08A16-0N0-000

Dockコネクタ装備のiPod®/iPhone®

Lightningコネクタ装備のiPod®/iPhone®

音楽再生

音楽再生

iPod®/
iPhone®

iPod®/
iPhone®

iPod®/
iPhone®

Lightning-USBケーブル
（iPod®/iPhone®に付属）

ビデオ再生

※ビデオ再生時は
アナログ入力となります。

※ビデオ再生はできません。
※Apple CarPlay™はVXM-165VFEi/165VFiのみ対応。

※ビデオ再生はできません。

※ビデオ再生はできません。

WALKMAN®
USBコード
（WALKMAN®に付属）

05. iPod接続コード

05. iPod接続コード

03. USBメモリー
デバイスコード

09. AUX接続コード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

08. VTRコード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

07. VTRコード

04. USB接続ジャック

04. USB接続ジャック

04. USB接続ジャック

04. USB接続ジャック

06. HDMI接続コード

07. VTRコード

04. USB接続ジャック

USB機器

USBメモリー
デバイス

※VRM-165VFEi/165VFi、
VXM-165VFEi/165VFiのみ対応。

※VRM-165VFEi/165VFi、VXM-165VFEiのみ対応。

音楽再生
iPod®/
iPhone®

04. USB接続ジャック

※HDMI接続コードのコネクタは標準タイプです。
※接続用のHDMIケーブルは付属していません。
※画像・映像はリア席モニターには表示されません。
※iPod®、iPhone®を接続する場合、別途Apple社製｢デジタルAVアダプタ｣が必要です。

HDMI出力を搭載したデジタル機器

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

HDMI出力を
搭載した
デジタル機器

HDMIケーブル （別売）

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

USBメモリーデバイスコード（コードの長さ：1m）03. 

USB接続ジャック04. 

iPod接続コード05. 

HDMI接続コード（VRM-165VFEi /165VFi、VXM-165VFEi用）06. 

VTRコード07. 

VTRコード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）08. 

AUX接続コード（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）09.

0.3H  

0.3H  

0.3H  

0.3H  

iPod®/iPhone®やUSBオーディオなどを車内で再生するためのコード for ギャザズナビ

for ギャザズナビ for ギャザズナビ

音楽・ビデオ再生

音楽再生

音楽再生

ビデオ再生

音楽再生

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

音楽・ビデオ再生

＊04.USB接続ジャック、05. iPod接続コード、07.VTRコードの3つを同時装着する場合、取付費は必要ありません。
※11インチリア席モニターとの同時装着はできません。

07.VTRコード、08.VTRコード、09.AUX接続コードは、いずれかの選択となります。

装着イメージ

取付位置

0.3H＊

0.0H合計

¥8,100（消費税8%抜き  ￥7,500） 取付アタッチメント 08B77‐TDE‐000

本体 08A77-6P0-200¥21,600（消費税8%抜き ￥20,000）
1.5H

¥29,700（消費税8%抜き ￥27,500） 

1.1H合計

¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000） 取付アタッチメント 08B76‐TDE‐A00

本体 08A76-6S0-200¥27,000（消費税8%抜き ￥25,000）
1.1H

¥34,560（消費税8%抜き ￥32,000） 

●ギャザズナビゲーション用

1.1H合計

¥6,480（消費税8%抜き ￥6,000） 取付アタッチメント
08E26-TDE-D00

本体
08E25-E5X-C00

¥19,440（消費税8%抜き ￥18,000）

1.1H

¥25,920（消費税8%抜き ￥24,000） 

1.2H合計

¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000） 取付アタッチメント 08B76‐TDE‐B00

本体 08A76-6S0-200¥27,000（消費税8%抜き ￥25,000）
1.2H

¥8,640（消費税8%抜き ￥8,000） コントロールユニット 08A76-E3Z-000

¥43,200（消費税8%抜き ￥40,000） 

●メーカーオプションのディスプレイオーディオ用

「ETC2.0」のさまざまなサービスに対応。ETC機能も搭載し、ナビ画面と音声で料金
をご案内、ETCカードの期限切れもお知らせします。ナビ画面での履歴確認も可能。

アンテナ部にスピーカーを内蔵し、通行料金のほかETCカードの有効期限も音声
でお知らせします。LEDランプでETCカードの挿入状態も確認できます。

12. ETC2.0車載器
（ナビ連動タイプ／アンテナ分離型）

1.0H合計

¥864（消費税8%抜き ￥800） サブアタッチメント
08E24-TDE-A00

本体
08E23-E34-B03

¥10,800（消費税8%抜き ￥10,000）1.0H

¥11,664（消費税8%抜き ￥10,800） 

14. ETC車載器 音声ガイドタイプ
（アンテナ分離型）

セレクトノブをR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。

10. リアワイドカメラシステム
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

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。

11. 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

※VTRコード、AUX接続コードとの同時装着はできません。

迫力の大画面 11インチ フルフラットデザイン。
ギャザズナビゲーションと組み合わせることで、走行中でも後席で
地上デジタル放送やDVDビデオなどの映像も楽しめます。
便利なLEDルームランプ、HDMIの映像も楽しめる入力端子付き。

01. 11インチ リア席モニター　VM -155EN
（W-VGAモニター／ルーフ取付タイプ〈HDMI入力端子・リモコン付〉）

合計

¥9,180（消費税8%抜き ￥8,500） 取付アタッチメント 08B20‐TDE‐B40

08A20-5T0-740B本体 ¥86,400（消費税8%抜き ￥80,000）

¥95,580（消費税8%抜き ￥88,500） 1.3H

1.3H

9インチW-VGAモニター。便利なLEDルームランプ付き。

02. 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〉）

合計

¥9,180（消費税8%抜き  ￥8,500） 取付アタッチメント 08B20‐TDE‐A40

08A20-5T0-740A本体 ¥61,560（消費税8%抜き ￥57,000）

¥70,740（消費税8%抜き ￥65,500） 1.3H

1.3H

モニター収納時 ランプ点灯時 HDMI入力端子

リモコン

リモコン

モニター収納時 ランプ点灯時

for ギャザズナビ

foｒ ギャザズナビ／WX-151CP／151C

foｒ ギャザズナビ／メーカーオプションのディスプレイオーディオ

1.5H

■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、実際の点灯色とは異なります。 ■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、実際の点灯色とは異なります。

