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　（株）ホンダアクセスでは、Ｈｏｎｄａ「ゼスト」の発売に合わせ、純正カーアクセサリーを３月１日（水）より発
売する。

　ゼスト純正カーアクセサリーは、ギャザズＤＶＤナビコンポを中心とした「ナビゲーションシステム」や、スポ
ーツグリル・ハロゲンフォグライトなどの「個性化アイテム」、大型ルーフコンソール・ユーティリティボックスなど
の「あると便利アイテム」を中心にお客様に選ぶ楽しさ、使う便利さを実感していただけるアイテムをライン
アップした。

　ナビゲーションシステムは、ＤＶＤナビコンポを中心に「ギャザズ」のラインアップがオーディオレス車※１に装
着可能。ナビゲーション機能とオーディオ機能が一体化したギャザズナビコンポは、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※２」が設定され、ドライブ中の不意のトラ
ブルにも対応可能。また、後退時の後方確認をサポートするリアカメラシステムをＨｏｎｄａの軽自動車では
初めて設定した。さらに、ＥＴＣ車載器、ＶＩＣＳ光・電波ビーコンユニットも選択可能となっている。

　エクステリア用品は、ゼストスポーツにＨｏｎｄａオリジナル・カスタマイズブランド「モデューロ」のスポーツグ
リル、ロアスポーツガーニッシュを設定、スポーティなフォルムにシャープなアクセントを付ける。また、ゼストには、
ゼストスポーツに標準装備のフォグライトとは異なる形状のハロゲンフォグライトを設定、山間部や悪天候時
などの視界をサポートする。さらに、ゼスト、ゼストスポーツ共通アイテムとしてＨｏｎｄａオリジナル・カスタマイズ
ブランド「モデューロ」のクォーターピラーパネル、ルーフスポイラー※３、アルミホイールなどを設定、スポーティな
スタイリングを創り出す。

　インテリア用品は、シルバーを基調とした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」のインテリアパネル、ステアリングホイールカバー、シフトノブがインテリアをクールに演出する。

　ユーティリティ＆セーフティ用品は、大型ルーフコンソール、ユーティリティボックス、ユーティリティベルト、キ
ックガード、チャイルドシート、ペットキャリー、ペットシートマットなどゼストに乗車されるすべてのお客様に使う
便利さを実感していただけるアイテムを設定した。

Press Information
  ２００６年２月２３日

１

Ｈｏｎｄａ「ゼスト」純正カーアクセサリーを発売

「ゼスト」 ＳＰＯＲＴＳ Ｇ（ＦＦ） ディーラーオプション装着車
●スポーツグリル
●アルミホイール （１４インチ ＭＳ-００５）
●ロアスポーツガ－ニッシュ
●クォーターピラーパネル
●デイタイムランニングライト

「ゼスト」 Ｗ（ＦＦ） ディーラーオプション装着車
●ハロゲンフォグライト マルチコートブルー
●アルミホイール （１４インチ ＭＥ-００１）
●ドアミラーカバー　●ドアハンドルプロテクションカバー
●ドアアンダートリム
●クォーターピラーパネル

Ｈ ０ ６ － ０ ３ － ２ ８

※１　一部適用除外
※２　ＱＱコールは、インターナビ・プレミアムクラブの有料サービスです。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。　*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）
　      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。
※３　２００６年５月中旬発売予定



２

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タイプを設定。
特におすすめのモデルは、ＶＸＤ-０６４Ｃ、ＶＸＤ-０６９ＣＶのＤＶＤナビコンポ、およびＶＸH-０６２ＣのHDＤナビコ
ンポ。
Ｈｏｎｄａの軽自動車では初めて設定したリアカメラシステムをはじめ純正ならではの充実したオプションも用意
している。
また、ナビコンポ＋リアカメラのお得なセットも全タイプに適用する。

■『Gathers』ナビゲーションシステム＆オーディオ用品

●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－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－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－０６５Ｃ※２

　基本性能を集約したエントリーＤＶＤナビコンポ。

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０６９ＭＣＶ※２

　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－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－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－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。

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「ＱＱコール」に対応（有料）。

〈ナビゲーションシステム〉
■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

希望小売価格用　品　名

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０６１ＭＣＶ 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 241,500円
（消費税抜き230,000円）

330,750円デュアルサイズＨＤＤナビコンポ ＶＸＨ-０６９ＣＶ　
（消費税抜き315,000円）

デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０６１ＭＣＶｉ 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-０６２Ｃ 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-０６９ＣＶ
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

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ  ＶＸＤ-０６５Ｃ （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。
※２　スポーツサスペンション（モデュ－ロ）、Ｗ（ｔｕｒｂｏ/ＦＦ）に標準装備の スポーツサスペンションとの同時装着はできません。

