
g e n u i n e  a c c e s s o r i e s

14・04～

クリスタルブラック・パール
（08C52-TNH731P）
モダンスティール・メタリック
（08C52-TNH797M）
コバルトブルー・パール
（08C52-TB553P）
スーパープラチナ・メタリック
（08C52-TNH704M）
プレミアムディープロッソ・パール
（08C52-TR543P）

RN6-320 RN7-320 RN8-320 RN9-320

●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2014年4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 /

Honda Original Chemicals

クルマ美しケミカル…新車の輝きをいつまでも

③

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

④① ②

⑥

⑤

①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）

②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）

③アルミホイールクリーナー
アルミホイール塗装面に固着して落
としづらくなったブレーキダストを、化
学反応を利用して効果的に取り除き
ます。
…￥3,240（消費税8%抜き ￥3,000）
500mℓ（08CBA-X020N0）

④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）

⑤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）

クルマ長持ちケミカル…クルマをいつまでも大切に

⑧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-A010L0）

⑨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）

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-B010S0）

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

⑦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）

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

HDSTR-YKA5-404 M

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）

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/

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

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。

…各￥756（消費税8%抜き 各￥700） 
各15mℓ

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



個性を美しくデザインすること。

街でふと目にした瞬間、強い印象を残すクルマがある。

個性とは、その魅力を徹底して磨きあげることで、

ひときわ眩しく輝きはじめるものだ。

よりダイナミックに、圧倒的な存在感を。

よりエレガントに、刺激的な躍動感を。

Hon d aの純正アクセサリーによってデザインされた

ふたつの個性。この鮮烈な美しさをあなたのストリームに。

Photo：RSZ（1.8L/FF）　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
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43 適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S
Photo : RSZ（1.8L/FF）　アクセサリー装着車　ボディカラーはスーパープラチナ・メタリック

Photo : RSZ（1.8L/FF）　アクセサリー装着車　ボディカラーはスーパープラチナ・メタリック

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税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。

圧倒的な存在感を。強くしなやかなフォルムデザイン。
DYNAMIC DESIGN

　 ロアスカート・フロント
（セパレートタイプ）
￥41,040（消費税8%抜き ¥38,000）
※フロントエアロバンパー、コーナーポールとの同時装着はできません。

ストリームのフロントフェイスを、
よりスポーティな印象に。

　 スポーツマフラー
（テールエンド部φ85mm）
 各￥75,600（消費税8%抜き 各¥70,000）
■1.8L/FF車用　08F88-SMA-001A　■2.0L/ FF車用　08F88-SMA-001
※標準装備のマフラーを取り外し装着となります。
※スポーツフィニッシャーとの同時装着はできません。
※2010年4月1日施行の新規制対応のスポーツマフラーです。

エンジンの鼓動を、
よりスポーティなサウンドに。

　   スポーツサスペンション
（スプリング＋ダンパーセット）
 各￥70,200（消費税8%抜き 各¥65,000）
 ■1.8L/FF車用　08W60-SMA-002A　■2.0L/ FF車用　08W60-SMA-002B
※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）。

快適な乗り心地と、
爽快なコーナリングを両立。

　 テールゲートスポイラー
（ハイマウント・ストップランプ〈赤〉付）
￥38,880（消費税8%抜き ¥36,000）
※標準装備の大型テールゲートスポイラー装備車には装着できません。
※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。

ルーフエンドの表情に、
シャープで軽快な印象を与える。

　 ビームライト

※標準バンパーに装着する場合は、別途取付ガーニッシュが必要です。 
※フロントエアロバンパーには装着できません。
＊ロアスカート・フロント（セパレートタイプ）に装着する場合は1.4Hとなります。

対向車や歩行者からの
視認性を高めるパワーLEDを採用。

　 ロアスカート・サイド
（左右セット）
￥52,920（消費税8%抜き ¥49,000）
※標準装備のカラードサイドシルガーニッシュを取り外し装着となります。

流れるような一体感。
サイドにも洗練されたアクセントを。

　 ロアスカート・リア
￥42,120（消費税8%抜き ¥39,000）
※マッドガード（リア用）との同時装着はできません｡

個性際立つエアロフォルムで、
リアビューを飾る。

 本体
￥17,280（消費税8%抜き ¥16,000）
 標準バンパー用取付ガーニッシュ
￥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）

（株）ショーワ製

クリスタルブラック・パール　
モダンスティール・メタリック　
コバルトブルー・パール　

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊＊
0A0A
0K0A
0D0A
0G0A
0H0A
0R0A

スーパープラチナ・メタリック　
ホワイトオーキッド・パール　
プレミアムディープロッソ・パール

クリスタルブラック・パール　
モダンスティール・メタリック
コバルトブルー・パール　

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊
0A1
0K1
0D1
0G1
0H1
0R1

スーパープラチナ・メタリック　
ホワイトオーキッド・パール　
プレミアムディープロッソ・パール

＊＊＊
クリスタルブラック・パール　
モダンスティール・メタリック
コバルトブルー・パール　

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

0A0
0K0
0D0
0G0
0H0
0R0

スーパープラチナ・メタリック　
ホワイトオーキッド・パール　
プレミアムディープロッソ・パール

クリスタルブラック・パール　
モダンスティール・メタリック
コバルトブルー・パール　

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊＊
0A0A
0K0A
0D0A
0G0A
0H0A
0R0A

スーパープラチナ・メタリック　
ホワイトオーキッド・パール　
プレミアムディープロッソ・パール

全タイプ 全タイプ

18R 20R

18R 20R

全タイプ

全タイプ全タイプ

08F01-SMA-＊＊＊＊0.8H 08F04-SMA-＊＊＊0.8H

08F03-SMA-＊＊＊＊0.8H

08F02-SMA-＊＊＊0.5H 1.3H＊ 08V30-SMA-A00

08V30-SMA-A00G

0.5H 2.9H

0706

04      

01 02 03

05 

テールゲートスポイラー

ロアスカート・サイド

ロアスカート・リア

スポーツマフラー

04

スポーツサスペンション07

02

06

03

標準バンパー装着例

ロアスカート・フロント

ビームライト

17インチアルミホイール
MG-004（詳細→P6　 ）

LEDフォグライト（詳細→P6　 ）
ハロゲンフォグライトキット（詳細→P21　 ）

05

01

04

03

05

※P3の写真はLEDフォグライト装着車



適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S
●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。

刺激的な躍動感を。艶やかに流れるボディライン。
ELEGANT DESIGN

Photo : RSZ（1.8L/FF）　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

Photo : RSZ（1.8L/FF）　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
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　 LEDフォグライト（左右セット）

機能と先進デザインを融合させたLEDのシャープな光。

アルミホイール用ホイールナット類※

￥3,780（消費税8%抜き ¥3,500）
アルミホイール用ホイールナット

08W42-SP0-R00

キャップタイプ 20個セット

￥5,184（消費税8%抜き ¥4,800）
08W42-SR3-E00

キャップタイプ 4個セット

アルミホイール用ホイールロックナット

￥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）
08W42-SJK-002A

キャップタイプ 4個セット（マックガード社製）

※スペアタイヤおよびスチールホイールには装着できません。

マックガード社製

※フロントグリルとの同時装着が必要です。
※Sパッケージの場合、フロントグリル、LEDフォグライトとの同時装着が必要です。
※コーナーポール、フロントセンサーとの同時装着はできません。
※ロアスカート・フロント(セパレートタイプ）との同時装着はできません。
※ハロゲンフォグライトキットとの同時装着はできません。
※ビームライトとの同時装着はできません。
※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。

　 スポーツフィニッシャー
￥9,720（消費税8%抜き ¥9,000） 08F53-SJK-0010.1H

　 17インチアルミホイール MG-004
 ネオブライトフィニッシュ（17×6J インセット55 PCD114.3）

08W17-SMA-0000.7H/1本

　 フロントグリル
￥27,000（消費税8%抜き ¥25,000）
※フロントエアロバンパーとの同時装着が必要です。
※Ｓパッケージの場合、フロントエアロバンパー、LEDフォグライトとの
　同時装着が必要です。

