
 

 

 

 
 

２００３年 5月２０日 

 
< 報道関係各位 > 

Honda『Gathers』新ラインアップを発表 
 
（株）ホンダアクセスは、『Gathers』（ギャザズ）シリーズの新ラインアップとして、Honda 車専用に開発した
HDD・DVD・CDナビゲーションシステム計６機種及びリアモニターと、オーディオ新商品 3機種を含む計 11
機種を発表する。 

 

 『Gathers』ナビコンポは、「速い」「楽しい」「簡単」「綺麗な」安心ナビゲーション。 
全モデル、タッチパネル操作が可能で、ナビゲーション＆オーディオ一体型。Honda 全車種（2DIN 対応車
種）へ適応するラインアップとなった。 

 
■ナビゲーションシステム 

 
<<<<デュアルサイズHDDナビコンポ>>>> 

 

最新鋭の大容量ツイン HDDナビコンポ。（VXH-049C） 

●ツイン HDD搭載 

●VGAディスプレイによる高精細表示 

●最大 3,000曲を収録のミュージックジューク 

< 主な機能 >HDD20GB×2・DVD ビデオ再生・CD（CD-R/RW対応）・MP3対応・ 

6.5 型ワイド VGA モニター・音楽リッピング機能（ミュージック  

ジューク、最大 3,000曲）・イコノス衛星画像・FM-VICS・AM/FM・ 

TV・DSP/EQ/POS・アンプ出力 50W×4・リア席モニター出力 

メーカー希望小売価格 318,000円 

 

 
 

超速 HDD搭載のハイスペックモデル。（VXH-042C） 

●HDDナビゲーション 

●楽々タッチパネルインターフェイス 

●充実の AV機能 

< 主な機能 >HDD16GB・DVD ビデオ再生・CD（CD-R/RW対応）・MP3 対応・ 

6 .5 型ワイドモニター・音楽 リッピング機能 （ミュージック  

キャッチャー、約 500曲）・FM-VICS（専用チューナー）・AM/FM・TV・ 

DSP/EQ・アンプ出力 40W×4・リア席モニター出力 

メーカー希望小売価格 278,000円 

 

 

※価格には取付アタッチメント費・取付費及び消費税は含まれておりません。 
 
（※１） ギャザズは、Honda と、主要オーディオメーカー各社が厳しい Hondaの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。 

ギャザズは、3年間 6万 km保証です。 
（※２） インサイト除く。 CDナビコンポ除く。 
（※３） 音楽 CDのデータを読み出し、ハードディスクに取り込むこと。 
 
 

－１－ 
スピードはひかえめに、シートベルトをしめて安全運転。お子様にはチャイルドシートを。

株式会社ホンダアクセス 商品企画部 広報販促課 
〒352-8589 埼玉県新座市野火止 8－18－4 
TEL. 048－477－8217（直通） 
FAX. 048－477－8800 
URL.http://www.honda.co.jp/ACCESS/ 

Honda Access Corp. 
8－13－4, Nobidome Niiza-shi 
Saitama,352―8589 Japan 
TEL.048―477－8217/FAX.048－477－8800 
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<<<<デュアルサイズDVDナビコンポ>>>> 
 
ナビゲーションと AVが融合した高精細 DVDモデル。（VXD-049MC） 

●VGAディスプレイによる高精細表示 

●3 メカ搭載 

●DVDビデオ再生 

< 主な機能 >DVDナビ（DVD ビデオ再生）・CD（CD-R/RW対応）・MD（MDLP対応）・ 

MP3対応・6.5型ワイド VGAモニター・FM-VICS（専用チューナー）・AM/FM・ 

TV・DSP/EQ/POS・アンプ出力 50W×4・リア席モニター出力 

メーカー希望小売価格 258,000円 
 
DVD＋CD＋MDで充実の DVDナビコンポ。（VXD-045MC） 

●3 メカ搭載 

●やさしいインターフェイス 

●S・S・C搭載 

< 主な機能 >DVD ナビ・CD（CD-R/RW 対応）・MD（MDLP 対応）・6.5 型ワイドモニター・ 

FM-VICS・AM/FM・TV・SSC・アンプ出力 40W×4 

メーカー希望小売価格 218,000円 

 
 
