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　（株）ホンダアクセスでは、Ｈｏｎｄａ「ステップ ワゴン」の発売に合わせ、純正カーアクセサリーを５月２７日
（金）より発売する。

　ステップ ワゴン純正カーアクセサリーは、多様化するファミリーのニーズに応え、商品力を大幅に強化し
たアイテムをラインアップした。

　エクステリア用品は、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※１、ルーフスポ
イラー※１、フロントグリル、スポーツマフラー、スポーツサスペンション※２、アルミホイールを設定し、アグレッシ
ブなスタイリングを創り出す。

　インテリア用品は、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」のインテリ
アパネル（ニューメタル調・茶木目調・黒木目調の３タイプ）とウッディテイストステアリングホイール（茶木目調・
黒木目調の２タイプ）が内装色やお好みに合わせて選択できる。また、シートカバー、カーテンセット、フロア
カーペットマットは消臭機能を付加し、車内での過ごしやすさを考慮したアイテムとなっている。
　さらに、スマートな収納を可能にする大型ルーフコンソール※３、大型センターコンソールは２列目シートか
らも使用できるよう利便性を高めた。

　ユーティリティ＆セーフティ用品は、新開発のデイタイムランニングライトをはじめ、ハロゲンフォグライト、コ
ーナーセンサー、コーナーポールなど快適性・安全性を配慮したアイテムをラインアップした。

　ナビゲーションシステムは、同時に発売する「ギャザズ」の新ラインアップがすべてのオーディオレス車に
装着可能 。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ている。また、全
タイプにＨｏｎｄａ車オーナーのためのカスタマーケア・サービス「ＱＱコール※４」が設定され、ドライブ中の不
意のトラブルにも対応可能。さらに、リアカメラシステムやＥＴＣ車載器、ＤＶＤビデオ※５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。

Press Information
  2 0 0 5 年 5 月 2 6 日

１

Ｈｏｎｄａ Ｎｅｗ 「ステップ ワゴン」純正カーアクセサリーを発売

Ｈ 0 5 － 0 ６ － 1 ９

※１  ロアスカート、ルーフスポイラーは、ＧのＳパッケージ、ＬＳパッケージおよび２４Ｚには装着できません。
※２  ２００５年９月上旬発売予定
※３  大型ルーフコンソールは、メーカーオプションのトップライトルーフ、サイドカーテンエアバッグシステム、リアエンターテインメントシステム装備車には装着できません。   
　      セパレートカーテンとの同時装着はできません。
※４ ＱＱコールは、ドライブ中の不意のトラブルに２４時間３６５日迅速かつきめ細やかに対応する、高品質なカスタマーケア・サービスです。（有料）
　　  ＊入会金２,１００円（消費税抜き２,０００円）　年会費４,２００円（消費税抜き４,０００円）　      
※５ デュアルサイズナビコンポＶＸＨ-０６９ＣＶ（２００５年７月下旬発売予定）、 ＶＸＨ-０６１ＭＣＶｉ、ＶＸＨ-０６１ＭＣＶ、ＶＸＨ-０６２ＣＶ、ＶＸＤ-０６９ＭＣＶ、
　　  ＶＸＤ-０６９ＣＶ、ＶＸＤ-０６４ＣＶで再生可能。
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「ステップ ワゴン」 Ｇ（ＦＦ） フロントスタイリング  
ディーラーオプション装着車

「ステップ ワゴン」 Ｇ（ＦＦ） リアスタイリング 
ディーラーオプション装着車

「ステップ ワゴン」 Ｇ（ＦＦ）インテリア
ディーラーオプション装着車

「ステップ ワゴン」 Ｇ（ＦＦ）インテリア 大型ルーフコンソール  
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 
●ルーフスポイラー 
●スポーツマフラー （ＦＦ車用） 
●スポーツサスペンション Ｂｌａｃｋｉｅ （ＦＦ車用）
●アルミホイール（ユーロパフォーマンスＲ５） 
●アルミホイール用 ホイールロックナット 
●ハロゲンフォグライト （ロアスカート装着車用） 
●デイタイムランニングライト 
●ライセンスフレーム ゴールドリップ＆シルバー （フロント用） 
●ドアハンドルプロテクションカバー 
●リバース電動ドアミラー （助手席側用） 

