
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。

1

2 0 0 4 年 9 月 2 2 日
H 0 4 - 0 9 - 0 9

Honda New「CR-V」純正カーアクセサリーを発売

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.
8-18-4, Nobidome Niiza-shi 
Saitama, 352-8589 Japan
TEL.048-477-8217/FAX.048-477-8800　

「ＣＲ-Ｖ」ディーラーオプション装着車

●スポーツグリル　　　　●スキッドプレート（フロント・リア）　　　　●サイドステップボード　　　　●ルーフスポイラー　　　
●アルミホイールMS-004／シルバー塗装（16インチ）　　　　●フォグライトカバー  メッキタイプ

（※1）Hondaキャリアシステム「タイパス」　　　　　　　　  は、Honda車専用のキャリアシステムです。

（※2）デュアルサイズDVDナビコンポVXD-055Cは6.5型ワイド。

　ホンダアクセスでは、Ｈｏｎｄａ「ＣＲ－Ｖ」のマイナーモデルチェンジに合わせ、純正カーアクセサリー
を９月２４日（金）より発売する。
�　
　Ｎｅｗ「ＣＲ－Ｖ」アクセサリーの開発コンセプトは、“スタイリッシュ＆タフネス”。
ＳＵＶ定番用品であるベーシックアイテムの充実を図るとともに、より上質で付加価値の高いアイテムを追加
した。
�
　エクステリア用品は、スポーツグリルやサイドステップボード、フォグライトカバーなどのメッキとブラックの組み
合わせがシャープで力強いスタイリングを演出する。アルミホイールも足元をさらにドレスアップさせる１６インチを

ｉＬ用に設定した。
�
　インテリア用品は、インテリアパネルに木目調とメタル調の２種類を設定、車両の内装色に合わせて選択でき
る。また、ステアリングホイールも内装色に合わせて選択できるウッディテイスト２種を用意した。
�
　ユーティリティ＆セーフティ用品は、Honda車専用キャリア・システム「タイパス」をはじめ、スタッドレスタイヤな
どのウインターアイテムや、トノカバー、ラゲッジトレイマットなどのSUV定番用品に加え、運転を補助するリモコン
ポール、コーナーセンサー、さらにＥＴＣ車載器、ハンドフリーキットなど快適なドライブを提案する用品を設定し
ている。
�
　オーディオとナビゲーションシステムでは、Ｈｏｎｄａ車専用に設計されたＨｏｎｄａ純正オーディオ・ナビゲーショ
ンシステム「ギャザズ」のラインアップがオーディオレス仕様車に装着可能。ナビゲーションシステムはユーザー
の好みに合わせた７機種を設定、７．０型ワイド画面のタッチパネル操作で視認性と操作性の両立を図っている。

（※1）

（※2）



力強い精悍な走りと都会の上質なセンスをスタイリング。まさにスタイリッシュ＆タフネスのエクステリア用品。

■エクステリア用品

メッキとブラックの組み合わせがシャープで力強いスタイリングを演出。サ
イドビューの印象を引き締め、乗降はもちろん積載作業時に便利なサイド
ステップボードはアウトドアの必須アイテム。

アルミホイールは１６インチをｉLに専用設定。
洗練されたスポーティなデザインはもちろん、強度、耐久性もＨｏｎｄａ独自
の高い基準をクリアしている。
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●フォグライトカバー  メッキタイプ　左右セット

シャープで洗練された印象を与えるメッキのフォグライトカバー。

●アルミホイール　ＭＳ－００４／シルバー塗装（１６インチ）
※ｉLに標準装備のスチールホイールを取り外し装着となります。

�

NEW

●スポーツグリル
●スキッドプレート（フロント用）　
●スキッドプレート（リア用）　
●サイドステップボード（左右セット）
●ルーフスポイラー　ＬＥＤハイマウント・ストップランプ内蔵

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

9,975円

8,925円

■価格表

用　品　名 希望小売価格

スポーツグリル

スキッドプレート（フロント用）

スキッドプレート（リア用）

サイドステップボード（左右セット）

ルーフスポイラー
ＬＥＤハイマウント・ストップランプ内蔵

38,850円
（消費税抜き37,000円）

（消費税抜き8,500円）

（消費税抜き9,500円）

52,500円
（消費税抜き50,000円）

50,400円
（消費税抜き48,000円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

フォグライトカバー  メッキタイプ　
左右セット

13,650円
（消費税抜き13,000円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

アルミホイール MS-004
シルバー塗装（16インチ）

27,825円／1本
（消費税抜き26,500円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

■インテリア用品

NEW

NEW

●インテリアパネル（木目調）
　センターパネル部２点セット
●インテリアパネル（木目調）
　ドアポケット部・アウトレット部６点セット
●インテリアパネル（木目調）
　センターテーブル部
●インテリアパネル（メタル調）
　センターテーブル部・アウトレット部３点セット
●ウッディテイストステアリングホイール（ブラック・ベージュ）
�

インテリアパネルは、センターパネル・ドアポケット・アウトレット・センターテー
ブルの各部分を木目調に加飾でき、さらにステアリングも木目調にコーディ
ネイトが可能。
また、標準装備のメタル調パネルに揃えて、アウトレット・センターテーブル
部分をコーディネイトできるメタル調のセットも用意されている。

安らぎとファッション性を追求し、スタイリッシュでタフネスな快適空間を創造。

インテリアパネル（木目調）
センターパネル部２点セット

インテリアパネル（木目調）
ドアポケット部・アウトレット部６点セット

■価格表

用　品　名 希望小売価格

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

18,900円
（消費税抜き18,000円）

12,600円
（消費税抜き12,000円）

10,500円
（消費税抜き10,000円）

インテリアパネル（木目調）
センターテーブル部

インテリアパネル（メタル調）
センターテーブル部・アウトレット部３点セット

13,650円
（消費税抜き13,000円）

ウッディテイストステアリングホイール
（ブラック・ベージュ）

各48,300円
（消費税抜き各46,000円）



ＳＵＶの定番用品から快適なドライビングをサポートするアイテムまで充実した用品を提案。

■ユーティリティ＆セーフティ用品

Ｈｏｎｄａキャリアシステム「タイパス」は、ベースキャリアに搭載する荷物に
合わせて選べるアタッチメントをプラスして使用する、Ｈｏｎｄａ車専用のキ
ャリアシステム。
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●ラゲッジトレイマット
　アウトドア用品などを汚れや水気を気にせずに、ラゲッジルームに収納
　できる縁高防水タイプのマット。

●リモコンポール
　ドライバーが確認しづらい左コーナーをサポート。
　イグニッションスイッチに連動して伸縮する。

●トノカバー
　カーゴルームの目隠し用カバー。リア席６：４分割に対応し、ヘッドレスト
　のポールに簡単装着。

●ベースキャリア
　フルセット、ホルダーセット、バーセットの組み合わせでベースキャリアに
　なります。
●サーフボードクッション　ボード１セット分
●スキー/マストホルダー　１セット積み
●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
●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
●ルーフラック（シルバー）
●ルーフボックス（ブラック  ロック付）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ベースキャリア
フルセット、ホルダーセット、バーセットの組み合わせ

サーフボードクッション
ボード１セット分

スキー/マストホルダー
１セット積み

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

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

34,650円

1,029円

4,515円

（消費税抜き33,000円）

（消費税抜き4,300円）

（消費税抜き980円）

16,275円
（消費税抜き15,500円）

ルーフラック（シルバー） 40,950円
（消費税抜き39,000円）

ルーフボックス（ブラック  ロック付） 72,450円
（消費税抜き69,000円）

21,000円
（消費税抜き20,000円）

28,350円
（消費税抜き27,000円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

トノカバー

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

15,750円
（消費税抜き15,000円）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ラゲッジトレイマット

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

19,425円
（消費税抜き18,500円）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

用　品　名 希望小売価格

リモコンポール

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

※標準装備のカーゴネット、フロアフックは使用できません。

●ETC車載器
　ETC車載器は、ブザーガイドタイプ、音声ガイドタイプ、ナビ連動タイプの
　３タイプから選べる。ナビ連動タイプは、標準またはメーカーオプションの
　Hondaナビゲーションシステム、Gathersナビコンポ双方に対応。

■価格表

ハンドフリー通信キット
PDC方式用／cdmaOne方式用

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

各21,840円
（消費税抜き20,800円）

ETC車載器
（アンテナ分離型／音声ガイドタイプ）

ETC車載器
（アンテナ分離型／ブザーガイドタイプ）

ETC車載器
（アンテナ分離型／ナビ連動タイプ）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

13,650円
（消費税抜き13,000円）

16,800円
（消費税抜き16,000円）

25,200円
（消費税抜き24,000円）

●コーナーセンサー  超音波感知システム
　（フロント用、リア用／左右セット）
　超音波センサーが障害物を感知して、警告音で障害物への接近を　  
　知らせるシステム。障害物との距離を３種類のブザー音で警告。

コーナーセンサー（超音波感知システム）
フロント用  左右セット

コーナーセンサー（超音波感知システム）
リア用  左右セット

■価格表

用　品　名 希望小売価格

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

29,400円
（消費税抜き28,000円）

29,400円
（消費税抜き28,000円）

●ハンドフリー通信キット
　スムーズな双方向同時通信を実現した高機能・コンパクト設計のキット。

※コーナーセンサー（フロント用）は、リモコンポールとの同時装着はできません。
※メーカーオプションのコーナーセンサーとの同時装着はできません。

※コーナーセンサー（フロント用）との同時装着はできません。

セット合計



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。

「ＣＲ－Ｖ」アクセサリーについての広報資料は、2004年9月22日から右記URLでご覧いただけます。 http://www.honda.co.jp/ACCESS-PR/
（このサイトは報道関係者専用とさせていただきます。）
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●リアカメラシステム
　（カラーCCDカメラ／25万画素／補助ライン表示あり）
　夜間も見やすいカラー画像で後退時の安全確認をサポートする。
　テールゲート開閉位置を示すマーカー付き。