※VXM-164VFi/164CSiには装着できません。 ※「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。
※リア席モニターではナビゲーション地図表示映像はご覧になれません。 ※リア席モニター付属のリモコンでナビゲーションシステムの機能をコントロールすることはできません。

※HDMI接続でナビゲーションに入力した映像・画像、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）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。 ※写真は他車種の装着例です。

〈VRM-165VFEi/165VFi、VXM-165VFEi/165VFiの場合〉

30ピン-USBケーブル
（iPod®/iPhone®に付属）

〈VXM-164VFi/164CSiの場合〉

●VXM-165VFEi/165VFi用

0.9H合計

¥3,240（消費税8%抜き ￥3,000） 取付アタッチメント
08E24‐TDE‐D00

本体
08E23-E34-C01

¥16,416（消費税8%抜き ￥15,200）

0.9H

¥19,656（消費税8%抜き ￥18,200） 

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。

13. ETC車載器 ナビ連動タイプ
（アンテナ分離型）

for ギャザズナビ

取付位置：ドライバーロアカバー上面部
※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。

※広角レンズを使用しているため、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。

トップダウンビューノーマルビュー ワイドビュー

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
見えない

後方側方の車両が遠方でも
見やすい

ETC車載器
取付位置

※VRM-165VFEi/165VFi、VXM-164VFi/164CSiには装着できません。
■「ETC2.0」では、渋滞回避支援や安全運転支援、自動料金収受などのサービスが受けられます。さらに今後、道路交通情報
や走行履歴・経路情報などのビッグデータを活用して、さまざまな新しいサービスが導入される予定です。

■「ETC2.0」サービスについて詳しくは、国土交通省のホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/）をご覧ください。

音楽再生音楽再生
Apple CarPlay™Apple CarPlay™

2 7 2 8

全タイプ

●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。

■画面はすべてハメコミ合成です。■イラストは説明のためのイメージです。

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

カ

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。

ものです。



デュアルサイズオーディオ

＊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、記録時および再生時に基盤面に指紋などの汚れや傷などがあるディスク、またディスクの特性などにより、再生できない場合があります。●記録時に高倍速にて記録したCD-R、CD-RWは、
再生できない又は、音飛びなどが発生する場合があります。●CD-R、CD-RWは通常の音楽CDに比べ高低温多湿環境に弱く、場合により音飛びが発生しやすくなります。●長時間車室内などに放置（長時間太陽光を記録面に当てる等）したディスクは劣化する恐れ
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」または http://www.honda.co.jp/navi/nboxslash/ をご覧ください。

最大出力：40W╳4  アルパイン製＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6

デュアルサイズオーディオ

Bluetooth ®
(ハンズフリー・音楽再生)

TV （ワンセグ）・
AM/FM ラジオ HDMI

iPhone® アプリ連携 CD / CD -R /CD -RW

リアワイドカメラ、
オーディオリモコンスイッチ

オプション

USB、iPod®/
iPhone®(音楽)対応

オプション

6.1型 W-VGA

最大出力：50W╳4  JVCケンウッド製＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6

MP3/WMA /AAC

AM/FM ラジオ 車速連動VOL

EQ（6モード） 日本語表示

USB、iPod®/
iPhone®（フロント接続) AUX（フロント接続）

CD / CD -R /CD -RW

最大出力：40W╳4  アルパイン製＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6

1DINサイズオーディオ

最大出力：50W╳4  JVCケンウッド製＊1 ＊2 ＊5 ＊6

MP3/WMA /AAC

車速連動VOL EQ（6モード）

AUX（フロント接続） AM/FM ラジオ

CD / CD -R /CD -RW

【連携ナビゲーション使用上のご注意】
●対応iPhone®：iPhone®4S/5/5s/5c/6/6 Plus（iOS8.1.1）※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・リンク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。対応機種については、必ず右記URLをご確認ください。ht tp: //www.honda .co. jp/nav i /suppor t /

オプション →P28リアワイドカメラシステム■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）

■iPod®/iPhone®を接続する場合

※充電および画面でのコントロールができます。

USBケーブル（iPod® /iPhone®に付属）

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

WX-151CP
アプリ連携

WX-151CP/C
音楽再生

※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。 

センサーインジケーター
反応範囲イメージ図

センサー感知範囲イメージ図

3段階の警告音でお知らせ

※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。 ※センサー直近約20cm以下では反応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。

約60～45cm
約45～35cm
約35cm以下

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

感知範囲 電子ブザー音 約60～45cm

 約45～35cm

 約35cm以下

反応範囲
Aに反応
❶

Bに反応
❷

3段階の光でお知らせ

後退時、障害物を感知して光と音でお知らせ、
縦列駐車などに便利。

反応イメージ

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。

＊コーナーセンサーと同時装着する場合、標準取付時間は　　　 となります。
※コーナーセンサー装着時に装着できます。

0.5H

センサー（カラードタイプ）

01. ディスプレイオーディオ WX-151CP（ピアノブラック）

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。

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。

04. CD/USBチューナー WX-154CU

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

05. CDチューナー CX-154C

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。

02. ディスプレイオーディオ・ベーシックモデル WX-151C（ガンメタリック）

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。

03.

fo r  ギャザズオーディオオーディオ オプション

USBメモリー
デバイス

WX-154CU/
CX-154C
音楽再生

ポータブル
オーディオ
プレーヤー

コードの長さ：1m
※USBメモリーデバイスを接続し、音楽・ビデオなどを再生するコードです。

※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。

※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。 

12.

¥1,080（消費税8%抜き ￥1,000）
AUX接続コード（両側ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

08A16-0K0-020

11.

¥1,620（消費税8%抜き ￥1,500）
USBメモリーデバイスコード

08A41-0N0-000

0.2H

07.

¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000）

17cmネオジウムデュアルスピーカー
GS-1120DL（フロント用／左右セット）

08A38-TY0-A00

0.2H

08.

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）

17cmネオジウム2WAYスピーカー
GS-1120XL（フロント用／左右セット）

08A38-TY0-B00

0.5H

09.

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）

2.5cmソフトドームツィーター
GS-3930T（フロント用／左右セット）

08A39-0E0-211 0.4H

10.