●インテリアパネル 黒木目調 
●ウッディテイストステアリングホイール 黒木目調 
●セレクターノブ 本革製 
●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ（ＶＸＨ－０６９ＣＶ）＋
　リアカメラシステム  
●リア席モニター （ＶＭ－０６９Ｅ）
●ＥＴＣ車載器 ナビ連動タイプ／アンテナ分離型 
●ＶＩＣＳ光・電波ビーコンユニット 
●ハンズフリーＴＥＬコード マイク付 （ＰＤＣ方式用） 
●大型センターコンソール＋センターコンソールリッド 
●大型ルーフコンソール （標準ルーフ専用） 
●ルーフ照明



３

「ステップ ワゴン」の低重心ボディをさらにアグレッシブ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）
●ルーフスポイラー（カラードタイプ）
　※ロアスカート、ルーフスポイラーは、ＧのＳパッケージ、ＬＳパッケージおよび２４Ｚに
　　は装着できません。

ロアスカートは、ワイドなボリューム感をもたせた精悍なデザイン。
ステップ ワゴンならではの軽やかな走りをさらなる躍動感で包む。
フロントグリルは、メッシュタイプのスポーティなデザイン。フロントビ
ューにダイナミズムをプラスする。
ルーフスポイラーは、車両との一体感を追求したデザインで
ルーフエンドを伸びやかに演出する。

●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）
　（２列目６：４分割タンブルシート用、
　  ２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用）
 ２００５年９月上旬発売予定
●スポーツサスペンション Ｂｌａｃｋｉｅ（４ＷＤ車用

）
　（２列目６：４分割タンブルシート用、
　  ２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用　
 ２００５年９月上旬発売予定

スポーツマフラーは、耐久性に優れたオールステンレス製で
ステップ ワゴンの排気音を迫力の重低音域に変える。
スポーツサスペンションＢｌａｃｋｉｅは、快適な乗り心地とシャープ
なコーナーリングを両立させたベストなセッティングを実現。

●アルミホイール ＭＲ－００１（１６インチ）
●アルミホイール ユーロパフォーマンスＲ５（１６インチ）
●アルミホイール ユーロスポークＲ７（１６インチ）
●アルミホイール ユーロスポークＲ７（１５インチ）
●アルミホイール ユーロスポークＳ５（１５インチ）

アルミホイールは、ユーザーの好みに合わせて選べる
１６インチ３タイプと１５インチ２タイプをラインアップ。
洗練された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。

