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 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）」とその 
オプションを一部改訂し、11月 20日(金)に全国の Honda Carsにて発売します※1。 
 

Gathers ナビゲーションシステムは、ご好評いただいている大画面モデルを中心に 9 インチ、8 インチ（2 タイプ）、7
インチ（2 タイプ）と画面サイズと機能の異なる 5 タイプのラインアップを用意し、車種※2およびお客様のカーライフに合
わせて最適なナビをお選びいただけます。プレミアムモデルと一部の車種専用モデルの新たな機能として、ナビ画面上で、
通りたい道路まで指を動かすことでルートを簡単に変更、再検索ができる「かんたんルートアレンジ」機能を追加しました
※３。また、N-BOX／N-WGN、ステップ ワゴン、フィット用の車種専用ナビゲーションも機能やオプションの追加を行って
います。 

Gathers ナビゲーションシステムは全てのモデルがインターナビ リンクアップフリー対応で、独自の渋滞情報やルート上
の気象情報を活かしたインターナビルートのサービスが利用可能です。 
 

Gathers ナビゲーションシステムには、より快適・便利に使っていただくためのオプションを多数ご用意していますが、今
回「ハイグレードスピーカー」と、リアカメラを活用した運転支援システム「リアカメラ de あんしんプラス３」をリニューアルしま
した。 
ハイグレードスピーカーは、JVC ケンウッドと共同開発を行い、よりクリアで臨場感、開放感を感じさせるサウンドを実現

しました。さらにHonda車の車種ごとに専用チューニングしたナビ※４と組み合わせることで、Honda車に最適の音場環
境で音楽を楽しむことができます。 
リアカメラ de あんしんプラスは、リアカメラから取得する画像を利用した運転支援システムで、2015 年の発売以来、

機能を進化させてきました。今回追加となるリアカメラ de あんしんプラス３では、駐車時に便利な「後退駐車サポート」
「後退出庫サポート」、高速走行時に死角になりやすい後側方の車両を検知する「後方死角サポート」に加え、新たに
「後方車両お知らせ」機能を追加。接近してくる後続車との車間距離が継続して近い時、音とナビ画面のインジケータ
ーで注意を喚起します。運転中の『ヒヤリ』を減らしたいお客様におすすめの機能です。 
 
※1 8 インチ ベーシック インターナビ VXM-215VFEi は 2021年 2月上旬発売予定 
※2 各ナビモデルの適用は車種により異なります 
※3 かんたんルートアレンジ機能適用モデル VXM-217VFNi／VXM-217VFEi／VXU-217SWi／VXU-217NBi／VXU-217DYi 
※4 車種専用チューニングは「tuned by DIATONE SOUND」機能搭載のモデル VXM-217VFNi／VXM-217VFEi／VXU-217DYi／ 

VXU-217SWi／VXU-217NBi および「音の匠」機能搭載のモデル VXU-215FTiで利用可能 

2020年11月12日 

「商品情報サイト」   https://www.honda.co.jp/navi/ 
「ホンダアクセスプレスインフォメーションサイト」 https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/ 

9インチ プレミアム インターナビ 
VXM-217-VFNi 

リアカメラ deあんしんプラス 
「後方車両お知らせ」機能 

お客様からの商品についてのお問合せ先：「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 0120-663521」 
受付時間：９～12時、13～16時*（土日･祝日･弊社指定定休日は除く） 

*「新型コロナウイルス感染症」による影響を考慮し、お問合せ時間が変更になっております 

Honda純正ナビゲーションシステム「Gathers（ギャザズ）」を発売 

ハイグレードスピーカー 
（6スピーカーセット） 
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取付には別途アタッチメントが必要です。価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で参考価格です。 

【Gathers ナビゲーション ラインアップ】         メーカー希望小売価格（ ）内消費税抜き本体価格 
 
■9 インチ プレミアム インターナビ VXM-217VFNi    \231,000（\210,000） 
高画質で見やすく、操作しやすい大型の９インチ HD液晶モニターを採用。 「tuned by DIATONE SOUND」によ
り高音質を追求したハイエンドモデル。 
主要機能︓9 インチ HD 液晶モニター、ダイレクトボンディングパネル、Honda 車専用チューニング（tuned by 