¥5,400（消費税8%抜き ￥5,000）

12cmスピーカー
（リア用／左右セット）

08A55-TDE‐000

合計

¥6,480（消費税8%抜き  ￥6,000） 取付アタッチメント
本体 ¥55,080（消費税8%抜き ￥51,000）

¥61,560（消費税8%抜き ￥57,000） 0.3H

08B40-TY0-U00B
08A00-1T0-4000.3H

合計

¥6,480（消費税8%抜き  ￥6,000） 取付アタッチメント

¥65,340（消費税8%抜き ￥60,500） 0.9H

08B40-TY0-U00A
¥3,780（消費税8%抜き  ￥3,500） 08A22-7L0-A10

本体 ¥55,080（消費税8%抜き ￥51,000） 08A00-1T0-4000.9H

● ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用

● オーディオレス車用
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

合計

¥6,480（消費税8%抜き  ￥6,000） 取付アタッチメント
本体 ¥44,820（消費税8%抜き ￥41,500）

¥51,300（消費税8%抜き ￥47,500） 0.3H

08B40-TY0-U00B
08A00-1T0-4100.3H

合計

¥6,480（消費税8%抜き  ￥6,000） 
デジタルTV用フィルムアンテナ（ワンセグ放送用） デジタルTV用フィルムアンテナ（ワンセグ放送用）

取付アタッチメント

¥55,080（消費税8%抜き ￥51,000） 0.9H

08B40-TY0-U00A
¥3,780（消費税8%抜き  ￥3,500） 08A22-7L0-A10

本体 ¥44,820（消費税8%抜き ￥41,500） 08A00-1T0-4100.9H

● ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車用

● オーディオレス車用

合計

¥1,620（消費税8%抜き  ￥1,500） 取付アタッチメント
本体 ¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000）

¥31,860（消費税8%抜き ￥29,500） 0.3H

08B00-TY0-000
08A00-4T0‐2500.3H

合計

¥4,320（消費税8%抜き  ￥4,000） ツィーターアタッチメント

本体 ¥30,240（消費税8%抜き ￥28,000）

¥34,560（消費税8%抜き ￥32,000） 
08B39-E5X-000

08A39-1U0-900D

合計

¥1,080（消費税8%抜き  ￥1,000） 
取付アタッチメント
オーディオポケット

¥17,820（消費税8%抜き ￥16,500） 0.3H

08A36-0C0-101
¥1,620（消費税8%抜き  ￥1,500） 08B00-TY0-000

本体 ¥15,120（消費税8%抜き ￥14,000） 08A02-4T0‐1000.3H

●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。

03.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） 04.ドライブレコーダー（カメラ一体型／液晶モニター付）

プレミアムホワイト・パールⅡ
ポリッシュドメタル・メタリック
スマートブラック
ミラノレッド

NH‐875P
NH‐737M
NH‐850
R-81

■カラーコード表

010K
020K
030K
040K

＊＊＊＊

プレミアムディープモカ・パール
プレミアムイエロー・パールⅡ
ブリリアントスポーティブルー・メタリック
サーフブルー

YR‐586P
Y‐70P
B-593M
B-609

010
020
030
040

＊＊＊

060K
070K
080K
0A0K

＊＊＊＊

060
070
080
0A0

＊＊＊

全タイプ02. センサーインジケーター 
（感知距離別LED発光／リア用／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段階の光でお知らせします。

全タイプ01. コーナーセンサー
（超音波感知システム・2センサー／リア用／左右セット）

センサーと障害物の距離が約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します。

0.6H＊¥6,480（消費税8%抜き ￥6,000） 08V67-E3V-000A

合計

¥9,720（消費税8%抜き ￥9,000） 取付アタッチメント
08V67-TDE-000A

08V67-TDE-＊＊＊＊
本体 各¥8,640（消費税8%抜き 各￥8,000）

各¥18,360（消費税8%抜き 各￥17,000） 各0.5H

0.5H

お得な
パッケージ

センサーインジケーターパッケージ
コーナーセンサー（取付アタッチメント含む）＋センサーインジケーター

パッケージ価格 各¥18,360（消費税8%抜き 各￥17,000） 08Z01-TDE-＊＊＊単品価格での合計

※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

センサーインジケーターパッケージがお得！
コーナーセンサー単品価格（メーカー希望小売価格）¥18,360（税込）で
パッケージ（コーナーセンサー+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。

各¥24,840（消費税8%抜き 各￥23,000） 各1.0H

D R I V I N G  S U P P O R T

WX-151CP/C
音楽・ビデオ再生
WX-154CU
音楽再生

Ｇ

6.1型 W-VGA CD / CD -R /CD -RW

TV （ワンセグ）・
AM/FM ラジオ

リアワイドカメラ、
オーディオリモコンスイッチ

オプション

USB、iPod®/
iPhone®(音楽)対応

オプション

＊1 サウンドマッピングシステム装備車には装着できません。　＊2 ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車（G・Aパッケージ、
G・ターボAパッケージ）に装着する場合、サブアタッチメント￥216（消費税8％抜き ￥200） 08B00-E4V-T00が必要です。車両に
装備されているリアワイドカメラは、装備されたままですが使用できません。

全タイプ

ＧＧ

B A

❶ ❷

Ｇ

A U D I O

Ｇ・A＊1 Ｇ・TA＊1 Ｇ・A＊1 Ｇ・TA＊1

Ｇ Ｇ・A＊1 Ｇ・TA＊1
スピーカー ＊1 サウンドマッピングシステム装備車には装着できません。

06.ハイグレードスピーカーシステム
4スピーカーセット（フロント4スピーカー）

Ｇ Ｇ・A＊1 Ｇ・TA＊1

Ｇ Ｇ・A＊1 Ｇ・TA＊1

Ｇ Ｇ・A＊1＊2 Ｇ・TA＊1＊2 Ｇ Ｇ・A＊1＊2 Ｇ・TA＊1＊2

※フロント2スピーカー装備車　  :VXM-165VFEi/165VFiとハイグレードスピーカー
システムを同時装着する場合、12cmスピーカー〈¥5,400（消費税8%抜き¥5,000）
08A55-TDE-000〉が必要です。※メーカーオプションのあんしんパッケージ装備車の
場合、別途クリップ（91561-SCV-A01、91561-SJD-003）が各1個必要です。
※VXM-165VFEi/165VFiと同時装着することで、「音の匠」（車種専用音響セッティング）
によりスピーカーの能力をさらに引き出すことができます。
＊12cmスピーカーと同時装着する場合、取付工数　　　 が別途必要となります。

