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Press Information

Ｈ 0 5 − 0５ −１８

※1

Ｈｏｎｄａ
「Ｇａ
ｔｈｅｒ
ｓ 」ナビコンポ・オーディオ新ラインアップを発売
（株）
ホンダアクセスは、
「Ｇａ
ｔ
ｈｅｒｓ（
」ギャザズ）
の新ラインアップとして、
Ｈｏｎｄａ車専用に開発した
ＨＤＤ・ＤＶＤナビコンポ９モデル１０タイプおよびリア席モニターと、
オーディオ新商品６モデルおよびスピー
※２
カー２タイプを５月２７日
（金） 発売する。
また、
新ＥＴＣ車載器３タイプも同時発売する。
「Ｇａ
ｔ
ｈｅ
ｒｓ」
のナビゲーションシステムは、
ナビゲーションシステムとオーディオの一体機
（ナビコンポ）
。
Ｈｏｎｄａ車の２ＤＩＮにきれいに収まるビルドイン型で、
全タイプ タッチパネルオペレーションによる
「簡単操
作」
を実現している。
さらに全タイプに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
※３
に対応する、
高品質なカスタマーケア・サービス
「ＱＱコール （
」有料）
が設定され、
Ｈｏｎｄａ車ユーザー
のカーライフをアシストする。
また、
「デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ ＶＸＨ−０６１ＭＣＶｉ」
は、インターナ
※４
ビ・プレミアムクラブ
に対応し、
インターナビＶＩＣＳ、
車線別情報、
インターナビ・ウェザーなど、
インターナ
ビ・プレミアムクラブのさまざまなドライブサポート情報を得ることができる。
ナビコンポのオプションとして、
リア席でＤＶＤビデオやテレビを楽しむことのできるリア席モニター
（８．
０型
ワイド液晶モニター）
、
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
がＶＸＤ−０６５Ｃを除く全タイプに設定され、
ナビコンポを中心とした快適なドライビングサポートを実現す
る。
また、
ナビコンポのオプションであるリアカメラシステムを、
全ナビコンポにリアカメラセットとして設定し、
お求めやすい価格で発売する。
また、
ギャザズ新シリーズとして女性や初心者を対象に、
Ｓｍａ
ｒ
ｔ＆Ｅａｓ
ｙ
（より使いやすく、
よりスタイリッ
シュに）
をコンセプトに開発した Ｎｅｏｓ
ｉ
ｃＳｔｙ
ｌ
ｅ（ネオシックスタイル）
シリーズをナビコンポ、
オーディオと
もに発売する。

■ナビゲーションシステム
〈デュアルサイズHDDナビコンポ〉
〈デュアルサイズＨＤＤナビコンポＶＸＨ−０６９ＣＶ〉２００５年７月下旬発売予定
ＤＶＤマルチチェンジャーを搭載した高性能ＨＤＤナビコンポ
〈ナビゲーション機能〉ＨＤＤナビ
（３０ＧＢ）
・７．
０型ワイドモニター
（ＶＧＡ）
・タッチパネル・
ＦＭ−ＶＩＣＳ・サテライトショット

ＶＸＨ−０６９ＣＶ

〈ＡＶ機能〉

ＤＶＤビデオ
（ＤＶＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ＤＶＤ
マルチチェンジャー※５
・メモリースティック
（ＡＴＲＡＣ３）
・
ミュージックラック
※６
（４倍速録音・録音曲数約２，
０００曲）
・ＦＭｄｅＴＩＴＬＥ※７・ＴＶ・ＡＭ
/ＦＭ・ラウドネス・サークルサラウンドⅡ・ＤＳＰ・ＥＱ・５０Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力

