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株式会社ホンダアクセス 
コーポレートコミュニケーション部 
 
〒352-8589 埼玉県新座市野火止 8-18-4 
URL  https://www.honda.co.jp/ACCESS/ 
ホンダアクセス Twitter http://twitter.com/Honda_Access/ 
 

Honda Access Corp. 
8-18-4, Nobidome Niizashi Saitama, 352-8589 Japan 

 株式会社ホンダアクセスは、Honda車専用に開発した純正ナビゲーションシステム「Gathers
（ギャザズ）」の大画面モデルを中心とした新ラインアップを 10 月 18 日(金)に全国の Honda Cars
から発売します。 
  
 Honda 純正ナビゲーションシステム「Gathers」の新ラインアップは、大画面モデルで見やすさ
と操作性を高めたプレミアム、ベーシックと、基本的な機能を揃えお求めやすい価格としたスタン
ダード、エントリーの４タイプで構成しました。 
従来モデル同様、Honda独自の実走行データをもとに精度の高いルート案内を行う「インターナ

ビ」を全モデルに搭載。また、「高速道路逆走防止案内機能」を全モデルに適用しました。高速道
路本線侵入時の逆走を感知してドライバーに画面表示と音声で注意を喚起します。 

N-BOX、N-WGN 車種専用ナビゲーション VXU-207NBi は、美しい映像をお楽しみいただける
高精細な 8 インチ HD液晶+ダイレクトボンディングを採用しました。オプションでは、3 つのビ
ューモードで前方確認をサポートする「フロントカメラシステム」を新たに設定しました。カメラ
映像を切替えることで左右の見通しが悪い交差点や、車両前方の視界をナビ画面でサポートします。 
その他、多彩なナビ機能にあわせたさまざまなオプションに対応し、お客様の好みに合わせて選

びやすい充実したラインアップ構成としています。 
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「商品情報サイト」   https://www.honda.co.jp/navi/ 
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Gathers ナビゲーション/オーディオ メーカー希望小売価格(  )内消費税 10%抜き本体価格 
■9インチ プレミアム インターナビ VXM-207VFNi 231,000円(210,000 円) 
■8インチ プレミアム インターナビ VXM-207VFEi 209,000円(190,000 円) 
 
・高画質で見やすく、操作しやすい大型の 9 インチ/8インチ HD液晶モニターを採用 
・「DIATONE SOUND」により高音質を追求したハイエンドモデル  
[ナビ機能] 
フラッシュメモリー16GB+SD カード 8GB(CD 録音+エンターテインメント用)、9 インチ/ 8 インチ
HD 液晶+ダイレクトボンディング、静電容量式タッチパネル、インターナビリンクアップフリー、無償地図
更新 3回※1、トップメニューカスタマイズ、後席会話サポート、音声認識、Apple CarPlay、NaviCon
友達マップ対応(スマホアプリ)、Turn by Turn 表示対応、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサ
ー表示、記念距離メモリー、マルチビューカメラシステム表示※2 

※1 無償地図更新は毎年１回３年間となります。初回は 2020年秋頃を予定 
※2 VXM-207VFNiのみ  
[AV機能] 
TV 地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVD ビデオ、DVD-VR モード(CPRM)、CD 録音(ミュージックラック ®)、
CD(CD-R/RW)、USB(音楽/動画 )、SD カード<SDXC 対応>(音楽 /動画)、Bluetooth® (オーディオ)、
HDMI入力、iPod/iPhone対応、車種専用音響設定(tuned by DIATONE SOUND)  
[オプション] 
フロントカメラシステム、リアワイドカメラシステム、リアカメラ de あんしんプラス/プラス 2(ダブルビュ
ー)、ETC2.0車載器、ドライブレコーダー、リア席モニター、HDMI接続ジャック&接続コード、USB接続ジ
ャック&接続コード、AUX接続コード、ハイグレードスピーカーシステム 
 