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

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊
0A1
0K1
0D1
0G1
0H1
0R1

08F21-SMA-＊＊＊0.3H

全タイプ

スタイリッシュなデザインで、
フロントビューを演出。

　 フロントエアロバンパー
￥48,600（消費税8%抜き ¥45,000）

ドライビングフィールと、
美しさを極めたフロントフェイス。

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

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊
0A0
0K0
0D0
0G0
0H0
0R0

08P02-SMA-＊＊＊0.3H

全タイプ

マフラーエンドをパワフルに。
佇まいを引き締める。

02 01 

全タイプ03 

04 

ネオブライトフィニッシュの美しい輝きで、
スタイリングを磨きあげる。

05 全タイプ

全タイプ

※標準装備のフォグライトを取り外し装着となります。

￥41,040／1本（消費税8%抜き ￥38,000／1本）

06 07 

￥3,780（消費税8%抜き ¥3,500）
収納ケース

08W42-TF0-000

取り外したナットを収納するケースです。
08

標準バンパー装着例

フロントエアロバンパー装着例 フロントエアロバンパー装着例

フロント
エアロバンパー

フロント
グリル

ロアスカート・サイド
（詳細→P4　 ）

LEDフォグライト04

02

01

02

スポーツフィニッシャー

17インチアルミホイール
MG-004

ロアスカート・リア
（詳細→P4　 ）

テールゲートスポイラー
（詳細→P4　 ）

05

03

03

04

全タイプ

￥54,000（消費税8%抜き ￥50,000）
￥5,400 （消費税8%抜き ￥5,000）
￥2,700 （消費税8%抜き ￥2,500）

￥62,100（消費税8%抜き ￥57,500）セット合計

本体

ハーネスキット

ブラケット

フロントエアロバンパー装着車用
■RSZ

0.6H

0.4H

1.0H

08V31-E0D-000

08V38-SMA-A00

08V38-SMA-B01

￥54,000（消費税8%抜き ￥50,000）
￥2,700 （消費税8%抜き ￥2,500）
￥56,700（消費税8%抜き ￥52,500）

※スポーツマフラーとの同時装着はできません。

セット合計

本体

ブラケット

■RSZ・Sパッケージ

0.4H

0.4H

08V31-E0D-000

08V38-SMA-B01

※標準装備のフォグライトを取り外し装着となります。

￥54,000（消費税8％抜き ￥50,000）
￥15,120（消費税8％抜き ￥14,000）
￥69,120（消費税8％抜き ￥64,000）セット合計

本体

取付アタッチメント

標準バンパー装備車用／ロアスカート・フロント装着車
■RSZ

1.0H

1.0H

08V31-E0D-000

08V38-SMA-C10

￥54,000（消費税8％抜き ￥50,000）
￥4,320 （消費税8％抜き ￥4,000）
￥58,320（消費税8％抜き ￥54,000）セット合計

本体

取付アタッチメント

■RSZ・Sパッケージ

0.4H

0.4H

08V31-E0D-000

08V38-SMA-E00

消灯時 点灯時

消費電力：14W（片側）／色温度：6,300K

写真の色および照度は実際の色とは異なります。



　 シフトノブ 本革巻

（ステッチ色：ダークグレー）

￥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）

ドライビングマインドに応える
上質な仕上がり。

08U92-SMC-0000.1H

03

18R 20R

コクピットの足元に、
アルミのスポーティな輝きを。

　 スポーツペダル アルミ製

（フットレストカバー、ブレーキペダルカバー、
アクセルペダルカバー 3点セット）

￥16,200（消費税8%抜き ¥15,000）
08U74-SMA-0000.4H

※ステンレス製スポーツペダル＆
　フットレスト装備車には装着できません。

04

18R 18R・S 20R

本革ならではの高級感で、
ステアリングをドレスアップ。

　 ステアリングホイールカバー
（ブラック／本革製）

￥9,720（消費税8%抜き ¥9,000） 08U98-SMA-0001.0H

06 18R　 フロアカーペットマット
プレミアム（ブラック）抗菌消臭加工

毛足の長い上質な素材のマットを
足元に敷きつめる。

  ￥35,640（消費税8%抜き ¥33,000）0.2H

05

■FF車用　08P15-SMA-010B　■4WD車用　08P15-SMB-010B

全タイプ

シックな黒木目調で、
高級感あふれるインテリア空間に。

　 インテリアパネル 黒木目調

※灰皿（ポケットタイプ）との同時装着はできません。

 インストルメントパネル部
￥22,680（消費税8％抜き ¥21,000）

 ドアライニング部
￥18,360（消費税8％抜き ¥17,000）08Z03-SMA-000B0.2H 08Z03-SMA-000D0.2H

全タイプ 　 ステアリングホイール 黒木目調
（本革コンビネーション／SRSエアバッグシステム対応）

08U97-SMA-010B1.0H

全タイプ

￥49,680（消費税8%抜き ¥46,000）

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税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。 8

Photo : RSZ（1.8L/FF）　アクセサリー装着車　カットボディによる撮影　メーター類は撮影のため点灯。画面はハメコミ合成です。

7

01 02

適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S

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。

好みの香りをチョイスして、
楽しいドライブを満喫。
　 アロマモーメント

各￥3,024（消費税8%抜き 各¥2,800）08R72-E3G-＊＊＊

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

￥324（消費税8%抜き ¥300）
08R72-E3G-G00

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

■エッセンシャルオイル

X03
X04
X05

＊＊＊
ラベンダー ドロップ
ピンキー ロゼ
ピュア ハーブ

X06
X07
X08

＊＊＊

追加用エッセンシャルオイル（5mℓ）

交換用オイルパッドセット（5枚セット）

ディフューザーキット（オレンジLED照明）

07 全タイプ

※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。

※照明は、常時点灯モードと点滅モードに切換えができます。
※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。

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）

＊＊＊
A00
B00
C00

D00
E00
F00

＊＊＊

シフトノブ本革巻03
スポーツペダル04

フロアカーペットマットプレミアム05

ステアリングホイール
黒木目調

インテリアパネル黒木目調
（インストルメントパネル部／ドアライニング部）

BLACK WOOD TRIM

※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

01

02

※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）、シガーライターソケット（12V）でご使用いただけます。
※シガーライターとの同時使用はできません。 ※詳しくは専用カタログをご覧ください。



■イルミネーション類は撮影のため、点灯状態を強調し再現したものです。写真の色および照度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。 109 適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S

INTERIOR ITEMS

適度な明るさで、足元をやさしくライトアップ。

　フットライト 左右セット
（ブルー／アンバー／レッド）

乗降時の足元を、LED照明がエスコート。
　 サイドステップガーニッシュ
（LEDイルミネーション ブルー照明〈STREAMロゴ〉付 フロント／リア４枚セット）

08E12-SMA-0101.4H

ドアを開けると、STREAMロゴが鮮やかなブルーのLEDで
浮かび上がります。

スモールライト、ドア開閉に連動して、
やさしい明るさで足元を照らします。

￥35,640（消費税8%抜き ¥33,000）

さわやかな空気とホワイトLED光で、室内をもっと快適に心地よく。
　 プラズマクラスター搭載LED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  天吊タイプ）

●車内に浮遊するウイルスの働きを抑制、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。

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。

車を止めてセットすれば、
楽しいランチタイムに。

許容荷重：テーブル約2㎏、コンビニフック約3㎏
※i-サイドエアバッグシステム装備車には装着できません。 
※シートカバー（エプロンタイプ）との同時装着はできません。
※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。

08U32-SMA-011
0.7H

必要な小物類などを、
しっかりと収納可能。

※Honda インターナビ装備車には装着できません。 

　 シートアンダートレイ
助手席用

08U44-SMA-0100.1H

簡単脱着でイメージチェンジ。
シートの汚れを防ぐ。

※i-サイドエアバッグシステム装備車には装着できません。
※シートバックテーブルとの同時装着はできません｡

08P93-SMA-010A
0.1H

コンビニフック付

￥5,400（消費税8%抜き ¥5,000）

寸法：L192mm×W130mm×H33mm
※サンルーフ装備車の場合、フロントルームランプには装着できません。
※写真は他車種の装着例です。

※サンルーフ装備車の場合、フロントルームランプには装着できません。

￥18,576（消費税8%抜き ¥17,200）

各￥5,400
（消費税8%抜き 各￥5,000）

各￥10,800セット合計

本体

0.6H

■ブルー　　08E10-SMA-000B
■アンバー　08E10-SMA-000C
■レッド　　08E10-SMA-000D

■1.8L用　　08E10-SMA-001
■2.0L用　　08E10-SMA-A01

　 シートバックテーブル
（ブラック）
運転席／助手席共用

￥14,040（消費税8%抜き ¥13,000）

　 シートカバー エプロンタイプ
（グレー）
FF車用／1列目用

￥16,200（消費税8%抜き ¥15,000）

08R75-E0H-A000.2H

イオン放出・LEDルーフ照明点灯イメージ

※写真は他車種の装着例です。

冷陰極管＋LEDムーディーライト点灯時 LEDスポットライト点灯時 LEDムーディーライト点灯時（7色）

※写真は他車種の装着例です。

※写真は他車種の装着例です。

インテリアランプを交換して、
3種類のモードが楽しめる。

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

08E13-E81-0100.2H

LEDスポットライトと7色のLEDムーディーライト。

※サンルーフ装備車には装着できません。

　 ルーフ照明 冷陰極管タイプ
（冷陰極管＋LEDスポットライト＋LEDムーディーライト）

冷陰極管の採用で、デザインのスリム化と点灯の高速化を実現。

￥23,760（消費税8%抜き ￥22,000）
￥3,240（消費税8%抜き ￥3,000）
￥27,000（消費税8%抜き ￥25,000）セット合計

本体

取付アタッチメント 0.4H

0.4H

面発光ライト点灯時
（ホワイトLED）

イルミネーション点灯時
（ブルーLED）

スポットライト点灯時
（ホワイトLED）

￥12,960（消費税8%抜き ¥12,000）

08E13-SJK-001

08E14-SMA-000

LED
ルームランプ

標準
ランプ

※サンルーフ装備車の場合、フロントルームランプには装着できません。
※ラゲッジスペースランプへの装着はできません。
　購入日から1年間保証。

電球を付け替えるだけで、シャープなホワイト照明に。

　 LEDルームランプ
（バルブ交換タイプ、LEDバルブ〈ホワイト〉1個入り、12V／1.1W）

08E13-E2K-000￥3,780（消費税8%抜き ¥3,500）

01

03

全タイプ

全タイプ

04

05

06

07

08 09 10

全タイプ

全タイプ

全タイプ

全タイプ

18R 18R・S

Photo:RSZ（1.8L/FF）　アクセサリー装着車　カットボディによる撮影　メーター類は撮影のため点灯。イルミネーション類は撮影のため、点灯状態を強調し再現したものです。写真の色および照度は実際の色とは異なります。画面はハメコミ合成です。