■価格表

■価格表

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ロアスカート　
（フロント・サイド・リア）

155,400円

ルーフスポイラー 36,750円

フロントグリル 26,250円

3点セット合計

（消費税抜き148，000円）

（消費税抜き25，000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）

スポーツサスペンション Ｂｌａｃｋｉｅ
（ＦＦ車用）
（２列目６：４分割タンブルシート用、

  ２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用）　
（スプリング+ダンパーの４本セット）

65,100円
（消費税抜き各62,000円）

スポーツサスペンション Ｂｌａｃｋｉｅ
（４ＷＤ車用） 
（２列目６：４分割タンブルシート用、

  ２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用）
（スプリング+ダンパーの４本セット）

69,300円
（消費税抜き66,000円）

73,500円
（消費税抜き各70，000円）

スポーツマフラー
（４ＷＤ車用）

77,700円
（消費税抜き74,000円）

アルミホイール ＭＲ－００１
（１６インチ）

アルミホイール ユーロパフォーマンスＲ５
（１６インチ）

27,825円／１本
（消費税抜き26,500円）

27,825円／１本
（消費税抜き26,500円）

アルミホイール ユーロスポークＲ７
（１６インチ）

アルミホイール ユーロスポークＲ７
（１５インチ）

18,900円／１本
（消費税抜き18,000円

アルミホイール ユーロスポークＳ５
（１５インチ）

18,900円／１本
（消費税抜き18,000円）

22,575円／１本
（消費税抜き21,500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。

）



４

ドライバーはもちろん「ステップ ワゴン」ならではの２列目、３列目に乗車されるご家族のことを考えた
アイテムを充実。

■インテリア用品

●インテリアパネル ７点セット
　（ニューメタル調・茶木目調・黒木目調）
●ウッディテイストステアリングホイール
　（茶木目調／本革コンビネーション・黒木目調／
　 本革コンビネーション）
　※ウッディテイストステアリングホイールに運転席用ＳＲＳエアバッグシステムは付
　　属していません。運転席用ＳＲＳエアバッグシステム部分は標準装備されて
　　いるものを装着します。

内装色やお好みに合わせて選べるインテリアパネルは、ニューメ
タル調、茶木目調、黒木目調の３タイプ。
ウッディテイストステアリングホイールは、木目調とレザーのクオリ
ティ感あふれるコンビネーションで、標準装備のＳＲＳエアバッグ
システム対応。

●シートカバー（消臭機能付）
●シートカバー エプロンタイプ（消臭機能付）
    （グレー・アイボリー）
●フロアカーペットマット スタンダード（消臭機能付）
    （ベージュ・ブラウン）
●フロアカーペットマット デラックス（消臭機能付）
    （ベージュ・ブラウン）
●フロアカーペットマット ラグ調（消臭機能付）
    （ベージュ・ブラウン）
●カーゴカーペットマット スタンダード（消臭機能付）
    （ベージュ・ブラウン）
●カーゴカーペットマット デラックス（消臭機能付）
    （ベージュ・ブラウン）

シートカバーはフルタイプと簡単に脱着可能なエプロンタイプの２
種類。
サイド＆リアウインド用のカーテンセット、１列目と２列目の間の仕
切り用セパレートカーテンは内装色によってレールの色が選択で
きる。
フロアカーペットマットは、車両のシートタイプに合わせて２タイプと
それぞれ２色を設定。フローリングフロアの為にフロアカーペット
マット（ラグ調）を設定。シートカバー、カーテン、フロアカーペットマ
ット類はすべて消臭機能付。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

インテリアパネル ７点セット
（ニューメタル調）

インテリアパネル ７点セット
（茶木目調・黒木目調）

各40,950円
（消費税抜き各39，000円）

47,250円
（消費税抜き45，000円）

ウッディテイストステアリングホイール
（茶木目調／本革コンビネーション
　・黒木目調／本革コンビネーション）

各48,300円
（消費税抜き各46，000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。

●大型ルーフコンソール（グレー・アイボリー）
●大型センターコンソール（グレー・アイボリー）
　※大型ルーフコンソールは、メーカーオプションのトップライトルーフ、サイドカーテ
　　ンエアバッグシステム、リアエンターテインメントシステム装備車には装着できま
　　せん。セパレートカーテンとの同時装着はできません。

　※大型センターコンソールはセンターコンソールリッドとの組み合わせ装着が必
　　要です。

大型ルーフコンソールは、ステップ ワゴンならではのゆとりの頭上
空間を有効利用。運転席・助手席はもちろん２列目からの利用
も可能な新設計。
大型センターコンソールは、フロントポケット、アームレスト収納、リ
ア収納の３つの収納部を装備。アームレスト収納部にはＣＤ２４
枚が収納可能。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

