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　（株）ホンダアクセスでは、Ｈｏｎｄａ 「エアウェイブ」の発売に合わせ、純正カーアクセサリーを４月８日（金）
より発売する。

　エアウェイブ純正カーアクセサリーは、モデューロでは初めてロアスカート３点とフロントグリルの計４点を
パッケージ化しお求めやすい価格を設定した「エアロパッケージ」と、新開発のラゲッジスペース用品「ス
ライドレールシステム」を中心に、車両の魅力をさらに高める商品をラインアップした。

　エクステリア用品のコンセプトは「スマートスポーツ」。
Ｈｏｎｄａオリジナル・カスタマイズブランド「モデューロ」のロアスカート、フロントグリル、テールゲートスポイラー、
スポーツマフラー、アルミホイール、スポーツサスペンションが※１ノーマルスタイリングともアクティブパッケージ
のスタイリングとも異なるスマートでスタイリッシュなフォルムを創り出す。

　インテリア用品のコンセプトは「スマートユーティリティ」。
新開発のラゲッジスペース用品「スライドレールシステム」は、レール＆フックキットを基本アイテムにパーティ
ションキット、トレイキット、ボードキットをそれぞれ組み合わせて、コンパクトワゴンユーザーの使用シーンに合
わせたスマートな収納を可能にする。
また、Ｈｏｎｄａオリジナル・インテリアカスタマイズブランド「インテリアモデューロ」のメタル調インテリアパネル
やブルーＬＥＤを使用したフットライト（リア・フロントセット）が、エアウェイブインテリアをさらにスマートに演出
する。

　ナビゲーションシステムは、ナビゲーションシステム本来の機能はもちろんのこと、オーディオ機能も充実し
たＨｏｎｄａ純正ナビゲーションシステム「ギャザズ」のラインアップが全タイプに装着可能。さらに、リアカメラ
システムやＥＴＣ車載器、ＤＶＤビデオ※２やテレビをリア席で楽しめるリア席モニターも選択可能となってい
る。

2 0 0 5 年 4 月 7 日
H 0 5 - 0 4 - 1 7

Ｈｏｎｄａ 「エアウェイブ」純正カーアクセサリーを発売

「エアウェイブ」ディーラーオプション装着車
●ロアスカート（フロント・サイド・リア） 
●フロントグリル 
●テールゲートスポイラー 
●ハロゲンフォグライト
●アルミホイール ＭＥ-００１

「エアウェイブ」ディーラーオプション装着車
●レール＆フックキット＋パーティションキット 

※１　２００５年秋発売予定
※２　デュアルサイズナビコンポＶＸＨ-０５１ＭＣＶｉ、ＶＸＨ-０５１ＭＣＶ，ＶＸＨ-０５９ＣＶ、ＶＸＨ-０５２ＣＶ、ＶＸＤ-０５９ＣＶで再生可能。



２

「エアウェイブ」のスタイリングをスマートでスタイリッシュに演出するアクセサリーをラインアップ。

■エクステリア用品

●ロアスカート（フロント・サイド・リア／カラードタイプ）
●フロントグリル(カラードタイプ）
●テ―ルゲートスポイラー（カラードタイプ）

ロアスカートは、車両のもつ軽快感をさらに際立たせたスマート
でスタイリッシュなデザイン。
フロントグリルは楕円をモチーフにしたメッシュタイプのガンメタ塗
装でスマートさを演出。
テールゲートスポイラーは、標準装備のLEDハイマウントストップ
ランプを流用、ルーフエンドをシャープに演出する。

●スポーツマフラー（ＦＦ車用）
●スポーツマフラー（４ＷＤ車用）
●スポーツサスペンションＢｌａｃｋｉｅ（ＦＦ車用）　（株）ショーワ
　２００５年秋発売予定
　※スポーツサスペンションには、４ＷＤ車の設定はありません。

スポーツマフラーはオールステンレス製で車両のエンジンバラン
スに影響を与えず、低音域の音質を心地よいサウンドにチュー
ニング。
スポーツサスペンションＢｌａｃｋｉｅは運動性能向上と乗り心地を
両立させたエアウェイブにベストのセッティングを実現。

●アルミホイール ユーロスポークＳ５
●アルミホイール ユーロスポークＲ７
●アルミホイール ＭＥ－００１
●アルミホイール ＭＥ－００２

※Ｇ/Ｇスカイルーフ４ＷＤ、Ｌ/ＬスカイルーフＦＦ・４ＷＤに上記１４インチ/１５イン
チアルミホイールを装着する場合、標準装備またはメーカーオプションのアル
ミホイールを取り外し装着となります。