※写真はマップランプで使用した時の、LEDルームランプと標準ランプを比較したものです。
※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。

■イルミネーション類は撮影のため、点灯状態を強調し再現したものです。写真の色および照度は実際の色とは異なります。

全タイプ 全タイプ

■ルーフ取付アイテム
　取付位置／使用数

品名
取付位置

フロントマップランプ部
フロントルームランプ部＊

リアルームランプ部

－
1個
－

－
1個
1個

リア席モニター 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

ルーフ照明
(冷陰極管タイプ）

－
1個
1個

２個
1個
1個

－
1個
－

いずれかの選択となります。
いずれかの選択となります。

備考

＊サンルーフ装備車には装着できません。　※標準装備品を取り外し装着となります。

フロント リア

ルーフライニングを間接照射、心ときめく空間を演出。

（消費税8%抜き 各￥10,000）

各￥5,400
（消費税8%抜き 各￥5,000）

取付アタッチメント

0.6H

アンバー レッド ナイトカフェアンバー

　  ピラーイルミネーション
各ピラー左右4個セット
（ブルー／ナイトカフェアンバー）

※サイドカーテンエアバッグ装備車には装着できません。

天井の開放感を演出し、車室内に
ラグジュアリーな雰囲気を醸し出します。  ￥5,400

（消費税8%抜き ￥5,000）
取付アタッチメント

2.2H

2.2H

■ブルー　　　　　　　 08E15-SYY-B20A
■ナイトカフェアンバー　08E15-SYY-C20A

08E15-SMA-020

02

全タイプ

本体 各￥21,600
（消費税8%抜き 各￥20,000）

セット合計 各￥27,000
（消費税8%抜き 各￥25,000）

INTERIOR ITEMS



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。

画面はハメコミ合成です。

天井から吊り下げるタイプの後部座席用液晶モニター。ナビコンポと組み合わせることで、走行中でも後席でDVD
ビデオなどの映像を楽しめるほか、12セグ地上デジタル放送対応のナビコンポと組み合わせれば高画質なテレビ
放送を視聴できます。便利なLEDランプ付き。

VM-108N（9.0型：W-VGAモニター）ルーフ取付タイプ

※リア席モニターの本体色はルーフ内装色の色調とは異なります。
※モニターを開いた状態ではルームミラーの後方視界が一部さえぎられる場合があります。その場合、ディスプレイを閉じて、後方確認を行ってください。
※ナビゲーションの地図表示およびフロント、コーナー、リアカメラ映像はご覧になれません。
※リア席モニターの操作ボタンでは、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接続でナビコンポに入力した画像・映像はリア席モニターには表示されません。　※サンルーフ、サイドカーテンエアバッグ装備車には装着できません。
※プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明、ルーフ照明（冷陰極管タイプ）、LEDルーフ照明、LEDルームランプとの同時装着はできません。
※VXM-145VSi、VXM-145Cは対応しておりません。画面はハメコミ合成です。

リア席に座って、テレビや各種映像を楽しむ。

■ギャザズナビ用　　　　　   08B20-SMA-C10B
■メーカーオプションナビ用　08B20-SMA-D10B

＊Honda インターナビ装備車の場合は、　　     となります。1.1H

￥61,560（消費税8％抜き ￥57,000）
￥10,800（消費税8％抜き ￥10,000）

￥72,360（消費税8％抜き ￥67,000）セット合計

本体

取付アタッチメント 1.2H＊

1.2H＊

08A20-8M0-710

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。

最適
仕様 機能 品質

保証

おすすめナビ

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※Honda インターナビ装備車には装着できません。
※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。

セレクトレバーを 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確認を行うことができ、目視による確認と相まって、安心感が
高まります。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／ワイド／
トップダウンの各ビューを表示することができます。ガイド線無しも選択可能。

■ギャザズナビコンポ初となる静電タッチパネルを採用。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。

■フリック操作に対応し、スムーズなナビ操作を可能に。
■iPhone®を運転中に音声で操作できるSiri®に対応。
■Bluetooth®対応音楽プレーヤーと接続すれば、音楽再生が可能に。
■所定の時期に1回、地図データ無償更新。

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。

取付位置

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。

約3m
約2m
約1m
テールゲート開閉可能位置目安

ガイド線表示（車両後端より）

車両後方をモニター表示し、パーキングをしっかりサポート。

ギャザズナビ／WX-135CPfor

￥21,600（消費税8％抜き ￥20,000）
￥7,714 （消費税8％抜き ￥7,143）

￥29,314（消費税8％抜き ￥27,143）セット合計

本体

取付アタッチメント 2.7H

2.7H

08A77-6P0-200

08B77-SMA-M10

　 リア席モニター03 

　 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）
04 

NAVIGATION

●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®およびSiri®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。●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。
■画面はすべてハメコミ合成です。
＊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／メーカーオプションナビfor

●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。 1211 適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S

＊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

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）

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®楽曲録音（約4,000曲）

USB,iPod®/iPhone®（音楽＆ビデオ）HDMI対応 オプション

プレミアム インターナビ01

オーディオレスfor

￥189,000（消費税8%抜き ￥175,000） 08A40-5S0-420L 2.1H

VXM-145VFi

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

＊1＊2＊3＊4＊5＊6＊8　クラリオン製

インターナビ・リンク プレミアムクラブ対応

7.0型  W-VGA

SDカード（16GB）

TV 12セグ＋ワンセグ（2アンテナ×2チューナー）

Bluetooth®（ハンズフリー/音楽再生）

CD/DVD/SDカード（SDHC対応）

Siri® Eyes Free対応

USB,iPod®/iPhone®（音楽＆ビデオ）対応 オプション

オプション

スタンダード インターナビ02

オーディオレスfor

￥162,000（消費税8%抜き ￥150,000） 08A40-2S0-400L1.7H

VXM-142VFi

独自の音響テクノロジーにより、臨場感豊かなサウンドを実現。フルセグに対応し、音質にこだわる方におすすめのインターナビモデル。

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。

※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。

地図更新1回無償
（所定の時期に1回）ドライブが変わる。インターナビが変える。

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

「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。

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

画面上に降雨範囲を表示

警告画面（路面凍結予測情報）

最適ルートの理由 状況の予告

賢く停める

空車 混雑 満車 情報無し

▶インターナビ・ルート

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。

①スマートルート ②省燃費ルート 
③最速ルート ④最速無料優先ルート 
⑤最速一般道優先ルート 
⑥ETC割引ルート

多彩なルート検索

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

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

インターナビ
が案内する
最適ルート

ほぼ時間どおり
に到着！

到着予想
9:50

有料高速道路

時間と料金を
バランスよく①

一般道
だけ ⑤ETC割引

をフル活用⑥

ガソリン代
を節約 ②

とにかく
早く ③

早くて
無料 ④

START

GOAL

無料高速道路



はくしも」グロタカ合総srehtaG「、はくし詳
http://www.honda.co.jp/navi/stream/
をご覧ください。

NAVI GATION ALL LINEUP

ギャザズナビコンポデータ収録時期

その他の機能／オプション

AV機能

ナビメディア（容量）
モニター

テレビ

DVDビデオ再生

12セグ＋ワンセグ
ワンセグ

CD-R/RW再生（MP3/WMA）※1

CD楽曲録音
USBメモリーデバイス対応 ※1 ※2

iPod®対応
Bluetooth®オーディオ再生
HDMI接続
SDカードオーディオ再生※1 ※2

USBメモリーデバイス/SDカード　ビデオ再生
AM/FMラジオ
ETC（ナビ連動タイプ）
オーディオリモコンスイッチ
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)
リアカメラシステム
リア席モニター（ルーフ取付タイプ）
VICS光・電波ビーコン
ナビゲーションセキュリティ機能
NaviCon(Bluetooth®接続)
Siri® Eyes Free（音声アシスタント機能）
ハンズフリー通話 
道路（高速・有料） 
道路（国道・県道）
交通規制

