
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）ホンダアクセスでは、Honda「クロスロード」の発売に合わせ、純正アクセサリーを２月２３日（金）より発売する。
　クロスロード純正カーアクセサリーは、ミニバンとＳＵＶ価値を融合した車両の魅力をさらに広げる２つのスタイリングを
中心に、ミニバン、ＳＵＶそれぞれのユーザーニーズに応えられる多彩な用品をラインアップした。

　今回提案する２つのスタイリングは、都会からアウトドアまでさまざまなシーンに似合う「クロスロード」の持つクールで都
会的なイメージを拡大する “ＵＲＢＡＮ ａｃｔｉｖe（アーバン・アクティブ）”とタフなＳＵＶらしさを際立たせる“ＴＯＵＧＨ ａｃｔｉ
ｖｅ（タフ・アクティブ）” 。スタイリングだけでなくインテリアもそれぞれに合わせてコーディネートできるようメタル調と茶木目調
のインテリアパネルを設定している。

　また、ドライブの快適性を追求したユーティリティ用品として、室内空間を便利に使いこなすためのシートバックバンジ
ーコードやクロスバー、乗降時の足元を照らすマッドガード パドルライト付、運転を補助するフロントカメラシステム、コーナ
ーカメラシステムなど数多くのサポート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、Honda純正ナビゲーションシステム「Ｇａｔｈｅｒｓ（ギャザズ）」のラインアップ１０タイプがすべ
てのオーディオレス車に装着可能。ＥＴＣ車戴器やＶＩＣＳ光・電波ビーコンユニットなどカーライフを快適に便利に楽し
むためのアイテムをはじめ、携帯オーディオプレイヤーに接続できるケーブル類、リア席でテレビやＤＶＤを楽しめるリア席
モニター、地上デジタルチューナーなどのエンターテイメントアイテムなど純正ならではのオプションを揃えた。
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「クロスロード  １８Ｌ・Ｘパッケージ（ＦＦ）ＵＲＢＡＮ ａｃｔｉｖe」
メーカー・ディーラーオプション装着車  フロント

「クロスロード  １８Ｌ・Ｘパッケージ（ＦＦ）ＵＲＢＡＮ ａｃｔｉｖe」
メーカー・ディーラーオプション装着車  リア
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Honda 「クロスロード」純正カーアクセサリーを発売

プロテクト感とスマートさを融合した都会的フォルムを実現するロアトリム、フロントはハロゲンフォグライトとビームライトの同時装着が可能でよりクール
なフロントビューを演出。さらにフロントグリルとテールゲートスポイラー、１８インチアルミホイールがスマートでアクティブなフォルムに演出する。

①ロアトリム・フロント（フォグライト＋ビームライト同時装着可能タイプ） ４２,０００円（消費税抜き４０,０００円）　※カラードバンパー仕様車のみに適用となります。

②ロアトリム・サイド（左右セット）　　　　　　　　　　　　５２,５００円（消費税抜き５０,０００円）　※カラードバンパー仕様車のみに適用となります。 

③ロアトリム・リア　　�　　　　　　　　　　　　　　   ３６,７５０円（消費税抜き３５,０００円）　※カラードバンパー仕様車のみに適用となります。

④ハロゲンフォグライト（クリア）＋ビームライトキット　　　　  ２９,４００円（消費税抜き２８,０００円）
　ハロゲンフォグライトはマルチコートイエロー／マルチコートブルーも選べます。　各３０,４５０円（消費税抜き各２９,０００円）

⑤フロントグリル�                            　　　　　　　　　 　１９,９５０円（消費税抜き１９,０００円）

⑥テールゲートスポイラー  　　　　　　　　　  　　       ３５,７００円（消費税抜き３４,０００円）
⑦１８インチアルミホイール　ＭＳ-００７　　　　　　　　　４２,０００円/１本（消費税抜き４０,０００円/１本）
⑧インテリアパネルフルセット（メタル調）　　　　　　　　４２,０００円（消費税抜き４０,０００円）
⑨ステアリングホイールカバー（合皮／シルバー＋ブラック コンビ） ９,４５０円（消費税抜き９,０００円）
⑩セレクトノブ（黒本革巻／パンチングレザー）　　　　　１０,２９０円（消費税抜き９,８００円）

1. ＵＲＢＡＮ ａｃｔｉｖe（アーバン・アクティブ）

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。

※ロアトリム・フロントとの同時装着が必要です。

※インストルメントパネル＋ドアライニング＋スピーカー部
　フルセット（１１箇所）

※エボニ－ブラック塗装 １８×７Ｊ

※標準装備または、メーカーオプションのＩＨＣＣ装備車には
　装着できません。

※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なアイテムがございます。



ＳＵＶイメージを印象づけるスキッドガード、ランニングボード、機能的なハロゲンフォグライト、マッドガード パドルライト付、ベースキャリアでタフでアクティ
ブなフォルムを演出する。