メーカー希望小売価格 ３３０，
７５０円（消費税抜き ３１５，
０００円）
※１ ギャザズは、
ホンダアクセスと主要オーディオメーカー各社が、
厳しい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 ギャザズデュアルサイズＨＤＤナビコンポ ＶＸＨ−０６９ＣＶは２００５年７月下旬発売予定
※３ 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）
※４ インターナビ・プレミアムクラブは、
より安全で快適なカーライフを実現するＨｏｎｄａ車オーナーのための新しいドライブ情報サービス・ネットワークです。
＊入会金、
年会費等は無料です。
（ご利用にあたってはＨｏｎｄａ販売会社での会員登録と携帯電話の接続が必要です。
電話料金等はお客様のご負担となります）
※５ ＤＶＤマルチチェンジャーは、
ＤＶＤビデオ、
ＣＤ、
ＣＤ−Ｒ･ＲＷ，
ＭＰ３、
ＷＭＡなど異なるメディアを４枚まで格納できるチャンジャー。但し、
連続再生は音楽ＣＤのみ可能 。
※６ 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。
※７ ＦＭｄｅＴＩＴＬＥは、
ＦＭ多重放送を利用したＣＤＤＢ配信サービス。
全国ＪＦＮ系列のＦＭ多重放送で送られてくるＣＤタイトルを自動受信し、
ナビコンポ内蔵
ＣＤＤＢにプラスすることが可能。
＊価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格
（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。

１
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〈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ＨＤＤナビコンポ
〈ナビゲーション機能〉 ＨＤＤナビ
（３０ＧＢ）
・７．
０型ワイドモニター
（ＱＶＧＡ）
・タッチパネル・
ＦＭ−ＶＩＣＳ

ＶＸＨ−０６１ＭＣＶｉ

〈ＡＶ機能〉

ＤＶＤビデオ
（ＤＶＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ＭＤ
（Ｍ
ＤＬＰ）
・メモリースティック
（ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ミュージックラック
（４倍速録音・
録音曲数約２，
５００曲）
ＴＶ
・ＡＭ/ＦＭ・
ＥＱ・ＭＸ※８
・ＣＳＤ※９
・ＴＣＲ※１０・
４５Ｗ×４

〈付加機能〉

インターナビ・プレミアムクラブ対応
リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力・ハンズフリーＴＥＬ対応
（標
準/ＰＤＣ、
ｃｄｍａＯｎｅ、
ＦＯＭＡいずれかのハンズフリーＴＥＬコードを同梱）

メーカー希望小売価格 ３０４，
５００円（消費税抜き ２９０，
０００円）

〈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
〈ナビゲーション機能〉 ＨＤＤナビ
（３０ＧＢ）
・７．
０型ワイドモニター
（ＱＶＧＡ）
・タッチパネル・ＦＭ−
ＶＩＣＳ
〈ＡＶ機能〉

ＤＶＤビデオ
（ＤＶＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ＭＤ
（Ｍ
ＤＬＰ）
・メモリースティック
（ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ミュージックラック
（４倍速録音・
録音曲数約２，
５００曲）
ＴＶ
・
ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・ＭＸ
・ＣＳＤ・ＴＣＲ・４５Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力・ハンズフリーＴＥＬ対応
（オ
プション/別途ハンズフリーＴＥＬコードが必要）

ＶＸＨ−０６１ＭＣＶ

メーカー希望小売価格 ２７３，
０００円（消費税抜き ２６０，
０００円）

〈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
〈ナビゲーション機能〉 ＨＤＤナビ
（３０ＧＢ）
・７．
０型ワイドモニター
（ＱＶＧＡ）
・タッチパネル・ＦＭ
−ＶＩＣＳ・スクエアビュー※１１

ＶＸＨ−０６２ＣＶ

〈ＡＶ機能〉

ＤＶＤビデオ
（ＤＶＤ±Ｒ/ＲＷ）
・ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３）
・メモリースティッ
ク
（ＭＰ３）
ミュージックラック
（録音曲数約４，
０００曲）
・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ラウドネ
ス・ＤＳＰ・
ＥＱ・
４０Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力