VRモード（CPRM）対応

デジタルTV（地デジ）

インターナビ・リンク プレミアムクラブ対応

モデル名

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

メーカーオプションナビ ギャザズナビ

プレミアム インターナビ

リンクアップフリーで
プレミアムクラブの情報サービスを

手軽に利用できるナビ。

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

Honda インターナビ
+リンクアップフリー

＊1 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊9 ＊10 ＊11

VXM-145VFi

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7（パナソニック製）

★
●
●
☆

HDD（40GB）
7インチ W-QVGA

●

●（±R/±RW）
●
●
●

     ●※3

◎(USBアダプター接続時)

●
◎
●
◎

●
◎
◎

●（Bluetooth®）/◎※3（ハンズフリーTELコード）

★
●
●
☆

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/AAC）※WALKMAN®対応
◎（iPhone®対応）

●
◎

●（MP3/WMA/AAC）
◎/●（MP4/M4V）

●
◎
◎
◎
◎

◎（3ビュー切り替え）
◎

●
●
●

●（Bluetooth®）
2012年12月
2012年12月
2012年11月

●：標準装備　◎：ナビオプション　☆：所定の時期に1回、地図データ更新を無償でご提供します（インターナビ・リンク プレミアムクラブへの会員登録が必要です）。

＊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。

希望小売価格（消費税8%込み）

オーディオレスfor■ナビコンポ単体
本体
取付アタッチメント

ナビゲーションロック
ナビコンポ単体  合計金額＊

標準取付時間

ギャザズ デュアルサイズナビコンポは、オーディオレス車専用です。

ギャザズナビ

独自の音響テクノロジーにより、
臨場感豊かなサウンドを実現。

フルセグに対応し、音質にこだわる方に
おすすめのインターナビモデル。

基本機能と簡単操作で、
お求めやすい価格がうれしい

シンプルナビ。

リンクアップフリー対応
インターナビを搭載し、

お求めやすい価格を実現した
ベーシックモデル。

スタンダード インターナビ ベーシック インターナビ エントリーナビ

VXM-142VFi

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8（クラリオン製）

VXM-145VSi

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊8 ）製クッニソナパ（ 

VXM-145C

＊1 ＊3 ＊4 ＊5 ＊8 ）製クッニソナパ（ 

★
●
●
☆

SDカード（16GB）
7.0型 W-VGA　抵抗膜式タッチパネル

●

●（±R/±RW）
●
●

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（iPhone®対応）

●

●（MP3/WMA/AAC）
◎/●（MP4/WMV）

●
◎
◎
◎
◎

◎（3ビュー切り替え）
◎

●
●（iPhone®で使用するときのみUSB接続ジャックが必要）

◎（専用マイクが必要）
●（Bluetooth®）※4

2012年12月
2012年9月
2012年11月

★
●
●
☆

フラッシュメモリー（16GB）
7.0型 W-VGA　抵抗膜式タッチパネル

●
●（－R/－RW）

●
●

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（iPhone®対応）

●

●（MP3/WMA/AAC）
◎/●（MP4/M4V）

●
◎
◎
◎
◎

◎（3ビュー切り替え）

●
●

◎（専用マイクが必要）
●（Bluetooth®）※4

2012年12月
2012年12月
2012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

●

◎（MP3/WMA/AAC）
◎（iPhone®対応）

●（MP3/WMA/AAC）

●
◎
◎
◎
◎

◎（3ビュー切り替え）

●

●（Bluetooth®）※4

2012年12月
2012年12月
2012年11月

※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 リンクアップフリー専用通信機器を取り外してのご利用となります。 ※4 運転席以外での発話は相手側に届きにくい場合があります。

。いさだく意注ごでのんせまりなに象対の料無は金料の話通声音るよにンホレテーリフズンハや信通ターデのでどな話電帯携の外以器機信通用専。すまりなと象対みの信通ターデので器機信通用専たれさ備装、はのるなに料無が費信通、で」ーリフプッアクンリ「 5※
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。＊9 DVD-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。DVD±R DLで記録されたディスクはご使用になれません。＊10 一部のデジタルオーディオは対応できないものがあります。＊11 携帯電話等を使用する場合、一部機能が
ご利用いただけない機種や、対応していない機種があります。
●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。●画面はすべてハメコミ合成です。
■iPod®、iPhone®は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod®、iPhone®およびSir i®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。■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。

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」 ＊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。

「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

※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※5 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、携帯電話、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/

対 象 車 両
国内で販売しているHonda自家用乗用車

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

●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 ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S13 14

ナビに連動した、便利なETC。

　 ETC車載器
（ナビ連動タイプ／アンテナ分離型）

取付位置：センターロアカバー横（助手席側）

高速の料金所をスムーズに通過。

　 ETC車載器（アンテナ分離型）

￥10,800

■音声ガイドタイプ

●フロントアンダーポケット上部取付の場合

全タイプ

08E23-E34-A010.8H

￥14,580（消費税8%抜き ￥13,500）

￥14,580（消費税8%抜き ￥13,500）

本体
サブアタッチメント
（音声ガイドタイプ用サブキット)

セット合計 1.0H

1.0H

￥17,820（消費税8%抜き ￥16,500）

￥16,416（消費税8%抜き ￥15,200）
￥6,480 （消費税8%抜き  ￥6,000）

本体

取付アタッチメント

セット合計 0.9H

0.9H

￥22,896（消費税8%抜き ￥21,200）

（消費税8%抜き ￥10,000）

ギャザズナビfor

●センターロアカバー横（助手席側）取付の場合

08E23-E34-B030.8H

08E23-E34-B03

08E23-E34-C01

08E24-SMA-D01

01 

02 

■ブザーガイドタイプ
動作状態や料金所の通過をブザーとLEDランプで
知らせるシンプルタイプ。

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。

取付位置：〈Hondaスマートキーシステム装備車用〉センターロアカバー横（助手席側）
 部上トッケポーダンアトンロフ〉用車し無備装ムテスシーキトーマスadnoH〈 

￥16,416（消費税8%抜き ￥15,200）本体

取付アタッチメント

■Hondaスマートキーシステム装備車用
■Hondaスマートキーシステム装備無し車用

セット合計 0.7H

0.7H

￥20,736（消費税8%抜き ￥19,200）
取付位置：〈Hondaスマートキーシステム装備車用〉センターロアカバー横（助手席側）
  〈Hondaスマートキーシステム装備無し車用〉フロントアンダーポケット上部

08E23-E34-C01

メーカーオプションナビfor

※ETC車載器を使用するにはセットアップ作業が必要となります（別途セットアップ費用が必要です）。
※別途、決済用のETCカードが必要となります。

※接続するナビにより案内／
　表示は異なります。

※サイドカーテンエアバッグ装備車の場合、別途クリップ（91561-SMA-013）が必要です。
※Hondaスマートキーシステム装備車の場合、別途アースボルト（90154-SZ3-003）が必要です。
※ETC車載器を使用するにはセットアップ作業が必要となります（別途セットアップ費用が必要です）。
※別途、決済用のETCカードが必要となります。

取付位置は2ヵ所からお選びください。
ただし、Hondaスマートキーシステム装備車の場合、取付位置は
センターロアカバー横（助手席側）のみとなります。

警告ステッカー

￥3,086（消費税8%抜き ￥2,858）

＊ギャザズナビ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。

08B40-0P0-A000.3H＊

ステアリングホイールのスイッチでモード
切り替え、選曲/選局、ボリューム操作など
が行えます。

ステアリングを握りながら、手元で操作ができる。

ギャザズナビ／ギャザズオーディオfor

￥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）
08A60-SMA-0000.5H

　 オーディオリモコンスイッチ
（照明付）
03 　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）

04 

ギャザズナビfor

08E24-SMA-C00A
08E24-SMA-C01

￥4,320（消費税8%抜き  ￥4,000）

08E24-SMA-B00￥3,240（消費税8%抜き  ￥3,000）

大切なナビの盗難抑止に。

デジタルＴＶ用フィルムアンテナ

￥189,000
￥4,320
￥7,020

￥3,086
￥203,426

08A40-5S0-420L
08B40-SMA-S00A

08B40-0P0-A00

08A22-7L0-C00

2.1H

12セグ＋ワンセグ放送用 4ch

￥162,000
￥4,320
￥5,400

￥3,086
￥174,806

08A40-2S0-400L
08B40-SMA-S00A

08B40-0P0-A00

08A22-7L0-B00

1.7H

12セグ＋ワンセグ放送用 2ch

￥127,440
￥4,320
￥3,780

￥3,086
￥138,626

08A40-5S0-430L
08B40-SMA-S00A

08B40-0P0-A00

08A22-0L0-A10

1.6H

ワンセグ放送用

￥91,800
￥4,320

￥3,086
￥99,206

08A40-5S0-440
08B40-SMA-S00A

08B40-0P0-A00

0.6H

̶



パナソニック製

iPod®/iPhone®などを車内で再生。

※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®、およびSiri®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。

USB iPod®/iPhone® CD/CD-R/CD-RW

CD/CD-R/CD-RWMP3/WMA/AACAM/FM

車速連動VOL EQ スペアナ

AUX

＊1＊2＊5＊6 最大出力…40W×4

パナソニック製 パナソニック製

※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。
※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。

