
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。
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　（株）ホンダアクセスは、Honda純正ナビゲーション・カーオーディオシステム「Ｇａｔｈｅｒｓ」（ギャザズ）※１の新ラインアップおよ
び純正アクセサリーとして初めて採用されたコーナーカメラシステム、話題の地上デジタルチューナーなどのオプションを６月１５
日（木）※２発売する。また、新ＥＴＣ車載器３機種も同時に発売する。

　ギャザズナビコンポは、ナビゲーションシステムとオーディオの一体機で、全タイプがＨｏｎｄａ車の２ＤＩＮにきれいに収まるビル
ドイン型、操作が簡単なタッチパネルオペレーションを採用している。運転席と助手席で異なる画面表示が可能な「Ｄｕｏ Ｖｉｓｉ
ｏｎ」採用のＨＤＤハイエンドモデルから、女性にも使いやすい１１.５万円を切るエントリーモデルまで、ＨＤＤナビコンポ５機種・Ｄ
ＶＤナビコンポ５機種を設定。車両、カーライフ、予算に合わせて選びやすいラインアップ構成となった。

　今回純正アクセサリーとして初めて採用されたナビコンポのオプション「コーナーカメラシステム」は、運転席の死角になりが
ちな車両の左前方コーナー部を映像化し、運転をサポートするシステム。狭い場所での前向き駐車、縦列駐車や対向車とす
れ違う場合などに威力を発揮する。加えてリアカメラシステムなど純正アクセサリーならではの運転をサポートする充実したオ
プションがラインアップされている。
　さらに、リアカメラシステムをナビコンポとセットにした「リアカメラセット」、リアカメラシステムとコーナーカメラシステムをナビコン
ポをセットにした「リアカメラ＋コーナーカメラセット」をお求めやすいセット価格で設定した。

　他にも、地上デジタル放送の本格的な普及に対応した「地上デジタルチューナー」、人気の携帯音楽プレーヤーをナビコン
ポで楽しめる「ＶＴＲコード（ステレオミニプラグタイプ）」「ｉＰｏｄ接続コード※３」、リア席でＤＶＤビデオやテレビを楽しめるリア席
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など
快適なカーライフを楽しむためのオプションが豊富に用意されている。 ※ナビコンポのオプションは、機種によって適用できない場合があります。

　ギャザズオーディオでは、新モデル５機種を追加。特にHondaのミニバン、セダン、軽自動車など各カテゴリーの車両の音響
特性に合わせた専用チューニングが可能なデュアルサイズＣＤ/ＭＤコンポＷＸ-４７０Ｍなど、純正ならではの機能が特長とな
っている。
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Ｈｏｎｄａ「Ｇａｔｈｅｒｓ」（ギャザズ）ナビコンポ・オーディオ新ラインアップを発売
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■ギャザズ デュアルサイズHDDナビコンポ

※１　ギャザズは、Ｈｏｎｄａと主要オーディオメーカー各社が厳しいＨｏｎｄａの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ＤＶＤナビコンポＶＸＤ-０７４ＣＶ、ＶＸＤ-０７４Ｃは２００６年９月上旬発売予定
※３　ｉＰｏｄ接続コードは、ＶＸＤ-０７４Ｃ/ＣＶ専用。２００６年９月上旬発売予定。　ｉＰｏｄは、米国およびその他の国におけるＡｐｐｌｅ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ,Ｉｎｃ.の登録商標です。
※４　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。
※５　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
※６　ＦＭ ｄｅ Ｔｉｔｌｅ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。　

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  VXH-079CV
運転席と助手席で異なる画面表示が可能な「Ｄｕｏ Ｖｉｓｉｏｎ（デュオビジョン）」機能搭載。
運転席からはナビ画面、助手席ではＤＶＤビデオやテレビの画像を見ることも可能なうえ、従来、走行中に
はできなかったナビ操作も助手席側から行うことが可能。
ＤＶＤ・ＣＤディスクを最大４枚まで収納できる「ＤＶＤマルチチェンジャー」を内蔵。渋滞情報データベース
を利用したシーズンや時間帯別での渋滞を考慮したルート設定が可能な「渋滞考慮探索」機能を搭載。