●デュアルサイズCD／MDコンポ（WX-250M）
　MP3/WMA対応。WX-252Mと同様の機能（ミュージックラッ
　クを除く）が搭載された多機能モデル。
●デュアルサイズCD／MDコンポ（WX-555M）
　CD-R/RWとMDLP/MDグループ対応のスタンダードモデル。

●デュアルサイズCD／カセットコンポ（WX-151T）
　CD-R/RWとカセットが楽しめる2DINヘッドユニット。
●マルチコントロールMDコンポ（MX-155）
　MDLPに対応のMDコンポ。

■『Gathers』ナビゲーションシステム＆オーディオ

〈オーディオ〉

ギャザズは、Ｈｏｎｄａ車専用に開発されたオーディオ・ナビゲーションシステム。
ユーザーのニーズに合わせた多彩なオーディオ・ナビゲーションシステムがラインアップ。

●デュアルサイズナビコンポ＋リアカメラシステム
　HDD・DVDナビコンポ5機種とリアカメラシステムのセット。

●デュアルサイズHDDナビコンポ（VXH-059CV）

　ツインHDD（ナビ20GB+オーディオ20GB）搭載。高性能ナビと先進のAV機能を追求したHDDナビコンポ。

●デュアルサイズHDDナビコンポ（VXH-052CV）

　DVDビデオ再生可能でAV機能のHDDナビコンポ。
●デュアルサイズHDDナビコンポ（VXH-052C）

　高速性能と音楽性能を兼ね備えた手頃なHDDナビコンポ。

●デュアルサイズDVDナビコンポ（VXD-059CV）

　DVDビデオが楽しめるDVDナビコンポ。

●デュアルサイズDVDナビコンポ（VXD-059MC）

　DVD+CD+MDで充実のDVDナビコンポ。

●デュアルサイズDVDナビコンポ（VXD-059CE）

　ETCユニット内蔵のニューモデル。

●デュアルサイズDVDナビコンポ（VXD-055C）

　簡単操作と多彩な機能のエントリーモデル。

〈ナビゲーションシステム〉

デュアルサイズHDDナビコンポ  VXH-059CV

デュアルサイズHDDナビコンポ  VXH-052CV

デュアルサイズHDDナビコンポ  VXH-052C

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-059CV

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-059MC

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-059CE

デュアルサイズDVDナビコンポ  VXD-055C

■価格表

希望小売価格用　品　名

330,750円
（消費税抜き 315,000円）

252,000円
（消費税抜き 240,000円）

231,000円
（消費税抜き 220,000円）

206,850円
（消費税抜き 197,000円）

225,750円
（消費税抜き 215,000円）

225,750円
（消費税抜き 215,000円）

（消費税抜き 159,000円）
166,950円

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメントが必要です。

デュアルサイズCD／MDコンポ WX-252M

デュアルサイズCD／MDコンポ WX-250M

デュアルサイズCD／MDコンポ WX-555M

マルチコントロールMDコンポ MX-155

デュアルサイズCD／カセットコンポ WX-151T

■価格表

希望小売価格用　品　名

76,650円
（消費税抜き 73,000円）

57,750円
（消費税抜き 55,000円）

47,250円
（消費税抜き 45,000円）

44,100円
（消費税抜き 42,000円）

42,000円
（消費税抜き 40,000円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメントが必要です。

■価格表

希望小売価格用　品　名

リアカメラシステム 31,500円
（消費税抜き 30,000円）

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメントが必要です。

■価格表
希望小売価格用　品　名

デュアルサイズHDDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXH-052C （消費税抜き 230,000円）

241,500円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-059MC （消費税抜き 225,000円）

236,250円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-059CV （消費税抜き 207,000円）

217,350円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-059CE （消費税抜き 225,000円）

236,250円

デュアルサイズDVDナビコンポ＋リアカメラシステム
 VXD-055C （消費税抜き 169,000円）

177,450円

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
※別途取付アタッチメント、カラーガーニッシュが必要です。

●デュアルサイズCD／MDコンポ（WX-252M）
　約6枚分の音楽CDを保存できる「ミュージックラック」搭載の
　ハイスペックモデル。

（※）

（※）「ミュージックラック」はギャザズオリジナル機能名称。ハードディスクに好きな音楽などが録音でき、各種再生／編集モードで音楽ライブラリーが作れます。HDDナビ全モデルに搭載。
　　WX-252Mのミュージックラックはフラッシュメモリです。編集モードはありません。