MP3/WMA/AACAM/FM

車速連動VOL EQAUX

＊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。

iPhone®楽曲再生にも対応。大型液晶モニターで
意のままにコントロールできるマルチメディアオーディオ。

コンパクトなボディに多彩な機能を凝縮し、
お求めやすい価格を実現した1DINコンポ。

ギャザズナビfor

￥20,520（消費税8%抜き ￥19,000）

￥21,600（消費税8%抜き ￥20,000）セット合 計

本体
0.4H

0.4H

 ￥36,000（消費税8%抜き ¥33,334）
0.4H

￥7,560（消費税8%抜き ¥7,000） 0.4H

￥1,080（消費税8%抜き ¥1,000）

デュアルサイズオーディオ

スピーカー

オーディオオプション 

1DINサイズオーディオオーディオレスfor オーディオレスfor

全タイプ

■フロント/リア共用　08A38-0H0-500 ■フロント/リア共用　08A38-0H0-550 ■フロント用　08A39-0E0-211
※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。

￥12,960（消費税8%抜き ¥12,000） 0.4H

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。

￥12,960（消費税8%抜き ¥12,000） 0.8H

ギャザズオーディオfor

08A00-8P0-250

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

NAVIGATION OPTION AUDIO & SPEAKER

0.6H

0.4H

0.4H

0.4H

0.4H*

08A02-8P0-100

01

03

03

02 07

06

05

02

02

01

02

03

04

05

06

07

02

02

04

05

　 デュアルサイズCD／
USBコンポ
WX-128CU（ブラック）

14

　 17cmネオジウムデュアルスピーカー
 GS-5060DL
16 　17cmネオジウム2WAYスピーカー

 GS-5060XL
17 　 2.5cmソフトドームツィーター

 GS-3930T
18

　 マルチメディアCDチューナー
 CX-128C（シルバー）
15

　 AUX接続コード
（両側ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）
19 　 USBメモリーデバイスコード20

＊1＊2＊3＊4＊5＊6 最大出力…40W×4

デュアルサイズオーディオ

オプション

ワンセグ視聴やハンズフリー通話のほか、
リアワイドカメラシステムにも対応するビジュアルオーディオ。

オーディオレスfor

　 デュアルサイズ
ディスプレイコンポ
 WX-135CP（ブラック）

12

＊1＊2＊3＊4＊5＊6 最大出力…45W×4

リ 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）13

※詳しくはP14 　をご参照ください。03

※詳しくはP12　をご参照ください。04

1.1H

1.1H

15 適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S
●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。 16

WX-128CU
CX-128C

ポータブル
オーディオ
プレーヤー

￥1,080 （消費税8%抜き ￥1,000）オーディオポケット

08A36-0E0-100

WX-135CP
WX-128CU

USBメモリー
デバイス

iPod®/iPhone®（USB接続） CD AM/FM

MP3/WMA/AAC USB オプション

CD-R/RW

TV（ワンセグ）

接続用コード類

￥8,229（消費税8%抜き ￥7,620）USB接続ジャック
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

USB接続ジャック、　iPod接続コード、　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。

￥1,620（消費税8%抜き ￥1,500）USBメモリーデバイスコード

VTRコード

￥8,229（消費税8%抜き ￥7,620）

￥2,160（消費税8%抜き ￥2,000）

VTRコード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

￥2,160（消費税8%抜き ￥2,000）

iPod接続コード
充電機能/iPod®コントロール機能付

08A41-0P0-000

08A41-0N0-000

08A16-0K0-010

08A16-0K0-000

08A41-2P0-000

￥3,780（消費税8%抜き ￥3,500）HDMI接続コード
（VXM-145VFi用）　取付位置：グローブボックス内

08A41-0S0-020

AUX接続コード
（ステレオミニプラグ〈φ3.5mm〉タイプ）

￥1,404（消費税8%抜き ￥1,300） 08A16-0N0-000

USB接続ジャック

iPod接続コード VTRコード

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

音楽再生音楽再生

音楽再生音楽再生

音楽再生

USB接続ジャック

iPod接続コード
iPod®/
iPhone®

iPod®/
iPhone®

iPod®/
iPhone®

Lightning-USBケーブル
（iPod®/iPhone®に付属）

USB接続ジャック

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接続ジャックUSBメモリー
デバイスコード

USB機器

USBメモリー
デバイス

USB接続ジャック 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

※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｢HDMI変換コネクタ｣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

HDMI出力を
搭載した

デジタル機器

HDMIケーブル （別売） HDMI接続コード

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

※VXM-145Cはビデオ再生に
対応していません。

※ビデオ再生時はアナログ出力となります。

※VXM-145VFiのみ対応。

※VXM-145Cはビデオ再生に対応していません。

※VXM-145VFiのみ対応。

■FOMA用　08E02-TA0-C00　■WIN用　08E02-TA0-D00

各￥4,320（消費税8%抜き 各￥4,000）

※お手持ちの携帯電話に合わせてお選びください。
※リンクアップフリー専用通信機器を取り外しての装着となります。
※リンクアップフリー専用通信機器以外でデータ通信を行った場合、通信費はお客様のご負担となります。
※携帯電話等でハンズフリーテレホンや、データ通信サービスを使用する場合、一部機能がご利用いただけない機種や、対応していない
　機種があります。対応携帯電話はインターナビ・リンク プレミアムクラブ ホームページでご確認ください。
※交通安全上、運転中の通話は避けてください。やむをえず受ける場合は「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

携帯電話と接続するとハンズフリー通話が可能です。
お使いの携帯電話メモリーダイヤルを読み込むことができます。

各￥2,160（消費税8%抜き 各￥2,000）

iPhone®4S/5に内蔵されている、音声
アシスタント機能『Siri®』をコントロール
する際に必要となります。

USBメモリー内の音楽を再生できる。Bluetooth®非対応の携帯電話で、
ハンズフリー通話が可能。

お手持ちのiPod®やUSBメモリーデバイスの音楽を、車内で再生する際に必要なアダプター。
iPod®、USBメモリーデバイスの操作はナビ本体で行えます。

￥7,560（消費税8%抜き ￥7,000）
￥7,560（消費税8%抜き ￥7,000）
￥3,240（消費税8%抜き ￥3,000）
￥18,360（消費税8%抜き ￥17,000）セット合計

本体

取付アタッチメント

バスコード2P

0.6H

0.6H

ギャザズナビfor

メーカーオプションナビfor

メーカーオプションナビfor

■VXM-142VFi 用　
08A41-2S0-000

■VXM-145VSi 用　
08A41-5S0-000

08A28-0K0-110

08B28-SMA-000

08Ａ31-060-000

　 インターナビ・ハンズフリーTELコード10

　 Siri専用マイク08

　 USBアダプター（充電機能付/iPod®コントロール機能付※）11

iPhone®の操作を音声で。

携帯電話
（Bluetooth®非対応）

※「USBマスストレージクラス」のUSBメモリーデバイスをご使用ください。USBメモリーデバイスの種類によっては、
　ご使用になれない場合やご使用いただける機能に制限がある場合があります。

渋滞時の迂回ルートを検索。

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。●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。 0570-00-8831（PHS、IP電話等からはご利用できません。）

※サイドカーテンエアバッグ装備車の場合、別途クリップ（91561-SMA-013）が必要です。

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。
D．R．G．（ダイナミック・ルート・ガイダンス）機能により、渋滞時の迂回ルート検索が行えます。

￥32,184（消費税8%抜き ￥29,800） 08A57-S5A-A01

メーカーオプションナビfor

0.4H

0.4H

　 VICS光・電波ビーコンユニット09

￥3,780（消費税8%抜き ￥3,500） 08A60-SMA-0000.5H

　 オーディオリモコンスイッチ（照明付）21

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

音楽・ビデオ再生音楽・ビデオ再生

本体
取付アタッチメント
デジタルTV用フィルムアンテナ

セット合計

￥70,972（消費税8%抜き ¥65,715）
¥4,320 （消費税8%抜き ¥4,000）
¥3,780 （消費税8%抜き ¥3,500）

￥79,072（消費税8%抜き ￥73,215）

08A00-5R0-400
08B40-SMA-S00A
08A22-0L0-A10

02 03 05＊



CAMERA SYSTEM DRIVING SUPPORT

■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。 1817 適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S

※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、カメラ使用時も目視による安全確認をし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きることがあります。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。

※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。

視野範囲イメージ図 ※実際の映像にはカメラガーニッシュが映り込みます。

視野範囲

クルマの先端部分を少し出すだけで、左右の見通しが悪い場所での視界をサポート
します。運転席から見えにくい前方下方部の様子も画面に映し出すことができるので
安心です。ギャザズナビコンポにリアカメラを同時装着した場合、後退時にはナビ画面
操作でフロントカメラ表示、リアカメラ表示の切り替えも可能です。

左右の見通しが悪い場所でも、フロント3方向を同時にサポート。

確認しにくい左前方をモニター表示。縦列駐車などの時に頼もしい存在。

※コーナーカメラシステム（2ビュー）、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

取付位置

フロントバンパー左前方に取り付けたカメラからの映像をナビ画面に表示。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/トップダウンの各ビュー表示の切り替えが可能です。