大型ルーフコンソール
（グレー・アイボリー）

大型センターコンソール
（グレー・アイボリー）

各32,550円
（消費税抜き各31,000円）

各35,700円
（消費税抜き各34,000円）

センターコンソールリッド
（ナチュラルアイボリー・クールブラック・
  シックグレー・ポップオレンジ）

各6,300円
（消費税抜き各6,000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

シートカバー 
２列目６：４分割タンブルシート用

43,050円
（消費税抜き41,000円）

43,050円
（消費税抜き41,000円）

シートカバー エプロンタイプ　
２列目６：４分割タンブルシート用（グレー・アイボリー）

シートカバー エプロンタイプ 
２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用

（グレー・アイボリー）

各48,300円
（消費税抜き各46,000円）

フロアカーペットマット スタンダード
２列目６：４分割タンブルシート用（ベージュ・ブラウン）

各37,800円
（消費税抜き各36,000円）

各48,300円
（消費税抜き各46,000円）

各10,500円
（消費税抜き各10,000円）

サイドリフトアップシート車用 37,800円
（消費税抜き36,000円）

サイドリフトアップシート車用（ベージュ）

カーゴカーペットマット スタンダード
（ベージュ・ブラウン）

各12,600円
（消費税抜き各12,000円）

カーゴカーペットマット デラックス
（ベージュ・ブラウン）

32,550円
（消費税抜き31,000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。

シートカバー 
２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用

フロアカーペットマット スタンダード
２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用

（ベージュ・ブラウン）

各37,800円
（消費税抜き各36,000円）

フロアカーペットマット デラックス
２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用

（ベージュ・ブラウン）

各42,000円
（消費税抜き各40,000円）

各42,000円
（消費税抜き各40,000円）

各45,150円
（消費税抜き各43,000円）

各45,150円
（消費税抜き各43,000円）

フロアカーペットマット ラグ調
２列目回転機構付６：４分割チップアップ＆スライドシート用

（ベージュ・ブラウン）

フロアカーペットマット デラックス
２列目６：４分割タンブルシート用（ベージュ・ブラウン）

フロアカーペットマット ラグ調
２列目６：４分割タンブルシート用（ベージュ・ブラウン）
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機能性、安全性に加え、デザイン性も重視したドライビングサポートアイテムをラインアップ。

■ユーティリティ＆セーフティ用品

●デイタイムランニングライト
●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）
●コーナーセンサー フロント用左右セット
●コーナーセンサー リア用左右セット
●コーナーポール（リモコン式）
●コーナーポール 専用ガーニッシュ（カラードタイプ）
　※コーナーセンサーフロント用はコーナーポール（リモコン式）との同時装着はで

　　きません。

　※コーナーポール（リモコン式）は専用ガーニッシュ（カラードタイプ）が必要です。

デイタイムランニングライトは、イグニッションに連動して自動
点灯。昼間走行時の歩行者や周囲の車両からの被視認性を向上
させる。
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。均一でムラのない幅広い配光で、よりワイドな視界
が得られる。標準装備バンパー用とロアスカート装着車用で形
状が異なる。
コーナーセンサーは、センサーと障害物の距離がフロント側で約
５０ｃｍ、リア側で約６０ｃｍになると警告音が鳴りはじめその距離
が近づくにつてれ音が変化。狭い道での左右折や駐車時など
に便利。
コーナーポールは、スイッチＯＮ時にイグニッションに連動して伸縮。
ドライバーの確認しづらい、左コーナーをサポートする。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

デイタイムランニングライト

31,500円
（消費税抜き30,000円）

19,950円
（消費税抜き19，000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 クリア左右セット
標準装備バンパー用