〈ナビゲーション機能〉

〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ＨＤＤナビ（４０ＧＢ）・７．０型ワイドモニター（ＶＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ・
Ｄｕｏ Ｖｉｓｉｏｎ
ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＤＶＤマルチチェ
ンジャー※４メモリースティック（ＡＴＲＡＣ３）・ミュージックラック※５（４倍速録音・録
音曲数最大３，０００曲）ＦＭ de Ｔｉｔｅｌ※6・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ ラウドネス・サークルサラ
ウンドⅡ・ＤＳＰ・ＥＱ・５０Ｗ×４ 　
リアカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・
リア席モニター出力・ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格 ３４６，５００円（消費税抜き ３３０，０００円）



２

※９　  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。
※10　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。
※11　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。
*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。　

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

インターナビ・プレミアムクラブ対応機種。
ＤＶＤ・ＭＤ・ＣＤ・メモリーステック・ミュージックラックなど多彩なメディアに対応。
携帯電話に接続すれば、双方向通話とミュート機能によるスピーカーからのクリアな音声での通話を可
能にするハンズフリー対応。
別売のＶＩＣＳ・光電波ビーコンユニット接続で、リアルタイムに時間短縮ルートを探索する「アクティブルー

トサーチ」機能搭載。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  VXH-071MCVi

ＨＤＤナビ（３０ＧＢ）・７．０型ワイドモニター（ＱＶＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＭＤ（ＭＤＬＰ）・
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２，５
００曲）ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・ＭＸ※９・ＣＳＤ※１０・ＴＣＲ※１１・４５Ｗ×４ 
インターナビ・プレミアムクラブ対応　
リアカメラ対応・コーナーカメラ対応・・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・
リア席モニター出力・ＶＴＲコード対応・ハンズフリーＴＥＬ対応（標準/ＰＤＣ、
ＦＯＭＡ、ｃｄｍａＯｎｅ方式いずれかのハンフリーＴＥＬコードを同梱）

メーカー希望小売価格 ２９４，０００円（消費税抜き ２８０，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ＤＶＤ・ＭＤ・ＣＤ・メモリーステック・ミュージックラックなど多彩なメディアに対応。
携帯電話に接続すれば、双方向通話とミュート機能によるスピーカーからのクリアな音声での通話を可
能にするハンズフリーＴＥＬ対応。
別売のＶＩＣＳ・光電波ビーコンユニット接続で、リアルタイムに時間短縮ルートを探索する「アクティブルー

トサーチ」機能搭載。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  VXH-071MCV

ＨＤＤナビ（３０ＧＢ）・７．０型ワイドモニター（ＱＶＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＭＤ（ＭＤＬＰ）・
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２，５
００曲）ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・ＭＸ・ＣＳＤ・ＴＣＲ・４５Ｗ×４ 
リアカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・
リア席モニター出力・ＶＴＲコード対応・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）

メーカー希望小売価格 ２６２，５００円（消費税抜き ２５０，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ナビ画面とＤＶＤビデオやＴＶ・オーディオの画面が同時表示可能なナビ/ＡＶ２画面表示機能搭載。
ＨＤＤ３０ＧＢうち１６ＧＢをオーディオに使用し、ミュージックラックには最大約４，０００曲録音が可能。
収録した過去のＶＩＣＳデータにより出発時に目的地までの渋滞状況を予測し、最短時間ルートを探索す
る「統計交通情報データ」を搭載。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  VXH-072CV

ＨＤＤナビ（３０ＧＢ）・７．０型ワイドモニター（ＱＶＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・メモリースティック

（ＭＰ３)ミュージックック（録音曲数約４，０００曲）・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ラウドネス・ＤＳＰ・
ＥＱ・４０Ｗ×４ 
リアカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・
リア席モニター出力・ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格２１０，０００円（消費税抜き ２００，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ＨＤＤ３０ＧＢうち１６ＧＢをオーディオに使用し、ミュージックラックには最大約４，０００曲録音が可能。
収録した過去のＶＩＣＳデータにより出発時に目的地までの渋滞状況を予測し、最短時間ルートを探索す
る「統計交通情報データ」を搭載。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  VXH-072C