※標準装備のドアミラーサブASSY.を取り外し装着となります。
※コンフォートビューパッケージ装備車には装着できません。

※標準装備の大型テールゲートスポイラー装備車には装着できません。　
※ボディカバーとの同時装着はできません。　
※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。

テールゲートスポイラー装着無し車用

テールゲートスポイラー装着車用

ミラー表面の親水処理により、雨滴を膜のように広げ、
雨天時の視認性をより向上させます。

 ￥10,584（消費税8%抜き ¥9,800）

 ￥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）

 ￥9,720（消費税8%抜き ¥9,000）

08V04-SMA-0000.3H

08V11-SAA-000A0.2H

08V04-SMA-000A0.8H

18R 20R

全タイプ

スモールライトと連動して、ポール先端のイルミネー
ションが点灯します。

全タイプ

※センサー（フロント用）、コーナーカメラシステム（2ビュー）､フロントエアロ
　バンパー、ロアスカート・フロントとの同時装着はできません｡

セレクトレバーを R に入れると、左側のミラーが自動的に下向きになり、車庫入れなどのバック時に見えにくい
左後方バンパー付近の視界をサポートします。

通常使用時 リバース連動機能作動時

装着前 装着後

テールゲートスポイラー装着無し車用 テールゲートスポイラー装着車用

■視野範囲イメージ図

バック時の左下後方の視界をサポート。

車庫入れや後退時に便利な大型タイプ。

雨天時のミラーの視認性をサポート。

全タイプ

￥14,040（消費税8%抜き ¥13,000） 08V08-SMA-0000.6H

※運転者の目線および鏡面の角度により、見え方、視野範囲が異なる場合があります。　※セレクトレバーをリバース・ポジションにする場合は、必ずブレーキペダルを踏んでください。
※リバース連動ドアミラーのシステムＯＮの状態で後退する際は、ドアミラーに映し出される視界が下方に変わっていますので、後方および車両周辺には十分注意して運転してください。

通常使用時の視野範囲
リバース連動機能作動時の視野範囲

ギャザズナビfor

ギャザズナビ／メーカーオプションナビfor

フロント

■センサー感知範囲イメージ図

センサー感知範囲表

感知範囲（単位：cm）

約50以下

約50～75

約75～100

約30以下

約30～45

約45～60

約50以下

約50～100

約100～150

約25以下

約25～40

約40～60

フロントセンター フロントコーナー バックソナー リアコーナー
電子ブザー音

※センサー直近約20cm以下では検知しない場合があります。

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車種により異なります。

ピーという連続音

ピ、ピ、ピという速い断続音

ピッ、ピッ、ピッという遅い断続音

リア

全タイプ
センサー部

各￥17,280（消費税8%抜き 各￥16,000）

各￥17,280（消費税8%抜き 各￥16,000）

各￥34,560（消費税8%抜き 各￥32,000）セット合計

本体
■標準バンパー用　08V67-SMA-＊＊＊＊
■Sパッケージバンパー用　08V67-SMA-＊＊＊＊
取付アタッチメント
■標準バンパー用　08V67-SMA-A00A
■Sパッケージバンパー用　08V67-SMA-B10A

1.2H

1.2H

※コーナーカメラシステム（2ビュー）、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

￥32,400  （消費税8%抜き ￥30,000）
￥7,560   （消費税8%抜き ￥7,000）
各￥3,780  （消費税8%抜き 各￥3,500）

各￥43,740（消費税8%抜き 各￥40,500）セット合計

本体

取付アタッチメント

ライセンスフレーム
〈フロント用（いずれかの選択となります。）〉
■メッキタイプ　08P25-EJ5-000A
■カラードタイプ　08P25-EJ5-010C

1.5H

1.5H

08A21-6J0-000

08B21-SMA-B00

￥32,400  （消費税8%抜き ￥30,000）
￥7,560  （消費税8%抜き ￥7,000）
￥12,960  （消費税8%抜き ￥12,000）
各￥3,780 （消費税8%抜き 各￥3,500）

各￥56,700（消費税8%抜き 各￥52,500）セット合計

本体

取付アタッチメント

コントロールユニット

ライセンスフレーム
〈フロント用（いずれかの選択となります。）〉
■メッキタイプ　08P25-EJ5-000A
■カラードタイプ　08P25-EJ5-010C

1.7H

1.7H

08A21-6J0-000

08B21-SMA-C00A

08A75-9L0-000

※フロントカメラシステム、センサー（フロント用）、コーナーポール、フロントエアロバンパーとの同時装着はできません。

¥27,000 （消費税8%抜き ￥25,000）
￥7,560  （消費税8%抜き ￥7,000）
￥34,560 （消費税8%抜き ￥32,000）セット合計

本体

取付アタッチメント（標準バンパー用） 1.3H

1.3H

08A76-6S0-200

08B76-SMA-000

障害物を感知して、ブザー音で警告。

フロントコーナー部の距離感をガイド。

全タイプ

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

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

BA0K
BK0K
BD0K
BG0K
BH0K
090J

＊＊＊＊
AA0K
AK0K
AD0K
AG0K
AH0K
AR0K

■カラーコード表
クリスタルブラック・パール　
モダンスティール・メタリック　
コバルトブルー・パール　
スーパープラチナ・メタリック　
ホワイトオーキッド・パール
プレミアムディープロッソ・パール　

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊＊
TA0K
TK0K
TD0K
TG0K
TH0K
TR0K

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

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊＊
BA0G
BK0G
BD0G
BG0G
BH0G
BR0G

各￥17,280（消費税8%抜き 各￥16,000）
￥17,280  （消費税8%抜き ￥16,000）
各￥34,560（消費税8%抜き 各￥32,000）セット合計

本体

取付アタッチメント 1.5H

1.5H

08V66-SMA-＊＊＊＊

08V66-SMA-A00A

￥11,880 （消費税8%抜き ￥11,000）
各￥4,860（消費税8%抜き 各￥4,500）
各￥16,740（消費税8%抜き 各￥15,500）セット合計

本体
ガーニッシュ
（カラードタイプ） 

0.7H

0.7H

08V62-SMA-B00

08V62-SMA-＊＊＊＊

　 フロントカメラシステム（カラーCMOSカメラ／約120万画素） 01 　 コーナーポール（手動伸縮式）　 05

　 リアアンダーミラー06

　 リバース連動ドアミラー（助手席側用）　08

　 アクアクリーンミラー
（親水式ドアミラー　ブルー／左右セット  FF車用）　
07

　 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、ガイド表示あり

02 

　 フロントセンサー
（超音波感知システム・4センサー）　
03 　 リアコーナーセンサー＆バックソナー

（超音波感知システム・4センサー）
04

ギャザズナビ用

メーカーオプションナビ用

※フロントエアロバンパ－、コーナーポール、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。

視野範囲

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のお得なセットもご用意しています。詳しくはP21　をご覧ください。08 

装着イメージ（写真は他車種の装着例です。）

ノーマルビュー
車両左前方を表示する
標準的なビューです。

トップダウンビュー
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。

夜間
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。

ガイド線表示距離 
車両左側端より　A: 約0.25m 
バンパー前端より　①: 約0.5m  ②： 約1.0m  ③: 約1.5m

A

●3

●2

●1



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新安全基準対応のチャイルドシートです。

■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合ったものをお選びください。

■お子様の体格によるご使用の目安

UTILITY CHILD SEAT

■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。 2019 適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S

フロアの形状に合わせた、専用設計。
全タイプ

ラゲッジスペースの汚れを防ぐ簡易防水マット。3列目シート・
カーゴ用は、装着したまま3列目シートのアレンジも可能です。
3列目シート・カーゴ用

08P11-SMA-002A

2列目シート用
08P11-SMA-001B￥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）

￥10,800（消費税8%抜き ¥10,000）
1

2

※ラゲッジルームネット､ペットカーゴカバーとの同時装着はできません。

※ISOFIXチャイルドシート（ISOFIX固定時）、ペットカーゴカバーとの同時装着はできません。

　 カーゴマット（簡易防水タイプ）01

3列目シート・カーゴ用1 3列目シート・カーゴ用1 3列目シート・カーゴ用12列目シート用＋2

※3列目シートを収納して装着となります。
※ラゲッジルームネット、ペットカーゴカバーとの同時装着はできません。

濡れたものや、
汚れたものも積載できる。

全タイプ

￥21,600（消費税8%抜き ¥20,000）08U45-SMA-000※ペットカーゴカバーとの同時装着はできません。

ラゲッジスペースの
プライバシーを保護。

全タイプ

￥10,260（消費税8%抜き ¥9,500） 08U35-SMA-000

安定しにくい
荷物の収納に便利。

全タイプ

※ペットカーゴカバー、カーゴマット（3列目シート・カーゴ用）、ラゲッジトレイとの
　同時装着はできません。

￥7,560（消費税8%抜き ¥7,000） 08L96-SMA-0000.3H 0.2H

　 ラゲッジカバー02 　 ラゲッジトレイ
（3列目シート収納時用、防水タイプ）
03 　 ラゲッジルームネット04 

クルマのシートと身体のスキマを埋める、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。

※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。
※成型後は元にもどらなくなります。
※ご購入の際は、販売会社にて商品のご確認、または説明を受けた上でご購入ください。