＊G（衝撃）を検知するとイベント記録データとして検知前後の映像を保護します。約20秒間（前約12秒、後約8秒）を20件まで
保護。20件を超えると古いデータから順次上書き消去されます。
※メーカーオプションのあんしんパッケージ装備車に装着する場合、別途クリップ（91561-SCV-A01）が1個必要です。※走行中
は、記録した映像および記録中の映像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ができ
ません。※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
なると古い映像から消して新しい映像を記録（上書き）します。イベント記録録画以外で、保存したい映像は、最大10件まで手動
による保護が可能です。10件を超える保護はできません。それ以外で保存したい映像は、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。※必ず同梱のmicro SDカードをご使用ください。※パソコンでの
再生には、SDカードに対応したパソコンとAVIに対応した再生ソフト（Windows Media Player等）が必要です。再生ソフトに
よっては再生できない場合があります。

＊G（衝撃）を検知すると前後約3分間の動画を記録し、保護します。
※メーカーオプションのあんしんパッケージ装備車に装着する場合、別途クリップ（91561-SCV-A01）が1個必要です。※ドラ
イブレコーダーで記録した動画／静止画の再生中または設定画面表示中は、映像の記録はできません。※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。G（衝撃）を検知して記録された動画は、上書きされにくい場所に保存されます。ただ
し、空き容量が少ない状態で新たにG（衝撃）を検知した場合は、古い順に自動消去される場合があります。手動操作に
より記録された動画・静止画は自動消去されません。空き容量が少なくなると保存できなくなります。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。※必ず
同梱のmicro SDカードをご使用ください。※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。※パソコンでの再生には、SDカードに対応したパソコンとMP4やJPEGに
対応した再生ソフト（Windows Media Player等）が必要です。再生ソフトによっては再生できない場合があります。

※写真は他車種の装着例です。

※写真は他車種の装着例です。

※画面はハメコミ合成で映像、
表示内容は実際のものとは異なります。 

■ナビ画面での再生イメージSDカード
変換

アダプタ

micro SDカード
（8GB）

本体

※画面はハメコミ合成で映像、
表示内容は実際のものとは異なります。 

■再生イメージ
SDカード

変換
アダプタ

micro SDカード
（8GB）

本体

●VXM-165VFEi/165VFi用

本体サイズ
カメラ仕様
画角
液晶モニターサイズ
常時記録時間（イベント保護分含む）
フレームレート
記録方式
画像サイズ

幅約6.5×長さ約6.5×高さ約3.7cm
カラーCMOSカメラ約130万画素
110°（水平）×73°（垂直）
2.4インチ
200分 （標準モード） 400分 （長時間モード）
30FPS （標準モード） 15FPS （長時間モード）
AVI
HD  720p

本体サイズ
カメラ仕様
画角
常時記録時間（イベント保護分含む）
フレームレート
記録方式
画像サイズ

幅約5.5×長さ約8.5×高さ約3.6cm
カラーCMOSカメラ約92万画素
115°（水平）×65°（垂直）
高画質モード：約128分 標準モード：約925分
28FPS（高画質モード）  14FPS（標準モード）
MP4（動画）/JPEG（静止画）
HD  720p

1.2H¥27,000（消費税8%抜き ￥25,000） 08E30-E5X-000

1.5H¥21,384（消費税8%抜き ￥19,800） 08E30-E7X-000

フロント用

ツィーター

装着イメージ

装着イメージ

0.8H＊

0.4H

0.8H＊

2015年10月下旬
発売予定

Ｇ Ｇ・A＊1 Ｇ・TA＊1 アルパイン製

※イグニションスイッチをオフにする前にオーディオをオフにしても、再度イグニションをオンにした場合、オーディオはオン（起動）となります。

ナビの起動に連動し録画を開始します。
また、イベント記録保護機能＊を搭載し急ブレーキ・急ハンドル時の記録が上書きされず
に保存されます。ナビの操作で手動録画（動画／静止画）や、録画した動画／静止画を
ナビで再生などができます。SDカードスロット搭載パソコンでの再生も可能です。

イグニションスイッチに連動し録画を開始します。
また、イベント記録保護機能＊を搭載し急ブレーキ・急ハンドル時の記録が上書きされず
に保存されます。記録した映像は液晶モニターに表示でき、その場で確認できます。SD
カードスロット搭載パソコンでの再生も可能です。

Ｇ

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。

2 9 3 0
●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。●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

■画面はすべてハメコミ合成です。

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



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

C
A

B

04. ハイケルビンバルブ（2個セット）

シャープなホワイト系の光が、夜間走行時の
視認性とファッション性を高めます。

01.リモコンエンジンスターター（アンサーバック／キーレスエントリー機能付）

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動します。エアコンをセットしておけば、乗り込むときには車内
の温度も快適。始動後、約10分でエンジンは自動停止。アンサーバック機能付。

※ハロゲンフォグライト（クリア）装着車に装着できます。
※LEDフォグライト装着車には装着できません。
※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。

全タイプ02. コーナーポール
（手動伸縮式／LED色：ブルー）

08. ワイパーブレード
（スノータイプ／凍結防止用カバー付）

夜間も確認しやすいブルーLEDイルミネーション
付き。スモールライトと連動して先端のLEDが点灯
します。

全タイプ

03. オートリトラミラー
（ドアロック連動タイプ）

※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。

ドアのロック／アンロックに連動。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きです。 

08P48-TDE-000

ドアハンドル部を傷つきから保護する
クリアフィルムです。

¥1,404（消費税8%抜き ￥1,300）

全タイプ

全タイプ 全タイプ

10. タイヤチェーン
（スチールチェーン）

05. ドアハンドル
プロテクションフィルム
（クリアタイプ／フロント用／左右セット）

0.3H

水量が少ない時 水量が多い時

Hondaカーケアメニュー ■ブライトポリマー〈優れた光沢と撥水性〉

■ウルトラグラスコーティングNEO
〈撥水タイプのガラス系被膜〉

5年間保証新車登録時の施工で
※12カ月毎の定期点検（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。

■ウルトラグラスコーティング
〈低撥水のガラス系被膜〉

■アルミホイールコート〈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。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。

■撥水ガラスコート〈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。

Photo：撥水性イメージ

Photo：低撥水性イメージ

Photo：撥水性イメージ

洗車時等多量の水を
かけた場合

少量の
降雨時

洗車時等多量
の水をかけた
場合

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。

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。

■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。

オプション

■シートの座面を保護するクッション

■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。

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。

08P90-E2P-000
●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。
※ペットシートマット、ペットフロアクッションとの
同時装着はできません。