■価格表

希望小売価格用　品　名

31,500円
（消費税抜き 30,000円）

リアカメラシステム

※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。

●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／Ｈｏｎｄａ ＨＤＤインターナビシステム共
　用。

　



３

＜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－２５２Ｍ
　内蔵メモリーに音楽を録音できるＭＵＳＩＣ ＲＡＣＫを搭載
　したギャザズ・ハイエンド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とリアカメラ取付アタッチメントが必要です。

希望小売価格用　品　名

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-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

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 （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

315,000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

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

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

215,250円
（消費税抜き205,000円）

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

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）

デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０６５Ｃ
＋リアカメラシステム

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。

※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。
※別途オーディオポケットが必要です。

希望小売価格用　品　名

47,250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）

デュアルサイズＣＤ／ＭＤコンポ  ＷＸ-２５２Ｍ 76,650円
（消費税抜き73,000円）

マルチメディアＣＤチューナー  ＣＸ-４６４ 30,450円
（消費税抜き29,000円）

＜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。

■価格表

希望小売価格用　品　名



４

「ゼスト」のスタイリングをシャープ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

＜ゼストスポーツ＞
スポーツグリルは迫力あふれるスタイリッシュなフロントビューを演
出、走りの軽快感を際立たせる。
ロアスポーツガーニッシュは、ワイドで精悍なデザインで存在感あ
ふれるスタイリングを実現。

●スポーツグリル
●ロアスポーツガーニッシュ
    （サテンシルバーメタリック／ミディアムグレー・メタリック）
　フロント用
　サイド用  左右セット
　リア用

＜ゼスト＞
ハロゲンフォグライトは、クリアとマルチコートブルーを設定。
３５Ｗハロゲンバルブによる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。ゼストのみに適用され、フロントビューの
演出にも効果的なアイテム。

●ハロゲンフォグライト（クリア／マルチコートブルー・左右セット）

＜ゼストスポーツ／ゼスト＞
クォーターピラーパネルは、ボディとの一体感を強調したワンポイン
トアイテム。エッジの効いたシャープなデザインが鋭い走りを予感
させる。

●クォーターピラーパネル　左右セット
●ルーフスポイラー　２００６年５月中旬発売予定

●アルミホイール　ＭＳ-００５（１４インチ）
●アルミホイール　ＭＥ-００１（１４インチ）
●アルミホイール　ユーロスポークＲ５（１３インチ）
●アルミホイール　ＭＥ-００１（１３インチ）
　※１４インチアルミホイールは標準またはメーカーオプションの１４インチアルミホイー
　　ル装備車に装着できます。
　※１３インチアルミホイールは標準装備の１３インチホイール装備車に装着できます。
　※アルミホイール用ホイールナットが必要です。

　

■価格表

■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。

スポーツグリル 29,925円
（消費税抜き28，500円）

15,750円
（消費税抜き15，000円）

17,850円
（消費税抜き17，000円）

用　品　名 希望小売価格

ハロゲンフォグライト　
マルチコートブルー・左右セット

ハロゲンフォグライト　
クリア・左右セット

21,525円／１本
（消費税抜き20,500円）

13,125円／１本
（消費税抜き12,500円）

18,900円／１本
（消費税抜き18,000円）

12,075円／１本
（消費税抜き11,500円）

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

■価格表

各15,750円

各18,900円

各15,750円

（消費税抜き各15，000円）

（消費税抜き各18，000円）

用　品　名 希望小売価格

ロアスポーツガーニッシュ サイド用 左右セット
（サテンシルバーメタリック／ミディアムグレー・メタリック）

（消費税抜き各15，000円）
ロアスポーツガーニッシュ リア用

（サテンシルバーメタリック／ミディアムグレー・メタリック）

ロアスポーツガーニッシュ フロント用
（サテンシルバーメタリック／ミディアムグレー・メタリック）

※価格は取付費を含まないメーカー小売価格(消費税込み）で参考価格です。

■価格表

14,700円
（消費税抜き14，000円）

21,000円
（消費税抜き20，000円）

用　品　名 希望小売価格

クォーターピラーパネル　
左右セット

　

アルミホイール　ＭＥ－００１
（１４インチ）

アルミホイール　ＭＳ－００５
（１４インチ）

アルミホイール　ＭＥ－００１
（１３インチ）

アルミホイール　ユーロスポークＲ５
（１３インチ）

※価格は取付費を含まないメーカー小売価格(消費税込み）で参考価格です。

ルーフスポイラー
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シルバーアイテムが「ゼスト」のコックピットをシャープに演出する。

■インテリア用品

インテリアパネルは、シルバーのクールな色調がインテリアをシャー
プに演出。ステアリングホイールカバーやシフトノブをコーディネー
トすることで走りのイメージを研ぎ澄ましたシャープな空間を実現
します。
ステアリングホイールカバーは、ブラックとシルバーのコンビネーショ
ン。
シフトノブもブラックとシルバーのクールな組み合わせ。握ったとき
のフィット感までこだわったアイテム。

