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Honda  Access  Corp.
8-18-4, Nobidome Niiza-shi 
Saitama, 352-8589 Japan

　（株）ホンダアクセス（本社：埼玉県新座市、社長：西浦康親）は、Ｈｏｎｄａ純正ナビゲーション・オーディオシステム「Ｇａｔｈｅｒｓ」
（ギャザズ）※１の新ラインアップを６月４日（月）発表、６月８日（金）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ト
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。運転席と助手席で同時に異なる映像を表示できる「Ｄｕｏ 
Ｖｉｓｉｏｎ」採用のＨＤＤハイエンドモデルから新しい地図メディア、フラッシュメモリーを搭載した次世代エントリーモデルまで
ＨＤＤナビコンポ５機種・ＤＶＤナビコンポ２機種・メモリーナビコンポ１機種を設定。
　ＨＤＤナビモデルは、安定した映像とクリアな音声をテレビで楽しむことのできるワンセグＴＶチューナーやリッピング機能「ミ
ュージックラック※２」を全タイプに内蔵させるなど機能を充実。ＤＶＤナビモデル・メモリーナビモデルは、初心者の方でも使いや
すく、お求めやすい価格設定のモデルとなっており、車両、カーライフ、予算に合わせた選択が可能なラインアップ構成となって
いる。また、Ｈｏｎｄａ独自の高品質なカスタマーケア・サービス「ＱＱコール※３」（有料）を設定し、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な対応も可能。

　ナビコンポの機能を拡張するオプションとしては、運転席から確認し難い場所をナビ画面に映し出し、運転をサポートするカ
メラシステム「コーナーカメラシステム」「フロントカメラシステム」をメモリーナビコンポを除く全モデルに、「リアカメシステム」を全
モデルに設定した。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にセットした「リアカメラ＋コーナーカメラセット」などお求めやすいセット価格を設定する。
　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などがナビ
コンポで楽しめる「ＶＴＲコード」「ＡＵＸ接続コード」「ｉＰｏｄ接続コード」、リア席でテレビやＤＶＤビデオ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４機種を追加。ＵＳＢデバイスの接続がフロントパネルで可能な新世代カーオーディオＣＤ
／ＵＳＢコンポＷＸ-４８０Ｕをはじめ、ユーザーの音楽再生メディアを考慮したラインアップを設定した。
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１

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

Ｈ 0 ７ － 0 ５ － ４ １

■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　音楽ＣＤのデータを読み出し、ハードディスクなどに取り込むこと。音楽ＣＤでは、ＣＤ-ＲＯＭのようなファイルではなく「トラック」という単位で情報が記録されています。
　　   これを取り込み、パソコンなどで扱えるオーディオファイルとして保存する操作を「リッピング」と呼びます。ミュージックラックは、ギャザズオリジナル機能名称です。
※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　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－０８９ＣＶｄｕｏ
走行中でも助手席でテレビやＤＶＤビデオが楽しめる、Ｄｕｏ Ｖｉｓｉｏｎ搭載モデル。

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なＤｕｏ Ｖｉｓｉｏｎ搭載。
安定したテレビの視聴ができるワンセグ放送だけではなく、アナログ放送のチューナーも内蔵しており、幅
広いエリアでテレビ放送を楽しむことが可能。
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〉

４０ＧＢ ＨＤＤナビ・７．０型ワイドＶＧＡ  Ｄｕｏ Ｖｉｓｉｏｎ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ

ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ±Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ミュージックラック（４倍速録音/
同時再生）ＭＰ３・ＷＭＡ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ＦＭ ｄｅ ＴＩＴＥＬ Ⅰ＆Ⅱ※４

ワンセグ・アナログＴＶチューナー・ＡＭ/ＦＭチューナー・サークルサラウンドⅡ・ＤＳＰ・
ＥＱ・ＰＯＳ・５０Ｗ×４・ＡＵＸ入力端子・車速連動ＶＯＬ

リアカメラ対応・フロントカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー
対応・ＥＴＣ対応・リア席モニター対応・ＶＴＲコード対応・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 ２７８，２５０円（消費税抜き ２６５，０００円）

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。
受付時間：９時～１２時、１３時～１７時（土日祝祭日を除く）
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※ｉＰｏｄ   およびｉＴｕｎｅｓ   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（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〉

ｉＰｏｄ   のコントロールやＭＤも楽しめる、音楽メディア充実モデル。

オプションのｉＰｏｄ接続コードを使用し、ｉＰｏｄ  をナビコンポにダイレクトに接続することができる。ｉＰｏｄ  の

操作がナビコンポの画面上で可能なうえ、ｉＴｕｎｅｓ   で管理された写真や動画の再生も可能。
収録した過去の渋滞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」を収録。
テレビや雑誌で紹介されたスポットを多数収録した「ＴＶ・雑誌」情報検索機能は、施設名や営業時間、
定休日などの詳細データも参照可能。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ－０８２ＭＣＶ