●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。
※ＩＳＯＦＩＸ固定時はペットシートマットとの
同時装着はできません。
※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。

準汎用型ISOFIXチャイルドシート

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

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。

ク

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
するボディコートです。

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。

※12カ月毎の定期点検（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。

5年間保証新車登録時の施工で

5年間保証新車登録～3ヵ月以内の施工で

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。

※付属のメンテナンスクリーナーキットを用いて6カ月に1回必ずお客様がメンテナンスを行うこと
と、12カ月毎の定期点検（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歳頃

～150cm位

～9 kｇ ～13 kｇ ～36kｇ

3～4歳頃

～100cm位

生後18ヶ月頃

～85cm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

Honda Kids ISOFIX

Honda Baby ISOFIX

※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

15～18 kｇ

Hondaジュニアシート

Honda ISOFIX Neo
乳児用シートとして使用

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）

左右席助手席
後部座席前部座席

前向き 後向き前向き 後向き

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

×

×

×

×

×

   ×注

×

    ×注

    ×注

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

○

×

○

×

○

○

○

×

○

×

○

×

○

×

×

08V62-TY0-A00
¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000） 0.6H

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

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

0.1H

厚さ：約0.2mm
※ドアハンドルプロテクションカバーとの同時装着はできません。

08P70-TDE-000

ドアハンドル部を傷つきから保護。
エクステリアのアクセントにもなります。

¥2,808（消費税8%抜き ￥2,600）

全タイプ

06. ドアハンドル
プロテクションカバー
（シルバー〈樹脂製〉／フロント用／左右セット）

0.1H

厚さ：約1mm
※ドアハンドルプロテクションフィルムとの同時装着はできません。

08P33-SZW-000B

レジャーシーンで役立つ防水素材を使用しています。

¥9,720／1枚  （消費税8%抜き ￥9,000／1枚）

※メーカーオプションのあんしんパッケージ装備車には装着できません。
※マルチボックス、ペットシートプラスわんとの助手席での同時装着はできません。
※シートカバー（フルタイプ）、シートクロス（フロント用）との同時装着は
できません。 

※写真は他車種の装着例です。

07. 防水シートカバー
（ブラック／フロント席用／左右共用1枚売り） 

●ハロゲンフォグライト用  H8（35W）

※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は1個使用となります。

 08V30-E89-000E
¥2,268（消費税8%抜き ￥2,100）
●ポジションライト用／ライセンスライト用  W5W（5W）

※運転席側用と助手席側用で計2本必要となります。
※撥水ガラスコート施工処理車専用ワイパーブレードラバーです。
※撥水ガラスコートの施工について詳しくは販売会社にご相談ください。

※運転席側用と助手席側用で計2本必要となります。

※スタッドレスタイヤには装着できない場合があります。
※14インチタイヤから15インチタイヤへインチアップした場合、タイヤチェーン
は装着できません。

タイヤサイズを確認して
お買い求めください。

全タイプ

08E92-TDE-000¥60,480（消費税8%抜き ￥56,000） 1.0H＊

08T22-SR3-C00¥3,456（消費税8%抜き ￥3,200）
A :運転席側用／助手席側用

08T24-ER8-000F¥1,458（消費税8%抜き ￥1,350）
C :運転席側用／助手席側用

08T01-415-A00¥11,340（消費税8%抜き ￥10,500）
●155/65R14タイヤ用

08T01-516-000¥12,420（消費税8%抜き ￥11,500）
●165/55R15タイヤ用08T22-TDE-000¥3,564（消費税8%抜き ￥3,300）

B :リア用

0.1H

09. ワイパーブレード
（撥水ブレードラバー）

リモコン

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／リア用セット）

お得な
セット

全タイプ
¥10,476（消費税8%抜き ￥9,700）
単品価格での合計 ¥8,316セット価格 08T22-TDE-000A

（消費税8%抜き ￥7,700）

■アンサーバック機能によって、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・セキュリティ警報履歴・暖機運転残時間・室内温度
・ドアロック／アンロック・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。

《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。 
※エンジンの暖機運転以外には使用しないでください。
※地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼動
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。

全タイプ

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

¥75,600（消費税8%抜き ￥70,000）
08P90-E13-002B

汎用型ISOFIXチャイルドシート

02. Honda Kids ISOFIX
トップテザータイプ／幼児用

¥71,820（消費税8%抜き ￥66,500）

●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

08P90-E1B-000

04. スタンダード
乳児用・幼児用兼用

¥34,020（消費税8%抜き ￥31,500）

●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

08P90-E4R-000A

05. Hondaジュニアシート
学童用

¥39,960（消費税8%抜き ￥37,000）

●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
※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使用する場合、
下側のISOFIXベースを取り外し装着となります。
※ISOFIX固定時はペットフロアクッション、
ペットシートマットとの同時装着はできません。

08P90-E4R-000

準汎用型ISOFIXチャイルドシート

03. Honda Baby ISOFIX
サポートレッグタイプ／乳児用

¥79,380（消費税8%抜き ￥73,500）

全タイプ

06. ネストクッション スタンダード用 07. 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）

¥4,860（消費税8%抜き ￥4,500）08P90-E1B-000A
¥7,560（消費税8%抜き ￥7,000）
08P90-SR4-C00

C H I L D  S E A T

Ｇ

Ｇ

展開時格納時点灯時消灯時

ポジションライト用／
ライセンスライト用ハロゲンフォグライト用

幼児用
乳児用

※乳児用として使用時のオプションです。

＊サウンドマッピングシステム装備車の場合　　　となります。
※Honda販売会社の専用機器（HDS）によるセッティング作業が必要です。※写真は他車種の装着例です。

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA

O T H E R S  /  S N O W & R A I N

1.3H

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

型式指定番号  E43 44R-040004 型式指定番号  E1 04301133 型式指定番号  E1 04301146

31 32
●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。●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

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。

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。

在のものです。



※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

お得な
パッケージ

ウッディテイストパッケージ ●ステアリングガーニッシュ装備車用（ブラック／ベージュ）
●ステアリングガーニッシュ装備無し車用（ベージュ）Ｇ木目調の質感が、上質なコクピットを演出。