①スキッドガード（フロント・リア 樹脂製 シルバー）�　　　　 各１２,６００円（消費税抜き１２,０００円）
②ランニングボード（シルバー／左右セット）　　　　　　　   ５２,５００円（消費税抜き５０,０００円）

③ハロゲンフォグライト（クリア）　　　　　　　　　　　　   １６,８００円（消費税抜き１６,０００円） 　
　（マルチコートイエロー／マルチコートブルー）　　　　   各１８,９００円（消費税抜き各１８,０００円） 　　　　　
　ガ－ニッシュキット　  　　　　　　　　　　　　　　　   ４,２００円（消費税抜き４,０００円）
④マッドガード パドルライト付（フロント・リア４枚セット）　　　    ２３,１００円（消費税抜き２２,０００円）　
⑤ベースキャリア（ルーフレール非装備車用）  　　　             ２６,７７５円（消費税抜き２５,５００円）
　ルーフアルミラック（シルバー）　　　　　　　　　　  　  ４０,９５０円（消費税抜き３９,０００円）　　　　
⑥フロントグリル　　　　　　　　　　　　　　　　　     １９,９５０円（消費税抜き１９,０００円）

⑦インテリアパネルフルセット（茶木目調）　　　　　　　　  ４２,０００円（消費税抜き４０,０００円）

⑧革巻ステアリングホイール（パンチングレザー＋スムースレザー）  ３９,９００円（消費税抜き３８,０００円）
⑨セレクトノブ（黒本革巻／パンチングレザー）　　　　　　 １０,２９０円（消費税抜き９,８００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。
※別途取付アタッチメントが必要なアイテムがございます。 

２． ＴＯＵＧＨ ａｃｔｉｖｅ（タフ・アクティブ）

２

「クロスロード  ２０Ｘ（４ＷＤ）ＴＯＵＧＨ ａｃｔｉｖｅ」
ディーラーオプション装着車  フロント

「クロスロード  ２０Ｘ（４ＷＤ）ＴＯＵＧＨ ａｃｔｉｖｅ」
ディーラーオプション装着車  リア

※メーカーオプションのサイドシルモール
　（プレミアムスタイルパッケージ）装備車には装着できまん。

※標準装備バンパーに取り付ける場合に必要です。

※許容量 約２１ｋｇ

※パドルライトはフロント（左右）のみとなります。

※インストルメントパネル＋ドアライニング＋スピーカー部
　フルセット（１１箇所）

※フットセット＋ホルダーセット＋バーセット

※標準装備または、メーカーオプションのＩＨＣＣ装備車

　には装着できません。



※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なアイテムがございます。

カメラ映像 カメラ映像

３. 運転のしやすさ、使い勝手を向上させるユーティリティ＆セーフティ用品

３

「クロスロード」純正アクセサリーとして、乗降時のドアオープンに連動して足元を照らすパドルライト付のマッドガードや、見通しの悪い道路などで
運転をサポートするフロントカメラシステム、確認しにくい左前方コーナー部を映像化し、運転をサポートするコーナーカメラシステムや後退時の運
転をサポートするリアカメラシステムなどユーザーの日常の使い勝手を向上させる機能用品が多数ラインアップされている。

【使い勝手を向上させるユーティリティ用品】　　
●   マッドガード パドルライト付 　２３,１００円（消費税抜き２２,０００円）
　    乗降時のドアオープンに加え、キーレスまたはスマートキーでのロック解除に連動してパドルライトが足元を照らし、暗い場所での乗降をサポートします。
　　※パドル（ｐｕｄｄｌｅ）…水たまりの意

●   シートバックバンジーコード　運転席・助手席共用　ブラック／チタン　フック６個＋バンジーコード１本セット　各５,２５０円（消費税抜き各５,０００円）
　　運転席、助手席のシートバックに取り付けるコードとフックを組み合わせた収納アイテム。フックはコンビニフックとしても使用可能。

●   クロスバー　グレー／チタン　バー２本＋クッション２本＋固定ラバー４個セット　各２７,３００円（消費税抜き各２６,０００円）
　　天井スペースを有効活用できる収納アイテム。バーとクッションの組み合わせで、天井スペースに長尺ものの収納が可能です。
　　※メーカーオプションのサイドカーテンエアバッグシステム、サンルーフ装備車には装着できません。
　　※２列目、３列目シートへの乗車時にはバーの取り外しが必要です。（脱着用工具同梱）
　　※クロスバーに物を載せる場合は必ず同梱しているクッションのベルトでしっかり固定してください。