ＨＤＤナビ（３０ＧＢ）・７．０型ワイドモニター（ＱＶＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＣＤ（ＣＤ－Ｒ/ＲＷ）・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 
リアカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力・
メモリースティック・ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格１７８，５００円（消費税抜き １７０，０００円）



３
*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。　

■ギャザズ デュアルサイズDVDナビコンポ

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ＤＶＤ、ＭＤ、ＣＤの３つのデッキを搭載。
現在地周辺の地図および目的地周辺の地図を一時的に内蔵メモリーに保存、ＤＶＤ地図ＲＯＭを取り
出した状態でも地図表示が可能な「ルートメモリー」機能搭載。
別売のリア席モニターを接続すれば、ナビコンポで地図、リア席でＤＶＤを見ることが可能。

デュアルサイズ ＤＶＤナビコンポ  VXD-079MCV

ＤＶＤナビ・７．０型ワイドモニター（ＥＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＤ－Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＭＤ（ＭＤＬＰ)・
ＴＶ・ＡＭ/ＦＭラウドネス・サークルサラウンドⅡ・ＤＳＰ・ＥＱ・５０Ｗ×４ 
リアカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力・
ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格２０７，９００円（消費税抜き １９８，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

女性や初心者を対象に、Ｓｍａｒｔ＆Ｅａｓｙ（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
“Ｎｅｏｓｉｃ Ｓｔｙｌｅ”（ネオシックスタイル）シリーズ。
ＤＶＤビデオ再生機能搭載。
別売の「ｉＰｏｄ接続コード」を使用してナビコンポの画面でｉＰｏｄを操作できるｉＰｏｄコントロール※１２機能
搭載。

デュアルサイズ ＤＶＤナビコンポ  VXD-074CV

ＤＶＤナビ・６．５型ワイドモニター（ＥＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・
ＥＱ・４０Ｗ×４ 
リアカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力・
ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格１６５，９００円（消費税抜き １５８，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉
〈付加機能〉

初心者にやさしい目的地設定でよく使うキーだけをメニューにカスタマイズできる「目的地設定メニューカ
スタマイズ」機能やナビ操作や機能について分からないときに役に立つ「ヒント」機能」などを搭載。

デュアルサイズ ＤＶＤナビコンポ  VXD-075C

ＤＶＤナビ・６．５型ワイドモニター（ＥＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・３５Ｗ×４ 
リアカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格１３１，２５０円（消費税抜き１２５，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

直射日光の影響で画面の視認性が低下してしまう場合でも、画面角度が上下２方向で調整可能な
２ＷＡＹチルト機能搭載。

デュアルサイズ ＤＶＤナビコンポ  VXD-079C

ＤＶＤナビ・７．０型ワイドモニター（ＥＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ラウドネス・ＤＳＰ・ＥＱ・
４０Ｗ×４ 
リアカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格１４７，０００円（消費税抜き１４０，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉
〈付加機能〉

女性や初心者を対象に、Ｓｍａｒｔ＆Ｅａｓｙ（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
“Ｎｅｏｓｉｃ Ｓｔｙｌｅ”（ネオシックスタイル）シリーズ。
別売の「ｉＰｏｄ接続コード」を使用してナビコンポの画面でｉＰｏｄを操作できるｉＰｏｄコントロール※１２機能
搭載。

デュアルサイズ ＤＶＤナビコンポ  VXD-074C

ＤＶＤナビ・６．５型ワイドモニター（ＥＧＡ）・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
ＣＤ（ＣＤ-Ｒ/ＲＷ）・ＴＶ・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・４０Ｗ×４ 
リアカメラ対応・地上デジタルチューナー対応・ＥＴＣ連動・リア席モニター出力・
ＶＴＲコード対応

メーカー希望小売価格１２０，５４０円（消費税抜き １１４，８００円）

２００６年９月上旬発売予定

２００６年９月上旬発売予定

※１２　ｉＰｏｄは、米国およびその他の国におけるＡｐｐｌｅ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ,Ｉｎｃ.の登録商標です。