１４インチアルミホイール：Ｇ/ＧスカイルーフＦＦ・４ＷＤおよびＬ/Ｌス
カイルーフ４ＷＤに装着可能。

●アルミホイール プレーンスポークＤ７

１５インチアルミホイール：Ｌ/ＬスカイルーフＦＦおよびＧ/Ｇスカイル
ーフＦＦ（メーカーオプションの１５インチアルミホイール装着車）に
のみ装着可能。

■価格表

■価格表

■価格表

用　品　名 希望小売価格

用　品　名 希望小売価格

エアロパッケージ
（ロアスカートフロント・サイド・リア、フロントグリル
   ４点セット）

124,950円
パッケージ価格

（消費税抜き119,000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。

ロアスカート　
（フロント・サイド・リア） 123,900円

テールゲートスポイラー 36,750円

フロントグリル 28,350円

3点合計

（消費税抜き118,000円）

（消費税抜き27,000円）

（消費税抜き35,000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。

用　品　名 希望小売価格

用　品　名 希望小売価格

スポーツマフラー
（ＦＦ車用・４ＷＤ車用）

スポーツサスペンション Ｂｌａｃｋｉｅ
（ＦＦ車用）　（スプリング+ダンパーの４本セット）

61,950円
（消費税抜き59,000円）

各68,250円
（消費税抜き65,000円）

アルミホイール ユーロスポークＳ５
（１4インチ）

アルミホイール ユーロスポークＲ７
（１4インチ）

16，800円／１本
（消費税抜き16,000円）

16,800円／１本
（消費税抜き16,000円）

アルミホイール ＭＥ－００１
（１4インチ）

アルミホイール ＭＥ－００２
（１4インチ）

16,800円／１本
（消費税抜き16,000円）

アルミホイール プレーンスポーク Ｄ７
（１5インチ）

24,150円／１本
（消費税抜き23,000円）

16,800円／１本
（消費税抜き16,000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。

●ハロゲンフォグライト
　（クリア／マルチコートイエロー／マルチコートブルー）

ハロゲンフォグライトは、クリアとマルチコート仕様のイエロー／ブ
ルーの3種類。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ハロゲンフォグライト クリア左右セット
（本体・取付アタッチメント）

ハロゲンフォグライト　
マルチコートイエロー左右セット
マルチコートブルー左右セット

（本体・取付アタッチメント）

31,500円
（消費税抜き30,000円）

29,400円
（消費税抜き28,000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。

Ｍｏｄｕｌｏ
希望小売価格

Ｍｏｄｕｌｏ
希望小売価格

各68,250円
（消費税抜き各65，000円）

61,950円
（消費税抜き59,000円）

希望小売価格

29,400円
（消費税抜き28，000円）

31,500円
（消費税抜き30，000円）



レジェンド・モデューロ・コンセプト

　レジェンド・ コンセプトが提案するのは、“Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｓａｌｏｏｎ” 。
Ｈｏｎｄａのフラッグシップセダンにふさわしい、すべてにこだわりが詰まった本物志向のコンプリートカーを提
案する。
�
　エクステリアは、シャープなエッジを効かせながらも、ラウンディッシュなキャラクターでボディ全体をつつ
み込んだシルエット。ボディと一体化したフロントワイドフェンダーや丹念に造り込まれたボンネットグリルなど、
生命感のある曲線・曲面を多用した優雅でスポーティなスタイリングを提案。アルミホイールもスポーティさ
を強調する大径２１インチホイールを採用した。
　インテリアでは、人とクルマの接点の高価値化を提案。専用本革巻のウッディステアリングホイール、ウッ
ディセレクトノブ、本革シートの丁寧な仕上りが上質で高品位な提案となっている。
　また、一般公道走行を狙いとした低速トルク重視のパフォーマンスセッティングと音チューニングを施し
たエンジンのチューンアップ、ブレーキ関連パーツの変更など、「走り」のパフォーマンスも含めた本物志向
のコンプリートカーを作り上げた。

３

「エアウェイブ」のラゲッジスペースをスマートに使える新開発スライドレールシステムや室内をスタイリッシュ
に演出するインテリアパネルやフットライトを設定。

■インテリア用品

●レール＆フックキット（レール２本+フック４個セット）
　１４個の固定用穴付きのレール上をフックがスライド。
　使用目的に合わせて任意の位置にフックを固定することが可
　能。フックにマルチネットやロープなどを固定したり、通したりす
　ることができ、荷物の固定に便利。
　パーティションキットやトレイキット、ボードキットを組み合わせる
　ことにより、ユーザーの使用シーンに合わせたスマートなラゲッ
　ジスペースの収納・整理が可能となる。フックは、パーティショ
　ンキット、トレイキット、ボードキットにも装着可能。
●パーティションキット
　パーティションをレールにセットして、ラゲッジスペースを分割し、
　荷物を固定できる。荷物の少ない場合や他の荷物と分けた
　い荷物がある場合などに便利。
●トレイキット
　ラゲッジスペースに直接置きたくない濡れ物や汚れ物などを
　積載するのに便利。トレイはレール上をスライドするので荷物
　の積み下ろしも容易で、さらにトレイ部分は簡単に脱着でき、
　汚れたら簡単に洗うことができる。
●ボードキット
　重い荷物の積み込み積み下ろしに便利なアイテム。リアシー
　トを倒し、広いラゲッジスペースに荷物を積載するのに便利。
　 ※スライドレールシステム装着時は、標準装備のタイダウンフックを取り外し装着
　      となります。 
  ※ボードキット装着時は、パーティションキットおよびトレイキットとの同時装着は      
　      できません。
      ※カーゴトレイ、カーゴマットとの同時装着はできません。