DVD＋CDのハイコストパフォーマンスモデル。（VXD-049C） 

●2 メカ搭載 

●充実機能の DVDナビ搭載 

< 主な機能 >DVD ナビ・CD（CD-R/RW 対応）・6.5 型ワイドモニター・ 

FM-VICS（専用チューナー）・AM/FM・TV・アンプ出力 40W×4 

メーカー希望小売価格 178,000円 

 

 
 
<<<<デュアルサイズCDナビコンポ>>>>  

POPで楽しいカジュアルタッチナビコンポ。（WX-034C） 

●タッチパネルコントロール 

●AV機能の拡張性 

< 主な機能 >CD ナビ・CD（CD-R/RW 対応）・5.8 型ワイドモニター・AM/FM・ 

TV（オプション）・アンプ出力 35W×4 

メーカー希望小売価格 115,000円 

 

 
■リア席モニター 

 
DVD再生機能付ナビと連動して、運転席ヘッドレストに装着できる 
７インチ ワイドリアモニター。（VM-044Ｓ） 
 

< 適応機種 > 
VXH-049C・VXH-042C・VXD-049MC 
 

< 適応車種 > 
オデッセイ・ステップワゴン・ストリーム 
メーカー希望小売価格 75,000円 

 

 

 

リア席モニター装着イメージ 
※画面はハメコミ画像です。 

 

※価格には取付アタッチメント費・取付費及び消費税は含まれておりません。 
 
（※４） Ｓ・Ｃ・Ｃ（Spectacular Sound Creater）は、従来の強調回路とは異なり、原音の波形を忠実に強調する波形強調回路です。  

－２－ 

（※４） 
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■オーディオ 
 

<<<<デュアルサイズCD／MDコンポ>>>>    
 

誰にでも使いやすいシンプルなハイスペックモデル。（ＷＸ-545M） 

●操作性に優れた大型ボタンを中央に配置 

●MDLP、MDグループ機能に対応 

●大型文字で見やすいディスプレイ 

< 主な機能 > MD（MDLP対応/MD Group）・CD（CD-R/RW対応）・AM/FM・GA-NET未対応・ 

７バンドスペアナ内蔵 
 

メーカー希望小売価格 49,000円 

 

■その他ラインアップ    

用 品 名 希望小売価格  用 品 名 希望小売価格 

デュアルサイズ CD／MD コンポ WX-232M C/O 62,000円  デュアルサイズ CD／カセットコンポ WX-131T 42,000円 

デュアルサイズ CD／MD コンポ WX-230M C/O 56,000円   

 

 

<<<<ヘッドユニット>>>>    
 

CDをスマートに楽しむシンプルなフェイスカラーの CDコンポ。（CX-444） 

●オートラウドネス機能搭載 

●CD-R、CD-RWの再生が可能 

< 主な機能 > CD（CD-R/RW対応）・AM/FM 
 

メーカー希望小売価格 29,000円 

 

■その他ラインアップ    

用 品 名 希望小売価格  用 品 名 希望小売価格 

マルチコントロール CD／MD コンポ CX-535M 75,000円  マルチコントロールカセットコンポ AX-299 25,000円 

マルチコントロール MD コンポ MX-110J 45,000円   

 

 

<<<<プレーヤー>>>>    
 

MD機能満載の高音質 MDプレーヤー。（ＭＳ-242） 

●MDLP（LP2、LP4）に対応 

●リピート、ランダム機能搭載 

●MDグループ機能に対応 
< 主な機能 > MD（MDLP対応/MD Group） 
 

メーカー希望小売価格 43,000円 

 

■その他ラインアップ    

用 品 名 希望小売価格  用 品 名 希望小売価格 

ストレート CDプレーヤー CS-131 25,000円  ストレートカセットプレーヤー TS-535 17,000円 

 

 

 

※価格には取付アタッチメント費・取付費及び消費税は含まれておりません。 
 
（※５） ボリュームを大きくすると低音域、高音域の音量を自動的に大きくし、小さな音でも音の厚みを損なわないようバランスをとります。 

 

 

 

 

 

お客様からのお問い合わせは、「株式会社ホンダアクセスお客様相談室 0120-663521」へお願い致します。 

 
－３－ 

デュアルサイズ CD／MD コンポ（WX-545M） 

マルチコントロール CD コンポ（CX-444） 

MDプレーヤー（MS-242） 

（※５） 