お得な
パッケージ

センサーインジケーターパッケージ
障害物を感知し、音と光でお知らせ。

お得な
パッケージ

ブラック＆レザーパッケージ
本革とピアノブラックの、シックなコーディネート。

P11-06

▲

ステアリングホイール
本革×ピアノブラックコンビ

シフトノブ
本革×ピアノブラックコンビ

P11-05

▲

￥48,600
（消費税8%抜き ￥45,000）

￥10,260
（消費税8%抜き ￥9,500）

P11-02

▲

ステアリングホイール
本革×木目調コンビ（ブラック）

シフトノブ
本革×木目調コンビ（ブラック）

P11-01

▲

￥48,600
（消費税8%抜き ￥45,000）

￥10,260
（消費税8%抜き ￥9,500）

P11-04

▲

ステアリングホイール
本革×木目調コンビ（ベージュ）

シフトノブ
本革×木目調コンビ（ベージュ）

P11-03

▲

￥48,600
（消費税8%抜き ￥45,000）

￥10,260
（消費税8%抜き ￥9,500）

各¥24,840（消費税8%抜き 各￥23,000） 各¥18,360 各1.0H
パッケージ価格単品価格での合計

P30-02

▲

コーナーセンサー（リア用）
※取付アタッチメント含む

P30-01

▲

各￥18,360
（消費税8%抜き 各￥17,000）

￥6,480
（消費税8%抜き ￥6,000）

センサーインジケーター
（リア用）

（消費税8%抜き 各￥17,000）
08Z01-TDE-＊＊＊

プレミアムホワイト・パールⅡ
ポリッシュドメタル・メタリック
スマートブラック

NH‐875P
NH‐737M
NH‐850

■カラーコード表
010
020
030

＊＊＊
ミラノレッド
プレミアムディープモカ・パール
プレミアムイエロー・パールⅡ

R-81
YR‐586P
Y‐70P

040
060
070

＊＊＊
ブリリアントスポーティブルー・メタリック
サーフブルー

B-593M
B-609

080
0A0

＊＊＊

¥58,860（消費税8%抜き ￥54,500） パッケージ価格 0.7H¥54,000（消費税8%抜き ￥50,000） 08Z01-T4G-010G単品価格での合計

各¥58,860（消費税8%抜き 各￥54,500）
●ステアリングガーニッシュ装備車用
（ブラック／ベージュ） 各¥54,000

パッケージ価格

（消費税8%抜き各￥50,000） ブラック　08Z01-T4G-010
ベージュ　08Z01-T4G-020

単品価格での合計

0.7H¥60,480（消費税8%抜き ￥56,000）
●ステアリングガーニッシュ装備無し車用
（ベージュ） ¥55,620

パッケージ価格

（消費税8%抜き ￥51,500） 08Z01-T4G-020F

単品価格での合計

●ステアリングガーニッシュ装備車用

￥50,220
（消費税8%抜き ￥46,500）

●ステアリングガーニッシュ装備無し車用

全タイプ

各0.7H

Ｇ・A X X・TＧ・TA

＊メーカーオプションのインテリアカラーパッケージ〈セッション スタイル〉装備車には装着できません。

X＊ X・T＊Ｇ・A Ｇ・TA

P A C K A G E

3 3 ●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

各¥5,400（消費税8%抜き 各￥5,000）
08F31-TDE-B10●ピンク08F31-TDE-B20●ホワイト 08U98-TDE-B10A●ステアリングガーニッシュ装備車用

08U98-TDE-B10●ステアリングガーニッシュ装備無し車用

インテリアパネルとルームミラーに可愛さをプラスします。

04. キーデコレーション

ピンクは 『バービー』 シルエット、
ホワイトは 『バービー』 ロゴのデザインです。

各0.1H 各¥9,720（消費税8%抜き 各￥9,000）各1.1H

可愛いピンクの 『バービー』 ロゴがワンポイント。

＊メーカーオプションのストリートロッド スタイル パッケージ装備車に装着できます。
※ステアリングホイールとの同時装着はできません。

全タイプ＊

03.

¥12,960（消費税8%抜き ￥12,000）

シフトノブ
（LEDイルミネーション〈ピンク〉付／スモールライト連動／ブラック樹脂）

昼はホワイトのシルエット、夜はピンクのLED光。
 『バービー』 のシルエットが手元を彩ります。

※標準装備のセレクトレバーを取り外し装着となります。
※セレクトレバーボタンはメッキ仕様になります。

※Hondaスマートキーのケースを取り外し装着となります。
※キーカバー（樹脂製）との同時装着はできません。
※写真のロアケースはHondaスマートキーの内蔵キーおよびアッパーケースを装着した状態で撮影したものです。

全タイプ

全タイプ

0.0H

06. フロアカーペットマット
（ブラック×ピンク加飾／抗菌消臭加工／ヒールパッド付／
フロント・リア ３点セット）

02. ステアリングホイールカバー
（合皮製／ホワイト×ピンクステッチ）

01. デカール（インテリアパネル インストルメントパネル部用／
ルームミラーカバー用 2枚セット）

ブラックに映えるピンクがアクセント。足元をお洒落に彩ります。

05.

¥36,720（消費税8%抜き ￥34,000）

シートカバー フルタイプ
（ホワイト×ピンク／ファブリック／フロント・リアセット）

ホワイト×ピンクのコーデで、車内を 『バービー』 テイストに。
フロントヘッドレストの裏には、可愛いリボンが付いています。

＊メーカーオプションのインテリアカラーパッケージ装備車には装着できません。
※シートクロス、シートバックグリップ、防水シートカバーとの同時装着はできません。
※アームレストコンソールとの同時装着の場合、アームレストコンソール部への
シートカバーの装着はできません。

※汚れたときは、運転席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。

※アレルクリーンシートの抗アレルゲン効果はなくなります。

全タイプ＊

各¥21,600（消費税8%抜き 各￥20,000）
08P14-TDE-B10●サウンドマッピングシステム装備無し車用
08P14-TDE-B10A●サウンドマッピングシステム装備車用

※ラバーマット(フロント用)を装着する場合、フロアカーペットマット（運転席／助手席用）を取り外し装着となります。

直径：約8.7cm
各0.1H

07. エンブレム
（メッキ×ピンク／テールゲート用）

テールゲートにも、 『バービー』 シルエットのワンポイントを。

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA
Ｇ・A Ｇ・TA X・TX

¥5,400（消費税8%抜き ￥5,000） 0.0H 08F30-TDE-B00

全タイプ

合計

¥378（消費税8%抜き ￥350） アッパーケース
08U08-T4G-000

08E16-TDE-B00

08F46-TDE-B10●ピンク 08F46-TDE-B20A 08P32-TDE-B10●ホワイト
ロアケース 各¥2,862（消費税8%抜き 各￥2,650）