■8インチ ベーシック インターナビ VXM-205VFEi 154,000円(140,000 円) 
・見やすい 8インチ大画面モニターと大型ハードキーを採用 
・操作のしやすさを追求したベーシックモデル  
[ナビ機能] 
フラッシュメモリー8GB+SD カード 8GB(地図用)、8 インチ W-VGA、抵抗膜式タッチパネル、インター
ナビリンクアップフリー、トップメニューカスタマイズ、NaviCon友達マップ対応(スマホアプリ)、Turn by 
Turn表示対応、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサー表示、記念距離メモリー  
[AV機能] 
TV地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVDビデオ、DVD-VRモード(CPRM)、CD(CD-R/RW)、USB(音楽/動画)、
SDカード<SDXC対応>(音楽/動画)、Bluetooth® (オーディオ)、iPod/iPhone対応  
[オプション] 
フロントカメラシステム、リアワイドカメラシステム、リアカメラ de あんしんプラス/プラス 2(ダブルビュ
ー)、ETC2.0車載器、ドライブレコーダー、USB接続ジャック&接続コード、AUX 接続コード、ハイグレー
ドスピーカーシステム 
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■スタンダード インターナビ  VXM-204VFi 140,800円(128,000 円) 
・ミュージックラック ®を搭載 
・地上デジタル放送、DVD再生にも対応したスタンダードモデル  
[ナビ機能] 
フラッシュメモリー16GB+ SD カード 8GB(CD 録音用)、7 インチ W-VGA、静電容量式タッチパネル、イ
ンターナビリンクアップフリー、無償地図更新 3 回※、トップメニューカスタマイズ、多言語対応、NaviCon
友達マップ対応(スマホアプリ)、Turn by Turn 表示対応、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサー表
示 
※ 無償地図更新は毎年１回３年間となります。初回は2020年秋頃を予定  
[AV機能] 
TV 地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVD ビデオ、DVD-VR モード(CPRM)、CD 録音(ミュージックラック ®)、
CD(CD-R/RW)、USB(音楽/動画 )、SD カード<SDXC 対応>(音楽 /動画)、Bluetooth® (オーディオ)、
iPod/iPhone対応  
[オプション] 
フロントカメラシステム、リアワイドカメラシステム、リアカメラ de あんしんプラス/プラス 2(ダブルビュ
ー)、ETC2.0車載器、ドライブレコーダー、USB接続ジャック&接続コード、AUX接続コード、ハイグレー
ドスピーカーシステム 
 
■エントリー インターナビ  VXM-205Ci 107,800円(98,000 円) 
・インターナビと基本的な機能を搭載したエントリーモデル  
[ナビ機能] 
フラッシュメモリー8GB+ SD カード 8GB(地図用)、7インチ W-VGA、抵抗膜式タッチパネル、インター
ナビリンクアップフリー、トップメニューカスタマイズ、多言語対応、NaviCon友達マップ対応(スマホアプ
リ)、Turn by Turn表示対応、ダイナミックガイドライン※、パーキングセンサー表示、記念距離メモリー 
※ リアカメラ de あんしんプラス 2（ダブルビュー）との同時装着が必要です  
[AV機能] 
CD(CD-R/RW)、USB(音楽/動画)、SD カード<SDXC 対応>(音楽/動画)、Bluetooth® (オーディオ)、
iPod/iPhone対応  
[オプション] 
リアワイドカメラシステム、リアカメラ de あんしんプラス/プラス 2(ダブルビュー)、ETC2.0 車載器、ドラ
イブレコーダー、USB接続ジャック&接続コード、ハイグレードスピーカーシステム 
 
【ステップ ワゴン専用】 
■10インチ プレミアム インターナビ  VXU-207SWi  275,000円(250,000 円) 
・インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわったステップ ワゴン専用デザイン 
・迫力の「10 インチ HD 液晶モニター」と「DIATONE SOUND」により高画質・高音質を追求したオスス
メモデル  
[ナビ機能] 
フラッシュメモリー16GB+SD カード 8GB(CD 録音+エンターテインメント用)、10 インチ HD 液晶+
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ダイレクトボンディング、静電容量式タッチパネル、インターナビリンクアップフリー、無償地図更新 3 回※、
トップメニューカスタマイズ、後席会話サポート、音声認識、Apple CarPlay、NaviCon友達マップ対応 
(スマホアプリ)、Turn by Turn表示対応、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサー表示、記念距離メモ
リー、マルチビューカメラシステム表示 
※ 無償地図更新は毎年１回３年間となります。初回は2020年秋頃を予定  
[AV機能] 
TV 地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVD ビデオ、DVD-VR モード(CPRM)、CD 録音(ミュージックラック ®)、
CD(CD-R/RW)、USB(音楽/動画)、SD カード<SDXC対応>(音楽/動画)、Bluetooth® (オーディオ)、HDMI 入
力、iPod/iPhone対応、車種専用音響設定(tuned by DIATONE SOUND)  
[オプション] 
フロントカメラシステム、リアワイドカメラシステム、リアカメラ de あんしんプラス/プラス 2(ダブルビュ
ー)、ETC2.0 車載器、ドライブレコーダー、リア席モニター、HDMI接続ジャック、USB接続ジャック、AUX
接続コード、ハイグレードスピーカーシステム 
 
 
【N-BOX/N-WGN専用】 
■8インチ プレミアム インターナビ VXU-207NBi 209,000円(190,000 円) 
・インテリアとの一体感と操作のしやすさを追求した専用デザイン 
・高画質な HD液晶を採用し画面も大きくて見やすいオススメモデル  
[ナビ機能] 
フラッシュメモリー16GB+SDカード 8GB(CD録音用＋エンターテインメント用)、8インチHD液晶+ダイレクト
ボンディング、静電容量式タッチパネル、インターナビリンクアップフリー、無償地図更新 3 回 ※、トップメ
ニューカスタマイズ、後席会話サポート、音声認識、Apple CarPlay、NaviCon友達マップ対応(スマホアプリ)、
Turn by Turn表示対応、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサー表示、記念距離メモリー 
※ 無償地図更新は毎年１回３年間となります。初回は2020年秋頃を予定  
[AV機能] 
TV 地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVD ビデオ、DVD-VR モード(CPRM)、CD 録音(ミュージックラック ®)、
CD(CD-R/RW)、USB(音楽/動画)、SDカード<SDXC対応>(音楽/動画)、Bluetooth® (オーディオ) 、HDMI入
力、iPod/iPhone対応、車種専用音響設定(tuned by DIATONE SOUND)  
[オプション]  
フロントカメラシステム、リアワイドカメラシステム、リアカメラ de あんしんプラス 2(ダブルビュー)、
ETC2.0 車載器、ドライブレコーダー、リア席モニター※、USB 接続ジャック、HDMI 接続コード、AUX 接
続コード、ハイグレードスピーカーシステム 
 