DIATONE SOUND）、ミュージックラック（約 4 倍速／最大 CD99 枚または 999 曲録音可能）、 
マルチビュー  カメラシステム表示、かんたんルートアレンジ、Apple CarPlay対応、高速道路逆走防止
機能など 

オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、
ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、フロントカメラシステム、リア席モニター対応 

適用車種︓フリード、ステップ ワゴン 
 
■8 インチ プレミアム インターナビ VXM-217VFEi    \209,000（\190,000） 
高画質で見やすく、操作しやすい大型の 8 インチ HD液晶モニターを採用。 「tuned by DIATONE SOUND」によ
り高音質を追求したハイエンドモデル。 
主要機能︓8 インチ HD 液晶モニター、ダイレクトボンディングパネル、Honda 車専用チューニング（tuned by 

DIATONE SOUND）、ミュージックラック（約 4 倍速／最大 CD99 枚または 999 曲録音可能）   
かんたんルートアレンジ、Apple CarPlay対応、高速道路逆走防止機能など 

オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、
ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、フロントカメラシステム対応 

適用車種︓ヴェゼル、シャトル、N-VAN 
 
■8 インチ ベーシック インターナビ VXM-215VFEi    \154,000（\140,000） 
（2021年 2月上旬発売予定） 
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。 
主要機能︓8 インチ W-VGA モニター、操作しやすい大型ハードキー、直観的に操作しやすい画面デザイン、高速  

道路逆走防止機能など 
オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、フロントカメラシステム対応 
適用車種︓ヴェゼル、シャトル、フィット、N-VAN 
※フィット Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着スペシャルパッケージ装備車向けは\143,000（税抜￥130,000）となります 

※地図データ更新は有償です 

 
■スタンダード インターナビ VXM-214VFi     \140,800（\128,000） 
CD録音機能を搭載し、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。 
主要機能︓7インチW-VGAモニター、ミュージックラック（約4倍速／約2,000曲、最大CD999枚録音可能）、

多言語対応、高速道路逆走防止機能など 
オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、フロントカメラシステム対応 
適用車種︓ステップ ワゴン、フリード、ヴェゼル、シビック・シビックタイプ R、シャトル、N-BOX、N-WGN、N-VAN、 

アクティ・トラック 
 
■エントリー インターナビ VXM-215Ci     \107,800（\98,000） 
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。 
主要機能︓7 インチW-VGA モニター、高速道路逆走防止機能 
オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）対応 
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取付には別途アタッチメントが必要です。価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で参考価格です。 

適用車種︓ステップ ワゴン、フリード、ヴェゼル、シビック・シビックタイプ R、シャトル、フィット、N-BOX、N-WGN、 
N-VAN、アクティ・トラック 

※フィット Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着スペシャルパッケージ装備車向けは\96,800（税抜￥88,000）となります 

※地図データ更新は有償です 

 
 
【車種専用モデル】 
 
■オデッセイ専用 10 インチ プレミアム インターナビ VXU-217DYi   \275,000（\250,000） 
オデッセイのインテリアとの調和と操作のしやすさにこだわった専用デザイン。迫力の「10 インチ HD 液晶モニター」と
Honda車専用音響チューニングにより高画質・高音質を追求したモデル。 
主要機能︓10 インチ HD 液晶モニター、ダイレクトボンディングパネル、Honda 車専用チューニング（tuned by 

DIATONE SOUND）、ミュージックラック（約 4 倍速／最大 CD99 枚または 999 曲録音可能）、 
マルチビューカメラシステム表示、Apple CarPlay対応、高速道路逆走防止機能など 

オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、ETC2.0 車載器（ナビ連動    
タイプ）、リア席モニター対応 

 
■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-217SWi  \275,000（￥250,000） 
ステップ ワゴンのインテリアと一体となった専用デザイン。10 インチ HD 液晶モニター、Honda 車専用音響チューニング
に加え、シフト操作にも配慮した専用モデル。 
主要機能︓10 インチ HD 液晶モニター、ダイレクトボンディングパネル、Honda 車専用チューニング（tuned by 