メーカー希望小売価格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−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
〈ナビゲーション機能〉 ＨＤＤナビ
（３０ＧＢ）
・７．
０型ワイドモニター
（ＱＶＧＡ）
・タッチパネル・ＦＭ−
ＶＩＣＳ・スクエアビュー

ＶＸＨ−０６２Ｃ

〈ＡＶ機能〉

ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ミュージックラック
（録音曲数約４，
０００曲）
ＴＶ
・
ＡＭ/Ｆ
Ｍ・ラウドネス・ＤＳＰ
・
ＥＱ
・
４０Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力・メモリースティック

メーカー希望小売価格２０４，
７５０円（消費税抜き １９５，
０００円）

※８ ＭＸ
（メディアエキスパンダー）
は、
ＣＤ、
ＤＶＤビデオ、
ＭＰ３/ＨＤＤ、
ＦＭなどのメディア別に、
その特性にあったデジタル補正を行い、
バランスの取れた音を再生
する機能です。
※９ ＣＳＤは、
セダンやミニバンなど車のタイプによって異なる車内の音響特性を
「車の形状/スピーカーサイズ/シート/ツィーターの有無」
を選ぶことで車ごとに理想
的な音場空間を作り出す機能です。
※１
０ ＴＣＲ
（タイムコレクション）
は、
音が各スピーカーから耳に届くまでの時間を調整し、
４つのスピーカーが等距離にあるように補正することにより、
最適な音像前
方定位を実現します。
※１
１ スクエアビューは高精度なレーザー測量データを使用して作成された３次元都市データを使用した地図表現です。
ドライバーの目線で見える風景をリアルに
画面上に映し出し、
複雑な都市の走行をサポートします。
＊価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格
（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。

２

■ナビゲーションシステム
〈デュアルサイズＤＶＤ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
〈ナビゲーション機能〉ＤＶＤナビ・７．
０型ワイドモニター
（ＥＧＡ）
・タッチパネル・ＦＭ−ＶＩＣＳ

ＶＸＤ−０６９ＭＣＶ

〈ＡＶ機能〉

ＤＶＤビデオ
（ＤＶＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３
・ＷＭＡ）
・ＭＤ
（Ｍ
ＤＬＰ）
・ＴＶ
・
ＡＭ/ＦＭラウドネス・サークルサラウンドⅡ・ＤＳＰ・ＥＱ・
５０Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力

メーカー希望小売価格２１０，
０００円（消費税抜き ２００，
０００円）

〈デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ−０６９ＣＶ〉
ツインＤＶＤメカ搭載でナビゲーション中でも
ＤＶＤビデオが楽しめるＤＶＤナビコンポ
〈ナビゲーション機能〉ＤＶＤナビ・７．
０型ワイドモニター
（ＥＧＡ）
・タッチパネル・ＦＭ−ＶＩＣＳ

ＶＸＤ−０６９ＣＶ

〈ＡＶ機能〉

ＤＶＤビデオ
（ＤＶＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３
・ＷＭＡ）
・ＴＶ・
ＡＭ/ＦＭラウドネス・サークルサラウンドⅡ・ＤＳＰ・ＥＱ・５０Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力

メーカー希望小売価格２０４，
７５０円（消費税抜き １９５，
０００円）

〈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ビデオが再生可能、
おしゃれなＤＶＤナビコンポ
（地図ＤＶＤ−ＲＯＭ内蔵）
・６．
５型ワイドモニター
（ＥＧＡ）
・タッチ
〈ナビゲーション機能〉ＤＶＤナビ
パネル・ＦＭ−ＶＩＣＳ

ＶＸＤ−０６４ＣＶ

〈ＡＶ機能〉

ＤＶＤビデオ
（ＤＶＤ±Ｒ/ＲＷ）
・ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ＴＶ・
ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・４０Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力