■ディスプレイオーディオ WX-201C      52,800円(48,000 円) 
・リアワイドカメラと BlueTooth®ハンズフリー通話/音楽再生対応オーディオ  
[対応メディア]  
TV(ワンセグ )、BlueTooth®ハンズフリー TEL/音楽再生、CD(CD-R/RW)、 iPod/iPhone 対応、
MP3/WMA/AAC(音楽)、MP4/WMV/AVI(動画)、AM/FM(ワイド FM 対応) 
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[オーディオ機能] 
ハイパワーアンプ 40W×4、音響効果 EQ(6 モード)、音響設定(BASS/TRE/FAD/BAL)、車速連動ボリュー
ム 
[オプション] 
リアワイドカメラシステム、USB 接続ジャック&接続コード、USB メモリーデバイスコード、オーディオリ
モコンスイッチ 
 
主な Gathers ナビゲーションオプション メーカー希望小売価格(  )内消費税 10%抜き本体価格 
■フロントカメラシステム  カラーCMOSカメラ（約 120万画素／3ビュー切り替え／ガイド線表示あり） 25,300円(23,000 円) 
・樹木やブロック塀などで左右の見通しが悪い場所、狭い路地や駐車場などで 
クルマの前方向の視界をサポートします 

・停車時、低速走行時に自動でカメラ映像の切り替えが可能 
・登録した地点で、自動的にカメラ映像の切り替えが可能 
適用モデル：VXM-205Ci/VXU-207NBi(N-WGNのみ)/VXU-192SSiを除く全モデル 
※車種により、ライセンスフレーム（フロント用）および取付アタッチメントが必要な場合があります 
※字光式ナンバープレートとの同時装着ができない場合があります 
※標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車には装着できません 
 
■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）22,000円(20,000 円) 
※車種により画素数が異なります 
・後退時、車種専用に設定されたガイド線で、駐車をサポート 
・シフトポジションを「Ｒ」の位置に入れると、自動的にカメラ映像に切り替わります 
適用モデル：VXU-192SSiを除く全モデル 
※車種により、別途取付アタッチメント、ガーニッシュ等が必要な場合があります 
※標準またはメーカーオプションのHondaインターナビ装備車には装着できません 
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません 
※標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車には装着できません 
 
■ドライブレコーダー(フロント用)    
DRH-204VD  ナビ・スマートフォン連動タイプ／駐車時録画機能付／カメラ別体型  32GBキット 42,900円(39,000円) 
               16GBキット39,600円(36,000円) 
 [DRH-204VD専用オプション] 
後方録画カメラ  16,500円(15,000 円) 
追加用micro SDカード 32GB 変換アダプター付 9,350円(8,500 円) 
 
■リアカメラ de あんしんプラス 2 (ダブルビュー) 22,000円(20,000 円) 
後退駐車サポート/後退出庫サポート/後方死角サポート/車線キープサポートに対応 

 
■リアカメラ de あんしんプラス  18,700円(17,000 円) 
後退出庫サポート/後方死角サポート/車線キープサポートに対応 

・車線変更するときや駐車場をバックで出るとき、車線をはみ出しそうになったときなど、リアワイドカメラの 
映像から危険を検知。走行中のさまざまな危険回避をサポート 
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・リアカメラ de あんしんプラス 2（ダブルビュー）では、後退駐車サポートにも対応 
・各サポート機能は個別にオン／オフの設定が可能 
※車種により、リアカメラ de あんしんプラス 2(ダブルビュー)とリアカメラ de あんしんプラスはいずれかの適用となります 
※別途取付アタッチメント等が必要となります 
※マルチビューカメラシステム装備車には装着できません 
 
■ハイグレードスピーカーシステム 
4 スピーカーセット（フロント 4スピーカー）  30,800円(28,000 円) 
6 スピーカーセット（フロント 4スピーカー＋リア2スピーカー）  45,100円(41,000 円) 
8 スピーカーセット（フロント 4スピーカー＋リア4スピーカー）  50,600円(46,000 円) 
・アルパイン独自の DDリニア磁気回路などを採用し、ダイナミックな低域とクリアな中高域を実現 
・本格的な音響空間をつくりだし、臨場感あふれるサウンドステージを演出します 
VXM-207VFNi/VXM-207VFEi/VXU-207SWi/VXU-207NBi と組み合わせることで「tuned by DIATONE 
SOUND」車種専用音響チューニングを設定することが可能です。 
※車種により、ツィーターアタッチメント、スペーサーアタッチメントが必要になります 
※車種により、スピーカーの数が異なります 
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