各¥3,240（消費税8%抜き 各￥3,000） 各0.1H

各0.1H

0.6H

0.1H

0.3H

＊Gはインテリアパネル（インストルメントパネル部用）の装着が必要です。
※ルームミラーカバーの装着が必要です。 ※メーカーオプションのインテリア
カラーパッケージ〈ダイナー スタイル〉／〈セッション スタイル〉装備車には
装着できません。 ※インテリアパネルインストルメントパネル部用のレッド、
ブロンズには装着できません。 ※ルームミラーカバー用はルームミラー
カバーのレッド、ブロンズには装着できません。

デカール

Ｇ・A＊

Ｇ

Collection
ホンダアクセスと 『バービー』 がコラボレーション。お洒落で、可愛い 『バービー』 コレクションがデビュー。
お気に入りのカラーやデザインで、好みの 『バービー』 スタイルをコーディネート。
あなたのカーライフを、華やかに、ハッピーに彩ります。

ホワイト

ピンク

Photo：G・ターボAパッケージ（FF）　アクセサリー装着車

Photo：G・ターボAパッケージ（FF）　2トーンカラースタイル〈プレミアムホワイト・パールⅡ＆ブラック〉　アクセサリー装着車

消灯時点灯時

3 5 3 6
●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。

■イルミネーション類は撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。写真の色および明るさは実際の色とは異なります。■画面はすべてハメコミ合成です。

●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

BARBIE and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel.
© 2015 Mattel. All Rights Reser ved.※ 『バービー』 コレクションは、2015年12月20日までの期間限定販売となります（補修部品も含みます）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。



※商品の仕様／注意事項は単品の説明に準じます。

お得な
パッケージ

ウッディテイストパッケージ ●ステアリングガーニッシュ装備車用（ブラック／ベージュ）
●ステアリングガーニッシュ装備無し車用（ベージュ）Ｇ木目調の質感が、上質なコクピットを演出。

お得な
パッケージ

センサーインジケーターパッケージ
障害物を感知し、音と光でお知らせ。

お得な
パッケージ

ブラック＆レザーパッケージ
本革とピアノブラックの、シックなコーディネート。

P11-06

▲

ステアリングホイール
本革×ピアノブラックコンビ

シフトノブ
本革×ピアノブラックコンビ

P11-05

▲

￥48,600
（消費税8%抜き ￥45,000）

￥10,260
（消費税8%抜き ￥9,500）

P11-02

▲

ステアリングホイール
本革×木目調コンビ（ブラック）

シフトノブ
本革×木目調コンビ（ブラック）

P11-01

▲

￥48,600
（消費税8%抜き ￥45,000）

￥10,260
（消費税8%抜き ￥9,500）

P11-04

▲

ステアリングホイール
本革×木目調コンビ（ベージュ）

シフトノブ
本革×木目調コンビ（ベージュ）

P11-03

▲

￥48,600
（消費税8%抜き ￥45,000）

￥10,260
（消費税8%抜き ￥9,500）

各¥24,840（消費税8%抜き 各￥23,000） 各¥18,360 各1.0H
パッケージ価格単品価格での合計

P30-02
▲

コーナーセンサー（リア用）
※取付アタッチメント含む

P30-01

▲

各￥18,360
（消費税8%抜き 各￥17,000）

￥6,480
（消費税8%抜き ￥6,000）

センサーインジケーター
（リア用）

（消費税8%抜き 各￥17,000）
08Z01-TDE-＊＊＊

プレミアムホワイト・パールⅡ
ポリッシュドメタル・メタリック
スマートブラック

NH‐875P
NH‐737M
NH‐850

■カラーコード表
010
020
030

＊＊＊
ミラノレッド
プレミアムディープモカ・パール
プレミアムイエロー・パールⅡ

R-81
YR‐586P
Y‐70P

040
060
070

＊＊＊
ブリリアントスポーティブルー・メタリック
サーフブルー

B-593M
B-609

080
0A0

＊＊＊

¥58,860（消費税8%抜き ￥54,500） パッケージ価格 0.7H¥54,000（消費税8%抜き ￥50,000） 08Z01-T4G-010G単品価格での合計

各¥58,860（消費税8%抜き 各￥54,500）
●ステアリングガーニッシュ装備車用
　（ブラック／ベージュ） 各¥54,000

パッケージ価格

（消費税8%抜き 各￥50,000） ブラック　08Z01-T4G-010
ベージュ　08Z01-T4G-020

単品価格での合計

0.7H¥60,480（消費税8%抜き ￥56,000）
●ステアリングガーニッシュ装備無し車用
　（ベージュ） ¥55,620

パッケージ価格

（消費税8%抜き ￥51,500） 08Z01-T4G-020F

単品価格での合計

●ステアリングガーニッシュ装備車用

￥50,220
（消費税8%抜き ￥46,500）

●ステアリングガーニッシュ装備無し車用

全タイプ

各0.7H

Ｇ・A X X・TＧ・TA

＊メーカーオプションのインテリアカラーパッケージ〈セッション スタイル〉装備車には装着できません。

X＊ X・T＊Ｇ・A Ｇ・TA

P A C K A G E

3 3 ●適用マーク： =G =Ｇ・Aパッケージ=全タイプ全タイプ Ｇ =XXＧ・A =Ｇ・ターボ Aパッケージ =X・ターボパッケージX・TＧ・TA

（　　　）

B A S I C  I T E M S

I N D E X
ETC車載器
LEDフォグライト
LEDルーフ照明
LEDルームランプ
USBチャージャー
アームレストコンソール
アルミホイール（ホイールナット／ホイールロックナット含む）
アルミホイールガーニッシュ
アロマモーメント
イルミルームミラーカバー
インテリアキッズシェルフ
インテリアデコレーション
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
オートリトラミラー
オーナメントイルミネーション
オーディオ（オプション含む）／スピーカー
カーゴライナー
キーカバー
キーデコレーション
キックガード
コーナーカメラシステム（2ビュー）