メーカー希望小売価格１８６，
９００円（消費税抜き １７８，
０００円）

〈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
〈ナビゲーション機能〉ＤＶＤナビ
（地図ＤＶＤ−ＲＯＭ内蔵）
・
６．
５型ワイドモニター
（ＥＧＡ）
・タッチ
パネル・ＦＭ−ＶＩＣＳ
〈ＡＶ機能〉

ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・４０Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力

メーカー希望小売価格１５５，
４００円（消費税抜き １４８，
０００円）
ＶＸＤ−０６４Ｃ

〈デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ−０６５Ｃ〉
基本性能を充実させたエントリーＤＶＤナビコンポ
〈ナビゲーション機能〉ＤＶＤナビ・６．
５型ワイドモニター
（ＥＧＡ）
・タッチパネル・ＦＭ−ＶＩＣＳ
〈ＡＶ機能〉

ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ）
・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・３５Ｗ×４

〈付加機能〉

リアカメラ対応

メーカー希望小売価格１５５，
４００円（消費税抜き １４８，
０００円）
ＶＸＤ−０６５Ｃ
＊価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格
（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。

３

■リア席モニター
〈リア席モニター ＶＭ−０６９Ｅ〉
運転席のヘッドレストに取り付ける後席用８．
０型ワイド液晶モニター。
約３４万画素の高精度画面で、
ＤＶＤビデオやテレビなどの映像が楽しめる。
別売のＶＴＲコードでビデオムービーやＴＶゲームなどを接続することも可能。
※ＶＸＤ−０６５Ｃには対応していません。

メーカー希望小売価格５７，
７５０円（消費税抜き５５，
０００円）

ＶＭ−０６９Ｅ

■リアカメラシステム
〈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。
メーカー希望小売価格３１，
５００円（消費税抜き３０，
０００円）

リアカメラシステム画面表示イメージ

■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。
●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ＤＶＤナビコンポＶＸＤ-０６９ＭＣＶ
＋リアカメラシステム

メーカー希望小売価格３４
１，
２５０円
（消費税抜き３２５，
０００円）

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

メーカー希望小売価格２２０，
５００円
（消費税抜き２１０，
０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０６９ＣＶ
＋リアカメラシステム

メーカー希望小売価格３
１５，
０００円
（消費税抜き３００，
０００円）

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

メーカー希望小売価格２
１
５，
２５０円
（消費税抜き ２０５，
０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０６４ＣＶ
＋リアカメラシステム

メーカー希望小売価格２８３，
５００円
（消費税抜き２７０，
０００円）

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ ＶＸＨ-０６２ＣＶ
＋リアカメラシステム

メーカー希望小売価格１９７，
４００円
（消費税抜き １８８，
０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０６４Ｃ
＋リアカメラシステム

メーカー希望小売価格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-０６２Ｃ
＋リアカメラシステム

メーカー希望小売価格１６５，
９００円
（消費税抜き １５８，
０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０６５Ｃ
＋リアカメラシステム

メーカー希望小売価格２１５，
２５０円
（消費税抜き ２０５，
０００円）

＊価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格
（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。

４

メーカー希望小売価格１６５，
９００円
（消費税抜き １５８，
０００円）

■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
〈主な機能〉 ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ＭＤ
（ＭＤＬＰ）
・ＡＭ/ＦＭ・ＤＳＰ・ＥＱ・スペアナ・
４５Ｗ×４

メーカー希望小売価格４７，
２５０円（消費税抜き ４５，
０００円）

ＷＸ−４６４Ｍ

〈デュアルサイズ ＣＤ／カセットコンポ ＷＸ−４６４Ｔ〉
１２色ディスプレイ搭載、
シンプルなデザインで、
簡単操作を実現した
２ＤＩＮヘッド
〈主な機能〉 ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ）
・カセット・ＡＭ/ＦＭ・ＤＳＰ・ＥＱ・スペアナ・４５Ｗ×４
バリアブルカラーディスプレイ