４
*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。　

■コーナーカメラシステム（赤外線LED付/カラーＣＣＤカメラ/27万画素/ガイド表示あり）

■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）

■デュアルサイズナビコンポ＋リアカメラ＋コーナーカメラセット

夜間でも見やすいカラー画像で、狭い場所での前向き駐車や対向車とすれ違う場合などに、
運転席の死角になってしまう左前方コーナー部をナビコンポの画面に映像化し運転をサポートする。
※ＶＸＨ-０７９ＣＶ、ＶＸＨ-０７１ＭＣＶｉ、ＶＸＨ-０７１ＭＣＶ、ＶＸＨ-０７２ＣＶに適用

メーカー希望小売価格３１，５００円（消費税抜き ３０，０００円）

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する。
ギャザズナビコンポ専用。
※ナビコンポ全タイプに適用

メーカー希望小売価格３１，５００円（消費税抜き ３０，０００円）

ギャザズナビコンポとリアカメラシステム・コーナー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-０７９ＣＶ
　＋リアカメラシステム＋コーナーカメラシステム
　メーカー希望小売価格３７２，７５０円（消費税抜き３５５，０００円）

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０７１ＭＣＶｉ
　＋リアカメラシステム＋コーナーカメラシステム
　メーカー希望小売価格３２０，２５０円（消費税抜き３０５，０００円）

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０７１ＭＣＶ
　＋リアカメラシステム＋コーナーカメラシステム
　メーカー希望小売価格２８８，７５０円（消費税抜き２７５，０００円）

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０７２ＣＶ
　＋リアカメラシステム＋コーナーカメラシステム
　メーカー希望小売価格２３６，２５０円（消費税抜き２２５，０００円）

■デュアルサイズナビコンポ＋リアカメラカメラセット

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-０７９ＣＶ
　＋リアカメラシステム
　メーカー希望小売価格３５７，０００円（消費税抜き３４０，０００円）

●デュアルサイズＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０７１ＭＣＶｉ
　＋リアカメラシステム
　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-０７１ＭＣＶ
　＋リアカメラシステム
　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-０７２ＣＶ
　＋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ＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ-０７２Ｃ
　＋リアカメラシステム
　メーカー希望小売価格１８９，０００円（消費税抜き１８０，０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０７９ＭＣＶ
　＋リアカメラシステム
　メーカー希望小売価格２１８，４００円（消費税抜き２０８，０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポＶＸＤ-０７４ＣＶ
　＋リアカメラシステム　　　　　　　　２００６年９月上旬発売予定

　メーカー希望小売価格１７６，４００円（消費税抜き１６８，０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポＶＸＤ-０７９Ｃ
　＋リアカメラシステム
　メーカー希望小売価格１５７，５００円（消費税抜き１５０，０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０７５Ｃ
　＋リアカメラシステム
　メーカー希望小売価格１４１，７５０円（消費税抜き１３５，０００円）

●デュアルサイズＤＶＤナビコンポ ＶＸＤ-０７４Ｃ
　＋リアカメラシステム　　　　　　　２００６年９月上旬発売予定

　メーカー希望小売価格１３１，０４０円（消費税抜き１２４，８００円）

コーナーカメラシステム装着例

リアカメラシステム装着例



５
*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。　

■リア席モニター

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３４万画素の高精細画像で、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-０７９Ｃ、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）

■地上デジタルチューナー

地上デジタルＴＶ放送を受信するためのチューナー。
通常の１２セグ放送に加え、４月より移動体端末向けにサービス開始されたワンセグ放送も受信可能。
※ナビコンポ全タイプに適用 

メーカー希望小売価格８４，０００円（消費税抜き８０，０００円）

■ＶＴＲコード（ステレオミニプラグタイプ）

ナビコンポでポータブルオーディオプレーヤーの音楽を再生するための接続コード。
※ナビコンポ全タイプに適用 

■ｉＰｏｄ接続コード
※１３

　２００６年９月上旬発売予定

ナビコンポにｉＰｏｄを接続し、ナビ画面からの操作を可能とするコード。接続中はｉＰｏｄの充電も可能。
※ＶＸＤ-０７４ＣＶ，ＶＸＤ-０７４Ｃに適用

メーカー希望小売価格２，１００円（消費税抜き ２，０００円）

メーカー希望小売価格１０，５００円（消費税抜き１０，０００円）

※１３　ｉＰｏｄは、米国およびその他の国におけるＡｐｐｌｅ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ,Ｉｎｃ.の登録商標です。