●インテリアパネル メタル調
　（メーターパネル、アウトレットパネル左右セット）
　円形のメーター、アウトレットにメタル調のインテリアパネルでア
　クセントを加え、スマートさを演出。

●フットライト（ブルーＬＥＤ／フロント、リアセット）
　フロント、リア双方にセットされたブルーＬＥＤの光が室内をムー
　ディーに演出。

スライドレールシステムは、２本のレールと４個のフックの「レール＆
フックキット」を基本アイテムとし、使用目的に合わせてパーティシ
ョンキット、トレイキット、ボードキットなどと組み合わせて使用。
ラゲッジスペースをスマートに整理することが可能。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

レール＆フックキット
（レール２本+フック４個セット）

14,700円
（消費税抜き14，000円）

16,800円
（消費税抜き16，000円）

トレイキット
（トレイ＋フレーム１セット）

32,550円
（消費税抜き31，000円）

フックキット
（スペア用／フック２個セット）

5,250円
（消費税抜き5，000円）

17,850円
（消費税抜き17，000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。

パーティションキット

ボードキット
（木質系ハードボード）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

インテリアパネル メタル調
（メーターパネル、アウトレットパネル左右セット）

17,850円
（消費税抜き17，000円）

（消費税抜き各11，000円）

希望小売価格

11,500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。

■価格表

用　品　名

フットライト
（ブルーＬＥＤ／フロント、リアセット）

※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。

NEW

NEW

NEW

NEW

3機種から選べるETC車載器、ISO FIXのチャイルドシート等、快適安全性を向上させる用品が揃う。

■ユーティリティ＆セーフティ用品

●ＥＴＣ車載器
　ナビ連動タイプは、メーカーオプションのHondaナビゲーション
　システム、Ｇａｔｈｅｒｓナビコンポ双方に連動する。

●チャイルドシート  ＩＳＯＦＩＸ スーパーデラックス
　（テザータイプ／乳児用・幼児用兼用）
　簡単・確実な取付性と高い安全性のチャイルドシート。1台で
　乳児から幼児まで使用できる。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ＥＴＣ車載器
（アンテナ分離型／ブザーガイドタイプ）

16,800円
（消費税抜き16,000円）

13,650円
（消費税抜き13,000円）

ＥＴＣ車載器
（アンテナ分離型／ナビ連動タイプ）

25,200円
消費税抜き24,000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。

ＥＴＣ車載器
（アンテナ分離型／音声ガイドタイプ）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

チャイルドシート 
ＩＳＯＦＩＸ スーパーデラックス（テザータイプ）
ベースシート（テザータイプ専用）

52,290円
（消費税抜き49,800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。

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。

４

（※）「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。

ギャザズでは、Honda車専用に開発したHDD・DVDナビゲーションシステム計7機種とナビゲーションシステ
ムのオプションとしてリア席モニター、リアカメラシステム、また、多彩なオーディオ用品をラインアップ。

■『Gathers』ナビゲーションシステム＆オーディオ

■価格表

希望小売価格用　品　名

57,750円リア席モニター

リアカメラシステム 31,500円

●リア席モニター
　ＨＤＤナビコンポ・ＤＶＤナビコンポいずれにも接続できる
　７.０型ワイド液晶モニター。

●リアカメラシステム
　（カラーＣＣＤカメラ／２５万画素／ガイド表示あり）
　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。

●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。

〈オーディオ〉

●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-０５１ＭＣＶｉ）

　ＭＤをはじめフルデジタルソースＡＶ搭載。
　インターナビ・プレミアムクラブ対応のＨＤＤナビコンポ。

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ（ＶＸＨ-０５１ＭＣＶ）

　ＭＤやＤＶＤビデオなど先進機能搭載の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-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-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-０５９ＣＥ）

　ＥＴＣユニット内蔵のモデル。

●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〉
■価格表

（消費税抜き 55,000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。

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等が必要です

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（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）
　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。

（※）

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

希望小売価格用　品　名

330,750円

309,750円

（消費税抜き 315,000円）

252,000円
（消費税抜き 240,000円）

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０５１ＭＣＶｉ

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０５１ＭＣＶ

（消費税抜き 295,000円）

278,250円
（消費税抜き 265,000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