メーカー希望小売価格４０，
９５０円（消費税抜き ３９，
０００円）

ＷＸ−４６４Ｔ

〈デュアルサイズ ＣＤ／ＭＤコンポ ＷＸ−２６０Ｍ〉
ＭＰ３／ＷＭＡに対応したギャザズ・ミドル２ＤＩＮヘッド
〈主な機能〉 ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３
・ＷＭＡ）
・ＭＤ
（ＭＤＬＰ）
・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・スペアナ・ＡＤＦ・
Ｍａｇｎａ
‐ＢａｓｓＥＸ・５０Ｗ×４

メーカー希望小売価格５７，
７５０円（消費税抜き ５５，
０００円）

ＷＸ−２６０Ｍ

〈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
〈主な機能〉 ＣＤ
（ＣＤ−Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）
・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・４５Ｗ×４

メーカー希望小売価格３０，
４５０円（消費税抜き ２９，
０００円）
ＣＸ−４６４

＊価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格
（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。

５

■スピーカー
〈１７ｃｍネオジウム２ＷＡＹスピーカーＧＳ−５０６０ＸＬ〉
強力なＩ．
Ｄ．
Ｍ．
磁気回路を持つ、
ネオジウムマグネットを搭載。
フルレンジに高音質な、
オレンジ色２ＷＡＹのスピーカー
〈主な機能〉 最大入力：６０Ｗ・音圧レベル：８５ｄＢ・再生周波数範囲：３０〜４０,０００Ｈｚ・
インピーダンス４Ω

メーカー希望小売価格１２，
６００円
（消費税抜き １２，
０００円）
ＧＳ−５０６０ＸＬ

〈１７ｃｍネオジウムデュアルスピーカー ＧＳ−５０６０ＤＬ〉
強力な 磁束密度を持つ、
ネオジウムマグネットを採用。
鮮やかなオレンジ色に彩られた高音質なデュアルスピーカー
〈主な機能〉 最大入力：６０Ｗ・音圧レベル：８５ｄＢ・再生周波数範囲：３０〜３０,０００Ｈｚ・
インピーダンス４Ω

メーカー希望小売価格７，
３５０円
（消費税抜き ７，
０００円）
ＧＳ−５０６０ＤＬ

■ＥＴＣ車載器
ＨｏｎｄａＥＴＣ車載器は、
全タイプアンテナ分離型・3ピース構造でガラス貼付アンテナを採用。
ナビ連動、
音声ガイド、
ブザーガイドの3つの機能から選択できる。
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、
ギャザズナビコンポ双方に連動する。
〈ＥＴＣ車載器 ナビ連動タイプ／アンテナ分離型〉
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およびギャザ
ズナビコンポに連動。
またＶＸＨ０６１−ＭＣＶ/ＭＣＶｉおよび一部のＨｏｎｄａ
ナビゲーションシステムでは、
ＥＴＣレーン案内機能も搭載。
料金表示、
利用
履歴、
カード抜き忘れ挿し忘れ等をナビ画面と音声で案内する。
※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の一部車種では、
音声ガイド対応し
ていない車種があります。

メーカー希望小売価格２３，
１００円（消費税抜き ２２，
０００円）
※価格は取付アタッチメントを含みます。

〈ＥＴＣ車載器 音声ガイドタイプ／アンテナ分離型〉
アンテナに内蔵されたスピーカーで通行料金等を案内する音声案内機
能搭載モデル。
通行可否や利用履歴を音声案内するほか、
カードの挿し忘れを音声で警告する。

メーカー希望小売価格１５，
７５０円（消費税抜き １５，
０００円）

〈ＥＴＣ車載器 ブザーガイドタイプ／アンテナ分離型〉
機能を絞ったお買い得モデル。
料金所の通過やカードの抜き忘れをブザーで案内する。

メーカー希望小売価格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
（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。
＊ＥＴＣ車載器を利用するには、
「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となります。
＊別途決済用の
「ＥＴＣカード」
が必要となります。

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。
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