ＶＴＲコード装着例



６

*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。　

■オーディオ

〈主な機能〉

Ｈｏｎｄａのミニバン、セダン、軽それぞれの音響特性に合わせた専用音質チューニング機能搭載。

デュアルサイズ ＣＤ/ＭＤコンポ  WX-470M

ＣＤ（ＣＤ－Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＭＤ（ＭＤＬＰ）・ＡＭ/ＦＭ・ＤＳＰ・ＥＱ・４５Ｗ×４
Ｓｏｕｎｄ Ａｃｃｏｒｄｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ、漢字タイトル表示、ＳＲＳ ＷＯＷ、前面ＡＵＸ端子

メーカー希望小売価格６１，９５０円（消費税抜き ５９，０００円）

〈主な機能〉

ＭＵＳＩＣ ＲＡＣＫを搭載したギャザズハイエンド２ＤＩＮヘッド。

〈デュアルサイズ ＣＤ／ＭＤコンポ  WX-272M

ＣＤ（ＣＤ－Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＭＤ（ＭＤＬＰ）・ミュージックラック・ＡＭ/ＦＭ・ＥＱ・
スペアナ・ＡＤＦＭａｇｎａ‐Ｂａｓｓ ＥＸ・５０Ｗ×４ 

メーカー希望小売価格６８，２５０円（消費税抜き ６５，０００円）

〈主な機能〉

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。

ＣＤ（ＣＤ－Ｒ/ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ）・ＭＤ（ＭＤＬＰ）・ＡＭ/ＦＭ・ＤＳＰ・ＥＱ・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４６，２００円（消費税抜き ４４，０００円）

デュアルサイズ ＣＤ／ＭＤコンポ  WX-474M

〈主な機能〉

シンプルなデザインで、簡単操作を実現した２ＤＩＮヘッド。

ＣＤ（ＣＤ－Ｒ/ＲＷ）・カセット・ＡＭ/ＦＭ・ＤＳＰ・ＥＱ・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３９，９００円（消費税抜き ３８，０００円）

デュアルサイズ ＣＤ／カセットコンポ  WX-474T

〈主な機能〉

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。

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）

マルチメディアＣＤチューナー  CX-474



７

*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。
*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。

■ＥＴＣ車載器

Ｈｏｎｄａ ＥＴＣ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。
ナビ連動タイプ、音声ガイドタイプ、ブザーガイドタイプの3種類から選択できる。
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。

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。

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。
ＶＸＨ-０７１ＭＣＶｉ/ＶＸＨ-０７１ＭＣＶ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
機能を搭載。料金表示、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
　車種もあります。
※ＥＴＣレーンガイドは一部対応していない車種があります。

※ＶＸＤ-０７５Ｃには適用できません。

〈ＥＴＣ車載器  ナビ連動タイプ／アンテナ分離型〉

メーカー希望小売価格１６，２７５円（消費税抜き１５，５００円）
※取付アタッチメント　 ギャザズナビコンポ取付用　６，３００円（消費税抜き６，０００円）
　　　　　　　　　  Ｈｏｎｄａナビゲーションシステム取付用　４，２００円（消費税抜き４，０００円）
　　　　　　　　　 （適用車種：エディックス、エリシオン、オデッセイ、ステップ ワゴン、レジェンド）
　　　　　　　　　  Ｈｏｎｄａナビゲーションシステム取付用　６，３００円（消費税抜き６，０００円）
　　　　　　　　　 （上記以外の適用車種）

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、アンテナ内蔵のインジケーターでＥＴＣカードの挿入状態を確認でき、
またカードの挿し忘れを音声で警告する。

〈ＥＴＣ車載器  音声ガイドタイプ／アンテナ分離型〉

メーカー希望小売価格１４，７００円（消費税抜き １４，０００円）
※取付アタッチメント含む

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ほか、アンテナ内蔵のインジケーターでＥＴＣカー

ドの挿入状態を確認できる。

〈ＥＴＣ車載器  ブザーガイドタイプ／アンテナ分離型〉

メーカー希望小売価格１０，５００円（消費税抜き １０，０００円）
※取付アタッチメント含む