全タイプ

抗菌消臭加工を施した
マットを足元に。

■FF車用　08P14-SMA-010B　■4WD車用　08P14-SMB-010B
0.2H

スタンダード（ブラック）

各￥30,240（消費税8%抜き 各¥28,000）
全タイプ

個性を主張する、
高級感あふれる輝き。

■モデューロ フロントグリル装着車用　08F20-SMA-000
■標準グリル装備車用　08F20-SMA-000B

各￥6,480（消費税8%抜き 各¥6,000） 0.9H

全タイプ

ドライブ時の、
腰への負担を軽減。

08R31-ES1-001￥10,584（消費税8%抜き ¥9,800）

　 フロアカーペットマット05 　 ゴールドエンブレム
（フロント／リア Hマーク＋車名ロゴ）
06 　 ランバーフィットサポート07

写真は他車種の装着例です。

目的に合わせて、ルーフの上に荷物を積み込む。

CARRIER ITEMS

●許容荷重：40kg 
●装着後のルーフからの高さ：約11cm
※フットセット、バーセット、ホルダーセットの組み合わせでベースキャリアとなります。
※使用目的に合わせて別売の純正アタッチメントとセットでご使用ください。
※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。

全タイプ

￥14,040（消費税8%抜き ￥13,000）
￥5,400（消費税8%抜き ￥5,000）
￥6,480（消費税8%抜き ￥6,000）
￥25,920（消費税8%抜き ￥24,000）セット合計

フットセット
08L02-TA1-A0１
バーセット 120cm  
08L02-TA1-B00
ホルダーセット  
08L15-SMA-000

0.6H

0.6H

　 ベースキャリア08

●許容荷重：35kg
●積載の目安：スノーボード4枚またはスキー板6セット
●サイズ：W83.5cm×H12cm  積載部幅：片側28cm×2
※スキー/スノーボードの形状により積載数は異なります。

●許容荷重：35kg
●積載の目安：スノーボード4枚またはスキー板6セット
●サイズ：W80cm×H12cm  積載部幅：62.5cm
※スキー/スノーボードの形状により積載数は異なります。

●許容荷重：31kg
●サイズ：L110cm×W82cm×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。

●許容荷重：23kg
●サイズ：L195cm×
　W75cm×H22.5cm

●サイズ：L90cm×W90cm●サイズ：L500cm×W2.5cm
※色調は予告なく変更する場合があります。

●サーフボード1枚分を積載可能
●サイズ：W50cm×H2.5cm
※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。

￥4,644（消費税8%抜き ¥4,300）
●スキー板1セットまたは
    ウインドサーフィンマスト1本を積載可能
●サイズ：W5.5cm×H5cm

￥1,058（消費税8%抜き ¥980）

※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こえない範囲でご使用ください。

￥27,000（消費税8%抜き ¥25,000） ￥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）

￥3,024（消費税8%抜き ¥2,800） ￥3,780（消費税8%抜き ¥3,500） ￥42,120（消費税8%抜き ¥39,000） ￥93,960（消費税8%抜き ¥87,000）

0.1H 0.1H

0.5H 0.3H

08L03-E09-000A 08L03-E09-000B 08L03-TA1-002 08L05-TA1-000

08L35-TA1-000 08L96-TA1-000
08L08-TA1-A02 08L20-E09-000

　 スキー/スノーボードアタッチメント
（ロック付）ガルウイングタイプ
09 　 スキー/スノーボードアタッチメント

（ロック付）フラットタイプ
10 　 スキー/マストホルダー

（1セット積み）
11 　 サーフボードクッション

（ボード1枚分）
12

　 タイダウンベルト（2本セット）13 　 ラゲッジネット（ルーフアルミラック用）14 　 ルーフアルミラック（シルバー）15 　 ルーフボックス（ロック付 ブラック）16

ISOFIXチャイルドシート

●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

￥75,600（消費税8%抜き ￥70,000）
欧州安全基準型式指定番号  E43  44R-040004

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

￥71,820（消費税8%抜き ￥66,500）
欧州安全基準型式指定番号  E1  04301133

08P90-E13-002B

※シートベルト固定でも使用できます。※ISOFIX固定時はカーゴマット（2列目
シート用）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　
●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

￥79,380（消費税8%抜き ￥73,500）
欧州安全基準型式指定番号  E1  04301146

08P90-E4R-000

※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、
下側のISOFIXベースを取り外しての装着となります。※ISOFIX固定時はカーゴ
マット（2列目シート用）との同時装着はできません。

※シートベルト固定では使用できません。
※カーゴマット（2列目シート用）との同時装着はできません。

全タイプ 全タイプ全タイプ　 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

17 　 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

19　 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

18

シートベルト固定タイプチャイルドシート

08P90-E1B-000

●側面衝突を考慮したサイドガード 
●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

￥34,020（消費税8%抜き ￥31,500）
欧州安全基準型式指定番号  E4  04443812 08P90-E4R-000A

●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　

￥39,960（消費税8%抜き ￥37,000）
欧州安全基準型式指定番号  E43  44R-040006

全タイプ全タイプ 　 Hondaジュニアシート（学童用）21　 スタンダード
（乳児用・幼児用兼用）
20

■チャイルドシート適用表（ISOFIXタイプ）
1列目シート

助手席

2列目シート 3列目シート

左右席

前向き

×

×

×

×

後向き

×

×

×

×

前向き

×

○

×

○

後向き

○

×

○

×

前向き

×

×

×

×

後向き

×

×

×

×

Honda Kids ISOFIX

Honda ISOFIX Neo

Honda Baby ISOFIX

左右席

品　名

取付位置

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

1列目シート

助手席

2列目シート 3列目シート

左右席

前向き

×

×（注1）

×

×（注1）

×（注1）

後向き

×

×

×

×

×

前向き

×

○

×

○

○

後向き

○

×

○

×

×

前向き

×

○

×

○

○

後向き

○

×

○

×

×

Honda Kids ISOFIX

スタンダード

Honda ジュニアシート

Honda Baby ISOFIX （乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

（学童用）

品　名

取付位置

■チャイルドシート適用表（シートベルト固定タイプ）

左右席

注1:〈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。

12歳頃

～150cm位

～9kg ～13kg ～36kg15～18kg

3～4歳頃

～100cm位

生後18ヶ月頃

～85cm位～70cm位

生後9ヶ月頃

体重
参考身長
参考年齢

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

Honda Kids ISOFIX

Honda ジュニアシート

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

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

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。

チャイルドシートオプション

●シートの座面を保護するクッション　
※シートベルト固定タイプ装着時のオプションです。

●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。

￥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

全タイプ 全タイプ　 シートカバークッション
（シートベルト固定時に使用）
23　 ネストクッション（スタンダード用）22

ペットと一緒に、楽しく安全なドライブを。
PET

●素材「表面」：ウレタン合成皮革

全タイプ

 各￥46,440（消費税8%抜き 各¥43,000）
■FF車用　08P30-SMA-000
■4WD車用　08P30-SMC-000

0.5H

※３列目シートを収納して装着となります。
※ラゲッジルームネット、ラゲッジトレイ、ラゲッジカバー、
　カーゴマットとの同時装着はできません。

　 ペットカーゴカバー24



A

B

C

3,000K 5,000K4,000K
■ハイケルビンバルブ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

※スタッドレスタイヤには装着できない場合があります。

お得なセット

（消費税8%抜き ￥11,000）
￥11,880

　 ワイパーブレード
（スノータイプ）

08T01-621-002
08T22-SMA-000

￥21,600（消費税8%抜き ¥20,000）

　 タイヤチェーン
スチールチェーン（合金チェーン） 205/55R17タイヤ用

A：運転席側用 ￥5,400
（消費税8%抜き ¥5,000）

08T22-SEA-000B
B：助手席側用 ￥5,400
（消費税8%抜き ¥5,000）

08T22-SED-000
C：リア用             ￥4,104
（消費税8%抜き ¥3,800）

■運転席側用／助手席側用／
リア用のセット

雪や雨の日に、良好な走行や視界をサポート。

単品価格合計￥14,904

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。

ブライトポリマー優れた光沢と撥水性

アルミホイールコート
クルマの足元 イージーケア

ウルトラグラスコーティング低撥水のガラス系皮膜
※写真はイメージです。

水量が少ない時 水量が多い時

※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。

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。

熱や摩擦への耐久性に優れたガラス系被膜がボディの塗装を長期間保護します。
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。

ウルトラグラスコーティングの「汚れのつきにくさ」、「落としやすさ」はそのままに撥水性と
耐久性をさらに高めたガラス系被膜で、塗装を長期間保護する次世代のボディコートです。 耐熱性・耐久性に優れたガラス系素材と界面活性剤からなる被膜が、アルミ

ホイール塗装面を保護。しつこいブレーキダストの固着を防ぎ、汚れも落とし
やすくします。水洗いだけで汚れを落とせます。カーシャンプーの使用を控え
られるため、排水による環境への負担を軽減でき、洗車時の使用水量も削減
できます。約1年間（使用状況により異なります）効果が持続します。