DIATONE SOUND）、ミュージックラック（約 4 倍速／最大 CD99 枚または 999 曲録音可能）、 
マルチビューカメラシステム表示、かんたんルートアレンジ、Apple CarPlay 対応、高速道路逆走防止  
機能など 

オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、
ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、フロントカメラシステム、リア席モニター対応 

 
■フィット専用 9 インチ プレミアム インターナビ（Honda CONNECT対応）VXU-215FTi \198,000（\180,000） 
フィットのインテリアとも調和し、先進の Honda CONNECTに対応した高機能な専用モデル。 
主要機能︓9 インチ HD 液晶モニター、ダイレクトボンディングパネル、Honda 車専用チューニング「音の匠」、      

ミュージックラック（約 4倍速／最大 10,000曲録音可能）、高速道路逆走防止機能など 
オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、

ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、フロントカメラシステム対応 
※メーカーオプションの Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ以外のオーディオレス車用にフィット専用９インチプレミアム   

インターナビ \209,000（\190,000） もございます 

 
■N-BOX／N-WGN専用 8 インチ プレミアム インターナビ VXU-217NBi  \209,000（\190,000） 
インテリアとの一体感と操作性を重視した専用デザイン、画面も大きくて見やすい専用モデル。 
主要機能︓8 インチ HD 液晶モニター、ダイレクトボンディングパネル、Honda 車専用チューニング（tuned by 

DIATONE SOUND）、ミュージックラック（約 4 倍速／最大 CD99 枚または 999 曲録音可能）、 
かんたんルートアレンジ、Apple CarPlay対応※5、高速道路逆走防止機能など 

オプション︓ハイグレードスピーカーシステム、リアカメラ de あんしんプラス３、ドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）、
ETC2.0車載器（ナビ連動タイプ）、フロントカメラシステム※6、リア席モニター※6対応 
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取付には別途アタッチメントが必要です。価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で参考価格です。 

【おすすめナビオプション】 
 
■ハイグレードスピーカーシステム      4 スピーカーセット \30,800（\28,000） 

6 スピーカーセット \45,100（\41,000) 
音源を忠実に再現するフロント／リア用スピーカーとツィーターのセットを採用、独自の低歪化技術で、音の輪郭をクリア
に再現するスピーカーシステム。ナビに搭載される機能、車種専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」
「音の匠」と組み合わせることで、より奥行き感のある音質を実現します。 
適用車種︓4スピーカーシステム︓インサイト、シビック・シビックタイプ R、N-BOX、N-VAN 

6 スピーカーシステム︓オデッセイ、ステップ ワゴン、フリード、ヴェゼル、シャトル、フィット、N-WGN 
 
■リアカメラ deあんしんプラス 3※7      \22,000（￥20,000） 
リアワイドカメラからの映像を使い、高速走行時に車線変更するときや、駐車時にバックで出るときなどのさまざまな危険
回避をサポートするナビオプション。今回新たに後方車両お知らせ機能が追加になりました。各サポート機能は個別に 
オン・オフの設定が可能です。 
後方車両お知らせ（新機能）︓ 後ろから接近する車両が検知範囲に一定時間留まる時にお知らせします。 
後方死角サポート︓高速走行時に車線変更をする際、死角になりやすい後側方に車両がいるときに警告します。 
後退駐車サポート（機能変更）︓バックでの駐車時にコの字型のガイドが表示され、きれいに停められるように  

サポートします。 
後退出庫サポート︓駐車スペースからバックで出庫するときに、接近する車両や人を検知して警告します。 

適用車種︓ステップ ワゴン、フリード、ヴェゼル、シビック・シビックタイプ R、シャトル、フィット※7、N-BOX、N-WGN、 
N-VAN 
 
※5 USB接続ジャックが必要になる場合があります 
※6 N-BOX にのみ装着可能 
※7 メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着可能 
※8 メーカーオプションの Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着可能 
  

ホンダアクセスから発信しています 
ウェブサイト https://www.honda.co.jp/ACCESS/ 
Twitter https://twitter.com/Honda_Access （@Honda_Access） 
Facebook  https://www.facebook.com/honda.hondaaccess 
YouTube https://www.youtube.com/user/hondaaccessjp/ 
カスタムで暮らしをカエるウェブマガジン「カエライフ」https://kaelife.hondaaccess.jp/ 