●   カーゴマット
　　２列目シート＋カーゴルーム用セット　ユーティリティパッケージ非装備車用　１５,７５０円（消費税抜き１５,０００円）
　　２列目シート＋カーゴルーム用セット　ユーティリティパッケージ装備車用　　１６,８００円（消費税抜き１６,０００円）
　　カーゴルーム用　ユーティリティパッケージ装備車・非装備車共用　　　　１０,５００円（消費税抜き１０,０００円）
　　簡易防水機能のある素材で荷室を汚れや濡れ物から守ります。
　　※２列目シート＋カーゴルーム用はシートカバー（３列目シート用）およびＩＳＯ ＦＩＸチャイルドシートとの同時使用はできません。
　　※カーゴルーム用は、シートカバー（３列目シート用）との同時使用はできません。

【運転を補助するセーフティ用品】
●   フロントカメラシステム　ギャザズナビコンポ用　カラーＣＭＯＳカメラ　約１２０万画素　３１,５００円（消費税抜き３０,０００円）
　  車両のフロントグリル部分に装着した広角カメラにより、見通しの悪い道路などで、車の先端を少し出すことで左右方向、前方の３方向を同時にナビ画面で確認で
　    きるシステム。車速に連動して作動し、低速走行時および停車時に表示できる。さらにナビ画面に連動した登録地点での表示や、手動での切替も可能。
　    ＊適用可能なナビコンポ　ギャザズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０７９ＣＶ　ＶＸＨ－０７１ＭＣＶｉ　ＶＸＨ－０７１ＭＣＶ　ＶＸＨ－０７２ＣＶ

       ○メーカーオプションのＨｏｎｄａ ＨＤＤインターナビシステム〈リアカメラ付〉用フロントカメラシステム
　　   カラーＣＣＤカメラ　約２５万画素　５７,７５０円（消費税抜き５５,０００円）

●    コーナーカメラシステム　ギャザズナビコンポ用　赤外線ＬＥＤ付・カラーＣＣＤカメラ　約２５万画素　３１,５００円（消費税抜き３０,０００円）
　    運転席から見えにくい左前方をフロントバンパーの左コーナーに装着したカメラによりギャザズナビコンポの画面で確認できるシステム。
　　縦列駐車や狭い駐車場の駐車時、狭い道路の通り抜けなどに便利で、距離感をつかみやすいガイドマーク表示付き、さらに赤外線ＬＥＤにより夜間の使用も可能。        
　　コーナーカメラへの切替は、速度に連動して自動的に切り替えるモード、手動モード、ナビ地図に連動し地点登録ができるなど使い勝手により選ぶことができる。
　    ＊適用可能なナビコンポ　ギャザズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０７９ＣＶ　ＶＸＨ－０７１ＭＣＶｉ　ＶＸＨ－０７１ＭＣＶ　ＶＸＨ－０７２ＣＶ

       ○お得なダブルカメラセット　ギャザズナビコンポ＋２６,２５０円（消費税抜き２５,０００円)
　　   ギャザズナビコンポ＋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得なセット価格を設定。
　　   コーナーカメラシステム単品価格は３１,５００円（消費税抜き３０,０００円）
　　※フロントカメラシステムとコーナーカメラシステムは同時装着できません。

●   リアカメラシステム　ギャザズナビコンポ用　カラーＣＣＤカメラ　約２５万画素　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。ガイド表示あり。

　   ○お得なリアカメラセット　� ギャザズナビコンポ＋１０,５００円（消費税抜き１０,０００円）　
　　   ギャザズナビコンポ＋リアカメラシステムのセットでお得なセット価格を設定。

フロントカメラシステム
ギャザズナビコンポ用

コーナーカメラシステム
ギャザズナビコンポ用

マッドガード パドルライト付 



４

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。

＊１：ＶＸＨ-０７９ＣＶ、ＶＸＨ-０７１ＭＣＶｉ、ＶＸＨ-０７１ＭＣＶ、ＶＸＨ-０７２ＣＶ、ＶＸＨ-０７２Ｃ、ＶＸＤ-０７９ＭＣＶ、ＶＸＤ-０７９Ｃのみ。ＶＸＤ-０７４ＣＶ、ＶＸＤ-０７５Ｃ、ＶＸＤ-０７４Ｃは６.５型ワイドモニター。
＊２：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。　　
※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なアイテムがございます。

純正ナビゲーション・オーディオシステム「Ｇａｔｈｅｒｓ（ギャザズ）」では、「クロスロード」オーディオレス車に、Honda車専用に開発されたＨＤＤナビ
コンポ５機種・ＤＶＤナビコンポ５機種と豊富なオプションが設定されており、メーカーオプションのHondaナビゲーションシステムと合わせて純正ナ
ビゲーションシステムの幅広いラインアップを構成している。