４０ＧＢ ＨＤＤナビ・７．０型ワイドＶＧＡ  ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ

ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ±Ｒ/ＲＷ）・ＭＤ（ＭＤＬＰ）・ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ミュージックラッ

ク（４～７倍速録音/同時再生）ＭＰ３・ＷＭＡ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・
ワンセグＴＶチューナー・ＡＭ/ＦＭチューナー・ＤＳＰ・ＥＱ・４３Ｗ×４・車速連動ＶＯＬ

リアカメラ対応・フロントカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー
対応・ＥＴＣ対応・リア席モニター対応・ＶＴＲコード対応・ｉＰｏｄ   対応・
ハンズフリーＴＥＬ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）対応・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 ２５７，２５０円（消費税抜き ２４５，０００円）

Ｒ

Ｒ

Ｒ

〈ナビゲーション機能〉

〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

より安全で快適なカーライフのための、インターナビ・プレミアムクラブ対応モデル。

Ｈｏｎｄａ車オーナーのためのより安全で快適なカーライフを実現する、新しいドライブ情報サービス・ネットワ
ーク「インターナビ・プレミアムクラブ」に対応。
好みやドライブの状況に応じて４つの表示モードで必要な情報をさらに見やすく、強調できる「ターゲット
マップ」機能や、自宅や周辺など良く使う機能をアイコン化しワンタッチで操作ができるよう画面隅に配置
するなどやさしく簡単な操作を実現。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ－０８３ＣＶi

４０ＧＢ ＨＤＤナビ・７．０型ワイドＱＶＧＡ  ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ
インターナビプレミアムクラブ対応

ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ－Ｒ/ＲＷ・ＶＲモード対応）・ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ミュージックラッ
ク（４倍速録音/同時再生）ＭＰ３・ＷＭＡ/ＡＡＣ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）/（ＤＶＤ-Ｒ/ＲＷ）・
ワンセグＴＶチューナー・ＡＭ/ＦＭチューナー・Ｄｉｖ Ｘ対応・５０Ｗ×４

リアカメラ対応・フロントカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー
対応・ＥＴＣ対応・リア席モニター対応・ＶＴＲコード対応・
ハンズフリーＴＥＬ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）対応・ハンズフリーＴＥＬ対応 ＰＤＣ方式、
ＦＯＭＡ用、ａｕ用（ｃｄｍａＯｎｅ方式）、ａｕ用（ＷＩＮ方式）・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 ２４６，７５０円（消費税抜き ２３５，０００円）

〈ナビゲーション機能〉

〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ワンセグ＋アナログチューナーを内蔵した、みんなで楽しめる多機能モデル。

安定したテレビの視聴ができるワンセグ放送だけではなく、アナログ放送のチューナーも内蔵しており、幅
広いエリアでテレビ放送を楽しむことが可能。
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。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ－０８９ＣＶ

４０ＧＢ ＨＤＤナビ・７．０型ワイドＥＧＡ ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ

ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ±Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ミュージックラック（４倍速録音/
同時再生）ＭＰ３・ＷＭＡ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ＦＭ ｄｅ ＴＩＴＥＬ Ⅰ＆Ⅱ・
ワンセグ・アナログＴＶチューナー・ＡＭ/ＦＭチューナー・サークルサラウンドⅡ・ＤＳＰ・
ＥＱ・ＰＯＳ・５０Ｗ×４・ＡＵＸ入力端子・車速連動ＶＯＬ

リアカメラ対応・フロントカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー
対応・ＥＴＣ対応・リア席モニター対応・ＶＴＲコード対応・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 ２２８，３７５円（消費税抜き ２１７，５００円）

〈ナビゲーション機能〉

〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ｉＰｏｄ   のコントロールや多彩なオプションに対応した、ＨＤＤナビのエントリーモデル。

オプションのｉＰｏｄ接続コードを使用し、ｉＰｏｄ  をナビコンポにダイレクトに接続することができる。ｉＰｏｄ   の

操作がナビコンポの画面上で可能なうえ、ｉＴｕｎｅｓ   で管理された写真や動画の再生も可能。
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」を収録。
テレビや雑誌で紹介されたスポットを多数収録した「ＴＶ・雑誌」情報検索機能は、施設名や営業時間、
定休日などの詳細データも参照可能。

デュアルサイズ ＨＤＤナビコンポ  ＶＸＨ－０８２Ｃ

３０ＧＢ ＨＤＤナビ・７．０型ワイドＱＶＧＡ  ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ

ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ミュージックラック（２倍速録音）・ワンセグＴＶチューナー・