●インテリアパネル　インパネパネル　５点セット
●インテリアパネル　ドアスイッチパネル　４点セット
●ステアリングホイールカバー　合皮製（ブラック＆シルバー）
　Ｈｏｎｄａ　ＨＤＤインターナビシステム装備車用
　Ｈｏｎｄａ　ＨＤＤインターナビシステム装備無し車用
●シフトノブ　合皮製（ブラック＆シルバー）

■価格表

用　品　名 希望小売価格

インテリアパネル　インパネパネル
５点セット

10,500円
（消費税抜き10，000円）

インテリアパネル　ドアスイッチパネル
４点セット

12,600円
（消費税抜き12，000円）

ステアリングホイールカバー
Ｈｏｎｄａ  ＨＤＤインターナビシステム装備車用
Ｈｏｎｄａ  ＨＤＤインターナビシステム装備無し車用

各6,300円
（消費税抜き各6，000円）

シフトノブ 5,250円
（消費税抜き5，000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

大型ルーフコンソール 16,800円
（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。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ユーティリティボックス 6,300円
（消費税抜き6,000円）

※価格は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

ユーティリティベルト 2,100円
（消費税抜き2,000円）

※価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。

ゼストに乗車されるすべてのお客様に使う便利さを実感していただけるアイテムを設定。

■ユーティリティ＆セーフティ用品

●大型ルーフコンソール
　頭上の空間を便利な収納スペースとして活用するアイテム。
　３つのスペースに分かれており、左右にはティッシュボックスや
　雑誌などが収納可能。小物が収まるセンター部はネット超しに
　中身が確認可能。
　※サイドエアカーテンエアバッグシステムには装着できません。

●ユーティリティボックス
　助手席に装着する収納アイテム。
　買い物袋などさまざまな荷物を荷崩れしないように収納可能。
　２つのネットポケットには、ティッシュボックスやＣＤなどが収納で
　きる。
　※シートカーバー（エプロンタイプ）との同時装着はできません。

　

●ユーティリティベルト
　リアシート背面を利用して荷物を固定するベルト。
　寝かせるとかさばりがちなベビーカーなども、立てた状態で収
　納可能。周長約１ｍ。
　※同じ座席でのＩＳＯ ＦＩＸチャイルドシート（前向き装着時）との同時装着はでき

　   ません。

●キックガード
　子どもの足蹴りからフロントシートバックを保護するアイテム。
　汚れても簡単に脱着、洗濯が可能
　※助手席シートに装着の場合、標準装備（Ｎ除く）のコンビニフックは使用できま
　　せん。

　※ペットシートマットとの同時装着はできません。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

キックガード 3,150円
（消費税抜き3,000円）

※価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。



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。

６

●ＥＴＣ車載器
　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。

●ＶＩＣＳ光・電波ビーコンユニット
　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
　ナビコンポに内蔵のＦＭ－ＶＩＣＳと合わせて３メディアに対応。
　一般道路や高速道路の交通情報や渋滞情報を考慮した回
　避ルートも探索する。

■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

ペットキャリー
（ＩＳＯ ＦＩＸチャイルドシート固定バー装備車専用）

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。

■価格表

用　品　名 希望小売価格

ペットシートマット 21,000円
（消費税抜き20,000円）

希望小売価格

52,815円
セット合計

（消費税抜き50,300円）

※価格は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

ＶＩＣＳ光・電波ビーコンユニット 31,290円
（消費税抜き29,800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。

●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。
　※ペットシートマットとの同時装着はできません。
　※前向き装着時のクリエイティブマット、ユーティリティベルトとの同時装着はでき
　　 ません。

●ペットキャリー
　（ＩＳＯ ＦＩＸチャイルドシート固定バー装備車専用）
　車両標準装備のＩＳＯ ＦＩＸチャイルドシート固定バーに簡単・
　確実に装着できるペットキャリー。
　走行中でもバッグをしっかりとシートに固定し、転倒を防止する。
　前部・上部には通気性のよいメッシュ素材を使用。ワンタッチ
　で車両から取り出してキャリーバッグとしても使用可能。
　便利な肩掛け用ストラップ付。ファスナー組み立て式なので掃
　除も簡単。
　※ペットシートマットとの同時装着はできません。

●ペットシートマット
　車両のリアシート部をペットの抜け毛や汚れから守るシート
　マット。前後のヘッドレストに掛けるだけで簡単に装着ができ、
　ファスナーによる多彩なシートアレンジに対応。
　キルトパターンの明るいイエロー色の生地には撥水加工を施
　してあり、簡単な汚れであればふき取りが可能。家庭での洗
　濯も可。
　※キックガード、ペットキャリー、ＩＳＯ ＦＩＸチャイルドシートとの同時装着はできま
　　 せん。

■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）
アンカープレートアタッチメント

※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。