（本体・取付アタッチメント）

31,500円
（消費税抜き30,000円）

ハロゲンフォグライト クリア左右セット
ロアスカート装着車用

（本体・取付アタッチメント）

各33,600円
（消費税抜き各32,000円）

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
標準装備バンパー用

（本体・取付アタッチメント）

各33,600円
（消費税抜き各32,000円）

29,400円
（消費税抜き28,000円）

29,400円
（消費税抜き28,000円）

24,150円
（消費税抜き23,000円）

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
ロアスカート装着車用

（本体・取付アタッチメント）

希望小売価格

52,290円
（消費税抜き49,800円）

セット合計

●ＥＴＣ車載器
　同時発売の新型ＥＴＣ車載器は、ナビ連動タイプ、音声ガイド
　タイプ、ブザーガイドタイプの３タイプから選べる。
　３タイプともにガラス貼付アンテナを採用。
　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、ギャザズナビコンポ双方に連動する。

●フロントカメラシステム（カラーＣＣＤカメラ／２５万画素）
　メーカーオプションのHondaナビゲーションシステム専用。
　プリズムを採用し、従来の２カメラ式と同様の左右方向に加え、
　フロント下方の視野範囲を１カメラで網羅。
　見通しの悪い場所でのドライバーの前方視界をサポート。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ＥＴＣ車載器
（ナビ連動タイプ／アンテナ分離型）
（本体・取付アタッチメント）

15,750円
（消費税抜き15,000円）

23,100円
（消費税抜き22，000円）

ＥＴＣ車載器
（ブザーガイドタイプ／アンテナ分離型）

11,550円
（消費税抜き11,000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車載器を使用するには、「セットアップ」作業が必要となります。
　別途セットアップ費用が必要です。
※別途、決済用の「ＥＴＣカード」が必要となります。

ＥＴＣ車載器
（音声ガイドタイプ／アンテナ分離型）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

フロントカメラシステム
（カラーCCDカメラ／２５万画素）
（本体・取付アタッチメント）

73,500円
（消費税抜き70,000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。

●チャイルドシート ＩＳＯ ＦＩＸ 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可能。

■価格表

用　品　名

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）

※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。

コーナーセンサー フロント用左右セット

コーナーセンサー リア用左右セット

コーナーポール （リモコン式）
本体・専用ガーニッシュ（カラードタイプ）



６

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10タイプ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し、
ステップ ワゴンと同時発売する。

■『Gathers』ナビゲーションシステム＆オーディオ用品

■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　ＶＭ－０６９Ｅ
　ギャザズナビコンポ、メーカーオプションのナビゲーションシ
　ステムいずれにも接続できる８．０型ワイド液晶モニター。
　  ※デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ－０６５Ｃには装着できません。

●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）
　夜間でも見やすいカラー画像で後退時の安全をサポート。
　ギャザズナビコンポ専用。

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０６９ＣＶ　
　ＤＶＤマルチチェンジャーを搭載した高性能ＨＤＤナビコンポ。
     ２００５年７月下旬発売予定

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０６１ＭＣＶｉ
　先進のナビ機能とＡＶ機能を高次元に集約、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－０６１ＭＣＶ
　ＭＤ、ハンズフリー対応など、充実の多機能ＨＤＤナビコンポ。

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０６２ＣＶ
　さらに見やすく、さらに使いやすく、ＤＶＤビデオも楽しめる
　充実のＨＤＤナビコンポ。

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０６２Ｃ
　高速レスポンスのＨＤＤと充実のＡＶ機能を搭載、価格もう
　れしいＨＤＤナビコンポ。

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０６９ＭＣＶ
　ＡＶ機能を強化、ＤＶＤビデオはもちろんＭＤの再生も可能
　なＤＶＤナビコンポ。

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０６９ＣＶ
　ＤＶＤが気軽に楽しめるファミリーに最適なＤＶＤナビコンポ。

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０６４ＣＶ
　ツインＤＶＤメカ搭載でＤＶＤビデオの再生可能な、お
しゃ　れなＤＶＤナビコンポ。

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０６４Ｃ
　シンプルなデザインで簡単操作、ナビとＣＤを同時に使用
　できるＤＶＤナビコンポ。

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０６５Ｃ
　基本性能を集約したエントリーＤＶＤナビコンポ。