ＡＭ/ＦＭチューナー・ＤＳＰ・ＥＱ・４３Ｗ×４・車速連動ＶＯＬ

リアカメラ対応・フロントカメラ対応・コーナーカメラ対応・地上デジタルチューナー
対応・ＥＴＣ対応・リア席モニター対応・ＶＴＲコード対応・ｉＰｏｄ   対応・
ハンズフリーＴＥＬ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）対応・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 １８９，０００円（消費税抜き １８０，０００円）

Ｒ

Ｒ

Ｒ Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ
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■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〉

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

ＤＶＤビデオが楽しめる機能充実の、ＤＶＤハイパフォーマンスモデル。

ナビとＤＶＤが同時に使用できる２デッキ搭載。
目的地やナビの各種設定など使用頻度の高いスイッチをナビのシンプルメニュー画面から簡単に操作が
可能。

デュアルサイズ ＤＶＤナビコンポ  ＶＸＤ－０８５ＣＶ

ＤＶＤナビ・７．０型ワイドＥＧＡ ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ

ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ±Ｒ/ＲＷ）・ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ＭＰ３・ＷＭＡ・
アナログＴＶチューナー・ＡＭ/ＦＭチューナー・３５Ｗ×４・ＡＵＸ入力端子・
車速連動ＶＯＬ

リアカメラ対応・フロントカメラ対応・コーナーカメラ対応・ＥＴＣ対応・
リア席モニター対応・ＶＴＲコード対応・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 １５７，５００円（消費税抜き １５０，０００円）

〈ナビゲーション機能〉
〈ＡＶ機能〉

〈付加機能〉

新しい地図メディア、フラッシュメモリーを搭載した、次世代エントリーモデル

目的地やナビの各種設定など使用頻度の高いスイッチをナビのシンプルメニュー画面から簡単に操作が
可能。
オプションのＳＤカードを利用して検索データの拡張や地図データの年度更新が可能。

デュアルサイズ メモリーナビコンポ  ＶＸＭ－０８５Ｃ

フラッシュメモリーナビ・７．０型ワイドＥＧＡ ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ

ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ＭＰ３・ＷＭＡ・
アナログＴＶチューナー・ＡＭ/ＦＭチューナー・３５Ｗ×４・ＡＵＸ入力端子・
車速連動ＶＯＬ

リアカメラ対応・ＶＴＲコード対応・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 １１３，４００円（消費税抜き １０８，０００円）

操作も機能もシンプルでわかりやすい、ＤＶＤスタンダードモデル。

目的地やナビの各種設定など使用頻度の高いスイッチをナビのシンプルメニュー画面から簡単に操作が
可能。

デュアルサイズ ＤＶＤナビコンポ  ＶＸＤ－０８５Ｃ

ＤＶＤナビ・７．０型ワイドＥＧＡ ・タッチパネル・ＦＭ-ＶＩＣＳ

ＣＤ（ＣＲ-Ｒ/ＲＷ）・ＭＰ３・ＷＭＡ・
アナログＴＶチューナー・ＡＭ/ＦＭチューナー・３５Ｗ×４・ＡＵＸ入力端子・
車速連動ＶＯＬ

リアカメラ対応・フロントカメラ対応・コーナーカメラ対応・ＥＴＣ対応
ＶＴＲコード対応・ＱＱコール対応

メーカー希望小売価格 １４１，７５０円（消費税抜き １３５，０００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。　

■ギャザズ デュアルサイズメモリーナビコンポ
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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。
※ＶＸＭ-０８５Ｃを除く全タイプに適用。

メーカー希望小売価格３１，５００円（消費税抜き ３０，０００円）

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。
ギャザズナビコンポ専用。
※ＶＸＭ-０８５Ｃを除く全タイプに適用。

メーカー希望小売価格３１，５００円（消費税抜き ３０，０００円）

■リアカメラシステム（カラーＣＣＤカメラ/約２５万画素/ガイド表示あり）

*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」はお求めやすいセット価格を設定。

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。
※全機種に適用

メーカー希望小売価格３１，５００円（消費税抜き ３０，０００円）

■コーナーカメラシステム（カラーＣＣＤカメラ/約２５万画素/ガイド表示あり）

■フロントカメラシステム（ＣＭＯＳカメラ/約120万画素）

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３４万画素の高精細画像で、ＤＶＤビデオやテレビなどの映像が楽しめる。
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-０８５Ｃ、ＶＸＭ-０８５Ｃ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）

■リア席モニター（ヘッドレスト取付タイプ）

地上デジタルＴＶ放送を受信するためのチューナー。
４アンテナ・４チューナー装備で受信性能を向上させた。アンテナはクルマのスタイリングを損なわない
フィルムアンテナを採用。また小型化・薄型化を実現し、取付のスマートさにも配慮している。
１２セグ放送・ワンセグ放送を受信状況に応じて自動的に切替える機能を搭載。
※全モデルに適用 