コーナーセンサー
コーナーポール
ゴールドエンブレム
サスペンション
シートカバー
シートクロス
シートコンソール
シートバックグリップ
シートバックバケット
シフトノブ
シフトノブ LEDイルミネーション付
ステアリングホイール
ステアリングホイールカバー
スマートクリップ
センサーインジケーター
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
デカール インテリアパネル用
デカール センターストライプ
デカール ボディサイド用

ドアバイザー
ドアハンドルカバー
ドアハンドルプロテクションカバー
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
ドアミラースイッチ
どこリラ（クッション）
ドライブレコーダー 
ドリンクホルダーリング
「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）
ナビゲーションロック
ナンバープレートロックボルト
 『バービー』 コレクション
ハイケルビンバルブ
ハロゲンフォグライト
ハンガー
ピュアサウンドブース
フットライト
フューエルリッド
フロアカーペットマット
フロントグリル

ペットエンブレム
ペットシートプラスわん
ペットシートマット
ペット車外飛び出し防止リード
ペットフロアクッション
防水シートカバー
本革巻きグリップ（グラブレール）
マッドガード
マルチボックス
ユーティリティベルト
ライセンスフレーム
ラバーマット
ランバーフィットサポート
リア席モニター（9インチ／11インチ）
リアワイドカメラシステム
リアワイパーカバー
リモコンエンジンスターター
ルームミラーカバー
ワイパーブレード

リア用

フロント用

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

ピンクゴールド
タイプ

フロント用

リア用

01. フロアカーペットマット プレミアムタイプ
（抗菌消臭加工／ヒールパッド付／フロント・リア3点セット） 

柔らかな風合いはもちろん、ほどよい弾力を楽しめます。
さらに耐久性や抗菌・消臭など、機能面でも優れています。

04. ラバーマット
（縁高タイプ／左右セット） 素材：SBR

防水性の高い縁高マット。運転席側は専用
ホルダーでしっかり固定します。

※ラバーマット（フロント用）を装着する場合、フロアカーペットマット
　（運転席／助手席）を取り外して装着します。 

各¥19,440（消費税8%抜き 各￥18,000）

全タイプ05. マッドガード
（フロント・リア用／左右４点セット） 

泥水や小石の跳ね上げからボディを保護します。

08P00-TDE-＊＊＊

全タイプ03.ドアバイザー
 （フロント・リア用／左右４枚セット）

換気などに効果を発揮。
ルーフラインと一体感のあるデザインです。

08R04-TDE-000

¥16,200（消費税8%抜き ￥15,000）0.4H

02.フロアカーペットマット スタンダードタイプ
（抗菌消臭加工／ヒールパッド付／フロント・リア3点セット） 

※フロアカーペットマット装着車の場合、フロアカーペットマット
（運転席／助手席）を取り外して装着します。

●フロント用（車名ロゴ入り）
サウンドマッピングシステム装備無し車用
08P18-TDE-010

※ペットフロアクッションとの同時装着はできません。
 08P19-TDE-000●リア用

各¥11,880（消費税8%抜き 各￥11,000） 各0.3H

プレミアムホワイト・パールⅡ
ポリッシュドメタル・メタリック
スマートブラック
ミラノレッド
プレミアムディープモカ・パール
プレミアムイエロー・パールⅡ
ブリリアントスポーティブルー・メタリック
サーフブルー

NH‐875P
NH‐737M
NH‐850
R-81
YR‐586P
Y‐70P
B-593M
B-609

■カラーコード表

010
020
030
040
060
070
080
0A0

＊＊＊

06. ライセンスフレーム
お好きな色を選んで、ナンバープレートをセンスよくドレスアップ。

全タイプ

ボルト長：フロント用25mm／リア用20mm／
各2本入りセット

各¥3,780（消費税8%抜き 各￥3,500） 各0.1H

●メッキタイプ フロント用  08P25-EJ5-000E　リア用  08P26-EJ5-001A
●カラードタイプ フロント用  08P25-EJ5-010G　リア用  08P26-EJ5-011C

各¥4,860（消費税8%抜き 各￥4,500） 各0.1H

●ピンクゴールドタイプ フロント用  08P25-EJ5-030H　リア用  08P26-EJ5-031D

ナンバープレートの盗難を抑止するオシャレアイテム。

¥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）
08P25-EJ5-K00N

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

全タイプ07. ナンバープレートロックボルト（マックガード社製）

●サウンドマッピングシステム装備無し車用
ブラック 08P15-TDE-010　ダークベーシュ 08P15-TDE-020

●サウンドマッピングシステム装備車用
ブラック 08P15-TDE-010A

※ラバーマット（フロント用）を装着する場合、フロアカーペットマット
（運転席／助手席）を取り外して装着します。

各¥15,120（消費税8%抜き 各￥14,000）
●サウンドマッピングシステム装備無し車用
ブラック 08P14-TDE-010　ダークベーシュ 08P14-TDE-020

●サウンドマッピングシステム装備車用
ブラック 08P14-TDE-010A

（消費税8%抜き 各￥10,500）

ライセンスフレーム（フロント・リア用）
単品価格での合計  各￥11,340

ナンバープレートロックボルトセット＋ 全タイプ

各¥9,990（消費税8%抜き 各￥9,250）各0.2Hセット価格 メッキタイプ　08Z01-EJ5-000G
カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）　 08Z01-EJ5-010H

お得な
セット

各¥7,020（消費税8%抜き 各￥6,500）各0.1H

28
04,06,08,09

18
18
19
17

04,06,08,10
04,06,08,10

18
15
18
14

03,05,07,12
13
31
13
29
19
16
16
17
28

30
31
09
10
12
12
17
17
17
11
13
11

08,11
14
30
31
14
32
19

03,05,07
09

04,06,08

34
15
31
31

04,06,08,09
19
19
30
14
18

21～28
24
34

35,36
31
09
14
22
13

04,06,08
34

04,06,08,09

20
20
20
20
20
31
14
34
17
19
34
34
19
27
28
15
31

04,06,08,12
31

Ｇ・A Ｇ・TAＧ

Ｇ・A Ｇ・TAＧ

Ｇ Ｇ・A Ｇ・TA
サウンドマッピングシステム装備車用
08P18-TDE-010A

全タイプ

ダークベージュブラック

ダークベージュブラック

各0.1H

各0.1H

X X・TＧ・A Ｇ・TA

X X・TＧ・A Ｇ・TA

X X・TＧ・A Ｇ・TA

3 4
●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。

■画面はすべてハメコミ合成です。
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カタログPDFの情報は2015年10月現在のものです。