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です。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です。撥水ブレードラバーとの
併用で、撥水効果が約1年間（使用状況により異なります）持続します。

※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。

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

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

 運転席側用
￥2,052（消費税8%抜き ¥1,900） 08T24-SMA-000A0.1H

 助手席側用
￥1,728（消費税8%抜き ¥1,600） 08T24-SMA-000B0.1H

洗車時等多量の水をかけた場合

洗車時等多量の水をかけた場合

少量の降雨時

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

Hondaカーケアメニュー

愛煙家のために。
　 LED照明付灰皿
（照明色：ブルー）

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秒～
15秒間光り続けます。

08U25-E3F-000

￥5,184
（消費税8%抜き ¥4,800）

※標準装備のユーティリティボックス　　
　を取り外し装着となります。
※インテリアパネル（インストルメント　　
　パネル部）との同時装着はできません。

※標準装備のアクセサリーソケット
　を取り外し装着となります。
※アロマモーメントとの同時使用
　はできません。

離れた場所からリモコン操作でエンジンをスタート。
エアコンをセットしておけば、乗り込むときには車内
の温度も快適です。始動後、約10分でエンジンは
自動停止します。アンサーバック機能付、キーレス
エントリー機能付。

●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可能
  ・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。）
※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。

※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、車両停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、
　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。

　 リモコンエンジンスターター
 （アンサーバック機能付）

乗車する前から、室内の温度を快適に。

08E92-SMA-C001.4H￥60,480（消費税8%抜き ¥56,000）

　 ドアバイザー（4枚セット）　

換気などに効果を発揮。

￥17,280（消費税8%抜き ￥16,000） 08R04-SMA-0010.4H

※取り付けた日から1年間バルブの寿命を保証します。

＊ライセンスライトに使用する場合　　　となります。
※消耗品のため保証の対象にはなりません。

※LEDフォグライト装着車には装着できません。
※フォグライト装備車、ハロゲンフォグライトキット装着車に装着できます。
※取り付けた日から1年間バルブの寿命を保証します。

08V30-E89-000E

08V30-E89-000Ｂ0.4H

08V30-E89-000D0.4H

 ヘッドライト（ハイビーム用）　HB3（60W）

￥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）

 フォグライト（クリア）用　H8（35W）

￥7,560（消費税8%抜き ¥7,000）

 ポジション/ライセンスライト用　W5W（5W）

￥2,268（消費税8%抜き ¥2,100）

お得なセット
各￥9,720（消費税8%抜き 各￥9,000）

※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｡
※メッキタイプセットは、Honda インターナビ装備車には装着できません｡

　 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のセット

各￥10,800（消費税8%抜き 各￥10,000）セット合計 0.2H

0.2H

0.1H

0.1H

ライセンスフレーム（フロント用）

ライセンスフレーム（リア用）

ナンバープレートロックボルト 

 各￥3,780 （消費税8%抜き 各￥3,500）
各￥3,780 （消費税8%抜き 各￥3,500）
￥3,240  （消費税8%抜き   ￥3,000）

　 ボディカバー

ジャストフィットの専用設計。

水はじきがよく耐久性にすぐれた素材を使用しています。
08P34-SMA-000￥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）

※リアアンダーミラ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。

　 ライセンスフレーム　

ナンバープレートを
保護＆ドレスアップ。

■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 
0.1Hフロント用 各￥3,780（消費税8%抜き 各¥3,500）

■メッキタイプ　08P26-EJ5-001A　■カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）　08P26-EJ5-011C
0.1Hリア用 各￥3,780（消費税8%抜き 各¥3,500）

※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｡　
※メッキタイプは、Honda インターナビ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。
※封印部には装着できません。

ワンポイントのオシャレアイテムと
してお使いいただけ、ナンバープレート
の盗難を抑止します。

　 ナンバープレートロックボルト
マックガード社製3本入りセット／ボルト長20mm

ナンバープレートの
盗難抑止に。

￥3,240（消費税8%抜き ￥3,000）
08P25-EJ5-C00A

フロント用（メッキタイプ）

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〉

08T22-SMA-000A

　 ACコンセント（100V／100W）

携帯電話などを
車内で充電できる。

08U56-SMA-010￥19,440（消費税8%抜き ¥18,000）0.7H
※ご使用の状況や一部製品によっては消費電力が100W以下であっても、正常に作動
　しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

　 灰皿
（ポケットタイプ／ブラック）

08U25-SMA-011

￥1,620
（消費税8%抜き ¥1,500）

　 灰皿
（汎用タイプ）

08U25-SLJ-010

￥1,620
（消費税8%抜き ¥1,500）

　 シガーライター

￥1,620
（消費税8%抜き ¥1,500）

0.1H
08U96-SMA-A000.3H

■索引（英字～アイウエオ順）

ACコンセント
ETC車載器
LEDフォグライト
LEDルームランプ
LEDルーフ照明
Siri専用マイク
USBアダプター
VICS光・電波ビーコンユニット
アクアクリーンミラー
アルミホイール（ホイールナット／ロックナット）
アロマモーメント
インターナビ・ハンズフリーTELコード
インテリアパネル
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
カーゴマット
キャリアシステム（TYPUS）
コーナーカメラシステム（2ビュー）

21
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18
 6
 8
15
7
16

14,16
19
19
17

品 名 頁

A
E
L

S
U
V
ア

イ

オ

カ
キ
コ

サ
シ

ス

セ
タ
チ
テ

ト
ナ

ハ

ヒ

フ

ヘ

マ
ラ

リ

ル
ロ
ワ

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
シガーライター
シートアンダートレイ
シートバックテーブル
シートカバー
シフトノブ
ステアリングホイール
ステアリングホイールカバー
スポーツサスペンション
スポーツフィニッシャー
スポーツペダル
スポーツマフラー
センサー
タイヤチェーン
チャイルドシート（オプション含む）
テールゲートスポイラー

18
19
9
22
 10
10
 10
7
7
8
4
6
7
4
17
22
20
4

品 名 頁

ドアバイザー
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
ハイケルビンバルブ
灰皿
撥水ブレードラバー
ハロゲンフォグライトキット
ビームライト
ピラーイルミネーション
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（スタンダード）
フロアカーペットマット（プレミアム）
フロントエアロバンパー
フロントカメラシステム
フロントグリル
ペットカーゴカバー

21
11～15
14
21
 21
22
22
21
 4
9
9
10
19
8
6
17
6
20

21
21
21
19
19
 19
19
18
12

12,16
18
21
10
4
22

品 名 頁

ボディカバー
マッドガード
ライセンスフレーム
ラゲッジカバー
ラゲッジトレイ
ラゲッジルームネット
ランバーフィットサポート
リアアンダーミラー
リア席モニター
リアワイドカメラシステム
リバース連動ドアミラー
リモコンエンジンスターター
ルーフ照明
ロアスカート
ワイパーブレード

品 名 頁

ホ

■メッキタイプ　08Z01-EJ5-011A　■カラードタイプ　08Z01-EJ5-011B

視認性とファッション性を両立。

01 全タイプ

02 全タイプ

　 ハイケルビンバルブ（2個入り) 　05 全タイプ

08P09-SMA-＊＊＊＊0.2H

　 マッドガード（リア用 左右セット) 　

水や泥の付着から、ボディ下部を保護。

 ￥6,480（消費税8%抜き ¥6,000）
※ロアスカート・リアとの同時装着はできません。

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

■カラーコード表
NH-731P
NH-797M
B-553P
NH-704M
NH-788P
R-543P

＊＊＊＊
0A0A
0K0A
0D0A
0G0A
0H0A
0R0A

03 18R 20R

06 全タイプ
07 全タイプ 09 全タイプ

10 全タイプ

08 全タイプ

全タイプ 全タイプ 全タイプ
全タイプ

15 全タイプ 16
全タイプ

17 全タイプ

写真は他車種の装着例です。■取付位置

11 12 13 14

（消費税8%抜き ￥13,800）

写真は他車種の装着例です。

ホワイト系の光で、クルマをシャープなイメージにドレス
アップ。

0.2H
0.4H＊

悪天候や山間部での視界をサポート。

幅広くムラのない配光が、ヘッドライトのさらに外側を
照らします。

　 ハロゲンフォグライトキット
クリア（35W 左右セット）

08V31-SMA-D101.0H

※取付アタッチメントを含みます。
※フロントエアロバンパーとの同時装着はできません。

18R 20R

￥32,400（消費税8%抜き ¥30,000）

写真の色および照度は実際の色とは異なります。

04 

取付位置：1列目大型コンソールボックス・カップホルダー、2列目シートセンターアームレスト・カップホルダー、3列目サイドポケット・カップホルダー

UTILITY & OTHER ITEMS

●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。 2221 適用マーク ＝全タイプ ＝RSZ（1.8L）全タイプ 18R ＝RSZ・Sパッケージ（1.8L）18R・S ＝RSZ（2.0L）20R ＝RSZ・Sパッケージ（2.0L）20R・S