メーカー希望小売価格８４，０００円（消費税抜き８０，０００円）

■地上デジタルチューナー

画面表示イメージ

画面表示イメージ

画面表示イメージ
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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。
※ＶＸＨ-０８２ＭＣＶ，ＶＸＨ-０８２Ｃに適用

メーカー希望小売価格８，４００円（消費税抜き ８，０００円）

携帯音楽プレーヤーをナビコンポに接続して楽しむことができるコード。

メーカー希望小売価格２，１００円（消費税抜き ２，０００円）

■ＡＵＸ接続コード

携帯音楽プレーヤーをナビコンポのＡＵＸ接続端子に接続して楽しむことができるコード。
※ＶＸＨ-０８９ＣＶｄｕｏ、ＶＸＨ-０８９ＣＶ、ＶＸＤ-０８５ＣＶ、ＶＸＤ-０８５Ｃ、ＶＸＭ-０８５Ｃに適用

※ＷＸ-４８０Ｕ、ＷＸ-４８４Ｍ、ＷＸ-４８４Ｔ、ＣＸ-４８４、ＷＸ-４７０Ｍに適用

メーカー希望小売価格１，０５０円（消費税抜き １，０００円）

■iＰｏｄ接続コード

■ＶＴＲコード（ステレオミニプラグタイプ）

ビデオカメラなどをナビコンポに接続して楽しむことができるコード。

メーカー希望小売価格２，１００円（消費税抜き ２，０００円）

■ＶＴＲコード

検索データの拡張が行なえます。
※ＶＸＭ-０８５Ｃに適用

メーカー希望小売価格８，４００円（消費税抜き ８，０００円）

■拡張検索ＳＤメモリーカード

Ｒ

Ｒ

Ｒ Ｒ

※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（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。　
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*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〉

フロントＵＳＢ接続を可能にした次世代ヘッドユニット。

デュアルサイズ ＣＤ/ＵＳＢコンポ  ＷＸ－４８０Ｕ　

ＣＤ・ＣＤ－Ｒ・ＣＤ－ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ・ＡＡＣ・ＵＳＢ・ＥＱ．ＤＳＰ・スペアナ・
ＡＭ/ＦＭ・ＡＵＸ・５０Ｗ×４・車速連動ＶＯＬ

メーカー希望小売価格４７，２５０円（消費税抜き４５，０００円）

〈主な機能〉

シンプルなデザイン、多彩なメディアに対応したＣＤ/ＭＤコンポ。

デュアルサイズ ＣＤ／ＭＤコンポ  ＷＸ－４８４Ｍ

ＣＤ・ＣＤ－Ｒ・ＣＤ－ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ・ＡＡＣ・ＭＤ（ＭＤＬＰ）・ＥＱ・ＤＳＰ・スペアナ・
ＡＭ/ＦＭ・ＡＵＸ・５０Ｗ×４・車速連動ＶＯＬ

メーカー希望小売価格４６，２００円（消費税抜き４４，０００円）

〈主な機能〉

シンプルなデザイン、使いやすさを進化させたＣＤ/カセットコンポ。

ＣＤ・ＣＤ－Ｒ・ＣＤ－ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ・カセット・ＥＱ・ＤＳＰ・スペアナ・
ＡＭ/ＦＭ・ＡＵＸ・５０Ｗ×４・車速連動ＶＯＬ

メーカー希望小売価格３６，７５０円（消費税抜き３５，０００円）

デュアルサイズ ＣＤ／カセットコンポ  WX-484T

〈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コンポ。

ＣＤ・ＣＤ－Ｒ・ＣＤ－ＲＷ・ＭＰ３・ＷＭＡ・ＥＱ・ＡＭ/ＦＭ・ＡＵＸ・５０Ｗ×４・車速連動ＶＯＬ

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－４８４



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。

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ＶＸＭ-０８５Ｃを除くギャザズナビコン
ポに連動。ＶＸＨ-０８９ＣＶｄｕｏ、ＶＸＨ-０８９ＣＶ、ＶＸＨ-０８３ＣＶｉ、ＶＸＨ-０８２ＭＣＶ、ＶＸＨ-０８２Ｃ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。

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１５，９６０円（消費税抜き１５，２００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、クロスロード、ステップ ワゴン、ストリーム、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、カードの挿し忘れを音声で警告する。

以下の車種は本体の取付位置を２箇所から選ぶことができる。
レジェンド、インスパイア、アコード、アコードワゴン、Ｓ２０００、エリシオン、ステップ ワゴン、ＣＲ-Ｖ、クロスロード

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１４，１７５円（消費税抜き １３，５００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。

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

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。
受付時間：９時～１２時、１３時～１７時（土日祝祭日を除く）