７．０型ワイドモニター※1、タッチオペレーション採用。
全タイプがカスタマ－ケア・サービス「ＱＱコール」に対
応（有料）。

〈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。

※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ＨＤＤナビコンポ   ＶＸＨ-０６１ＭＣＶ

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ   ＶＸＨ-０６２ＣＶ

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ   ＶＸＨ-０６２Ｃ

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ   ＶＸＤ-０６９ＣＶ

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ  ＶＸＤ-０６９ＭＣＶ

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ   ＶＸＤ-０６４ＣＶ

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ   ＶＸＤ-０６４Ｃ

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ   ＶＸＤ-０６５Ｃ

希望小売価格用　品　名

273,000円

330,750円

（消費税抜き260,000円）

241,500円
（消費税抜き230,000円）

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ ＶＸＨ-０６９ＣＶ　

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０６１ＭＣＶｉ

（消費税抜き315,000円）

304,500円
（消費税抜き290,000円）

204,750円
（消費税抜き195,000円）

204,750円
（消費税抜き195,000円）

210,000円
（消費税抜き200,000円）

186,900円
（消費税抜き178,000円

（消費税抜き148,000円）
155,400円

（消費税抜き148,000円）
155,400円

※１　デュアルサイズＤＶＤナビコンポＶＸＤ-０６４ＣＶ、ＶＸＤ-０６４Ｃ、ＶＸＤ-０６５Ｃを除く。



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。

７

●デュアルサイズナビコンポ＋リアカメラセット
　ギャザズナビコンポとリアカメラシステムのセットで
　お求めやすい価格を設定。

＜オーディオ＞

●デュアルサイズＣＤ／ＭＤコンポ　ＷＸ－４６４Ｍ　
　１２色に輝くディスプレイを搭載し、ＭＤ、ＭＰ３／ＷＭＡにも
　対応した２ＤＩＮヘッド。

●デュアルサイズＣＤ／カセットコンポ　ＷＸ－４６４Ｔ
　シンプルなデザインで簡単操作を実現した２ＤＩＮヘッド。

●デュアルサイズＣＤ／ＭＤコンポ　ＷＸ－２６０Ｍ
　ＭＰ３／ＷＭＡに対応しギャザズ・ミドル２ＤＩＮヘッド。

●マルチメディアＣＤチューナー　ＣＸ－４６４
　コンパクトなボディに多彩な機能を凝縮した１ＤＩＮサイズの
　ＣＤチューナー

■価格表

※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。

希望小売価格用　品　名

341,250円デュアルサイズＨＤＤナビコンポ ＶＸＨ-０６９ＣＶ　
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０６１ＭＣＶｉ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０６１ＭＣＶ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ ＶＸＨ-０６２ＣＶ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０６２Ｃ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ  ＶＸＤ-０６９ＭＣＶ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ  ＶＸＤ-０６９ＣＶ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０６４ＣＶ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ  ＶＸＤ-０６４Ｃ
＋リアカメラシステム

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０６５Ｃ
＋リアカメラシステム

（消費税抜き325,000円）

315,000円
（消費税抜き300,000円）

283,500円
（消費税抜き270,000円）

252,000円
（消費税抜き240,000円）

215,250円
（消費税抜き205,000円）

220,500円
（消費税抜き210,000円）

215,250円
（消費税抜き205,000円）

197,400円
（消費税抜き188,000円）

165,900円
（消費税抜き158,000円）

165,900円
（消費税抜き158,000円）

■価格表

※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-２６０Ｍ

マルチメディアＣＤチューナー  ＣＸ-４６４

希望小売価格用　品　名

47,250円

57,750円
（消費税抜き55,000円）

デュアルサイズＣＤ／ＭＤコンポ ＷＸ-４６４Ｍ　

デュアルサイズＣＤ／カセットコンポ  ＷＸ-４６４Ｔ

（消費税抜き45,000円）

40,950円
（消費税抜き39,000円）

30,450円
（消費税抜き29,000円）