●  ナビゲーションシステム　７.０型ワイドモニター＊１ 、タッチオペレーション採用
　   ・デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０７９ＣＶ　　　　　　　　　　　３４６,５００円（消費税抜き３３０,０００円）
　　  走行中でも、助手席でテレビやＤＶＤビデオが楽しめるＤｕｏ Ｖｉｓｉｏｎ＜デュオビジョン＞を搭載した最上位モデル。

　   ・デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０７１ＭＣＶｉ　　　　　　　　　   ２９４,０００円（消費税抜き２８０,０００円）
　      Ｈｏｎｄａ独自の快適なドライブを味わえる、インターナビ＆フルオプション対応モデル。

　   ・デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０７１ＭＣＶ　　　　　　　　　　２６２,５００円（消費税抜き２５０,０００円）
　     携帯電話ハンズフリー、様 な々メディア再生に対応した、マルチメディアモデル。

　   ・デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０７２ＣＶ　　　　　 　　　　　   ２１０,０００円（消費税抜き２００,０００円）
　      ４倍速ＨＤＤ録音やエンタメ機能を備えた、ハイパフォーマンスモデル。

       ・デュアルサイズＨＤＤナビコンポ　ＶＸＨ－０７２Ｃ　　　　　　　　　　　   １７８,５００円（消費税抜き１７０,０００円）
　      ＴＶ・雑誌情報でお店を検索したり、携帯に地図を送れるエンタメモデル。

       ・デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０７９ＭＣＶ　　　　　　　　　     ２０７,９００円（消費税抜き１９８,０００円）
　      ＤＶＤ、ＭＤ、ＣＤの３メカを搭載した、家族みんなで楽しめる多機能モデル。

       ・デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０７４ＣＶ　　　　　　　　　　    １６５,９００円（消費税抜き１５８,０００円）
　      ｉＰｏｄ　＊２のコントロールやＤＶＤビデオが楽しめる、スタイリッシュモデル。

       ・デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０７９Ｃ　　　　　　　　　    　   １４７,０００円（消費税抜き１４０,０００円）
      　２方向にチルトする新機能を搭載した、７．０型大画面スタンダードモデル。

       ・デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０７５Ｃ　　　　　　　　　　　   １３１,２５０円（消費税抜き１２５,０００円）
　      操作も機能もシンプルな、エントリーモデル。

       ・デュアルサイズＤＶＤナビコンポ　ＶＸＤ－０７４Ｃ　　　　　　　　　　　   １２０,５４０円（消費税抜き１１４,８００円）
　      ｉＰｏｄ　＊２のコントロールもできるベストプライスモデル。

＜オプション＞
●  地上デジタルチューナー　８４,０００円（消費税抜き８０,０００円）
　   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、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。

●  リア席モニター　５７,７５０円（消費税抜き５５,０００円）
　　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－０７９Ｃ、ＶＸＤ－０７５Ｃには装着できません。

●   ｉＰｏｄ＊２接続用ケーブル　１０,５００円（消費税抜き１０,０００円）
　　ナビコンポにｉＰｏｄ    を接続し、ナビ画面から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

●  アダプター ｆｏｒ ｉＰｏｄ＊２　１５,７５０円（消費税抜き１５,０００円）
　    ｉＰｏｄ    をＣＤチャンジャーのように使用できる接続アダプター。接続中は充電も可能。
　　接続可能なヘッドユニット…ギャザズナビコンポＶＸＨ-０７１ＭＣＶｉ、ＶＸＨ-０７１ＭＣＶ、ギャザズオーディオＷＸ-２７２Ｍ、ＭＸ-１５５、ＡＸ-２９９
　　　　　　　　　　　　　 メーカーオプションのＨｏｎｄａ ＨＤＤインターナビシステム〈リアカメラ付〉
　　※一部未対応のｉＰｏｄ　もございます。

●   ＶＴＲコード（ステレオミニプラグタイプ　 ３.５ｍｍ）　２,１００円（消費税抜き２,０００円）
　　ポータブル オーディオプレーヤーをナビコンポで再生するための接続コード。ギャザズナビコンポ全タイプに適用。
　　※ギャザズナビコンポではポータブル オーディオプレーヤーの操作はできません。

●  ＥＴＣ車戴器
　    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。いずれも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のどちらにも連動可能。

 　　ＥＴＣ車戴器　ナビ連動タイプ　�    １６,２７５円（消費税抜き１５,５００円）
 　　ＥＴＣ車戴器　音声ガイドタイプ　�  １４,７００円（消費税抜き１４,０００円・取付アタッチメント含む）
 　　ＥＴＣ車戴器　ブザーガイドタイプ　１０,５００円（消費税抜き１０,０００円・取付アタッチメント含む）

4. 「Gathers」ナビゲーションシステム
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