
　株式会社ホンダアクセス（社長：西浦康親）は、新型車Honda「フリード」の発売に合わせ、リビングをコーディ
ネイトする感覚で車内の空間づくりを自由に楽しめる商品をラインアップした純正アクセサリーを、5月30日（金）
全国のHonda Carsより発売する。

　明確な趣向や考えを持つ世代のお客様をターゲットとする「フリード」では、純正アクセサリーでも自分だけ
の演出を楽しめる「選べる楽しさ」をコンセプトに、趣味、実用、ファミリーユースなど幅広いご要望に応える多
彩な商品をラインアップ。車両と同時一体開発された純正アクセサリーならではのベストマッチング・ベストデザ
インに加え高い品質基準をクリアした商品をそろえた。
　インテリアでは、「フリード」の車内に心地よさ、上質感、利便性をプラスする多様なアイテムを用意。自分の家
のインテリアをコーディネイトするように、色・素材感の異なるドレスアップアイテム、収納アイテムを組み合わせ、
好みのインテリアを作ることができる。例えばフロアカーペットマットなどの基本アイテムからでも、カラーコー
ディネイトを楽しめるような商品構成となっている。また、「フリード」の利便性をさらにアップさせるためのラゲ
ッジアイテムも充実。使い勝手に応じてさまざまなライフシーンをサポートする。
　エクステリアでは、車両の伸びやかなフォルムを活かしつつも個性的なスタイリングを実現するドレスアップア
イテムを提案。ハロゲンフォグライト、ビームライト、センサーなどをもすっきり納められるデザインとなっている。
また、純正ならではの運転をサポートする用品も充実している。

　「フリード」の発売に合わせ、Honda純正ディーラーオプションナビ・オーディオシステム「Gathers」（ギャザ
ズ）の新ラインアップも発売。ギャザズデュアルサイズナビコンポは、HDD・SSD※1・フラッシュメモリーと異なる
３つのメディアを採用し、HDDナビ4機種、SSDナビ・メモリーナビ各1機種と、お客様のニーズに合わせて選び
やすい６機種のラインアップとなった。
　さらに従来HDDナビコンポ1機種に設定されていたインターナビ対応モデルを、コストパフォーマンスに優れ
たSSDナビコンポにも拡大。インターナビ・プレミアムクラブのサービスを受けられるディーラーオプションナビ
が２機種となった。ナビコンポ、オーディオともに純正ディーラーオプションとして保証される高い品質はもちろ
ん、車両の天井にきれいに収まるリア席モニター（ルーフ取付タイプ）や運転をサポートするフロント／リア／コー
ナーカメラ、ドライブレコーダー、ナビ連動ETC車載器などの、ドライブをさらに便利にする周辺機器も数多く
取り揃えている。
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Honda 「フリード」純正カーアクセサリーを発売
Honda純正ディーラーオプションナビ・オーディオ「Gathers」（ギャザズ）新ラインアップを発売

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。
株式会社ホンダアクセス　広報室
〒352-8589 埼玉県新座市野火止8-18-4
URL  http://www.honda.co.jp/ACCESS/

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

「フリード」 ディーラーオプション装着車 「Gathers」 SSDインターナビモデル
VXS-092CVi（インターナビ対応機種）フリード装着例

※１ SSD：ソリッドステートドライブ・・・・・・フラッシュメモリーとコントローラーが一体になり、データの書き込みがスピーディに行える次世代の記憶媒体



①フロアカーペットマット
　3列シート車用　¥29,400（消費税抜き¥28,000）／2列シート車用　¥21,000(消費税抜き¥20,000）
　内装色にマッチするモノトーンのシャギータイプ（チャコールブラック/アッシュホワイトの２色）と、カラーコーディネイト
　を楽しめる格子柄タイプ（インディゴブルー/シナモンブラウンの２色）を用意。

②インテリアパネル 木目調／革調／メタル調　¥12,600（消費税抜き¥12,000）
　車両のインパネにぴったり納まる後付感のないインテリアパネル。木目、革、メタルの3つの異なる素材感から選べる。

⑦サイドパイプラックシステム
　２列シート車のラゲッジを自在に活用するためのシステム。荷物を固定するためのパイプやフックなどを
　使い勝手に応じて選び装着し、さまざまな収納に対応する。
　サイドパイプラック（右用／左用）
　クロスバーロング（2本セット）
　フックキット
　ラゲッジルームネット

ハーフラック（左右共用）
クロスバーショート（1本）
トレイ

¥15,750（消費税抜き¥15,000）
¥5,250（消費税抜き¥5,000）
¥8,400（消費税抜き¥8,000）

各¥18,900（消費税抜き 各¥18,000）
¥10,500（消費税抜き¥10,000）
¥1,890（消費税抜き¥1,800）
¥10,500（消費税抜き¥10,000）

⑥アロマモーメント　ディフューザーキット　¥2,940（消費税抜き¥2,800）
　シガーソケットに差し込んでアロマオイルを芳香させるディフューザーとHondaオリジナルブレンドのアロマオイルの
　セット。オイルは異なるアロマテラピー効果の6種類から選べる。

⑤インテリアイルミネーションセット（ブルー／ナイトカフェアンバー）
　インパネ／カップホルダー／ピラーイルミネーション／フットライトの4点セット　セット価格¥63,000（消費税抜き¥60,000）
　車両と一体開発による美しくムードあふれる間接照明で車内の上質感をアップ。夜のカフェテリアを連想させる暖かい
　アンバー色と、大人のナイトドライブを演出するクールなブルーの2色が用意されている。
　セットではなく個別で装着することも可能。

④シートカバー
　エプロンタイプ（生成り調）

　革調＋メッシュコンビタイプ（ブラック／タン）

　エプロンタイプは、さらっとした肌触りを大切に生地から開発したシートカバー。着脱も簡単で洗濯も可能。
　革調＋メッシュコンビタイプは、シートの背面までフルカバーし車内をより上質なイメージに。

③センターコンソール（ダークウッド／ライトウッド）　¥23,100（消費税抜き¥22,000）
　プライウッド家具をイメージさせる新感覚のセンターコンソール。樹脂と天然の木粉を使いやさしい風合いを実現。

1列目用＋2列目用セット
3列目用
1列目用＋2列目用セット
3列目用

¥31,500（消費税抜き¥30,000）
¥14,700（消費税抜き¥14,000）
¥57,750（消費税抜き¥55,000）
¥21,000（消費税抜き¥20,000）
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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（消費税込み）で参考価格です。

インテリアコーディネイト例

サイドパイプラックシステム装着例
センターコンソール アロマモーメント

インテリアイルミネーション装着例

1. インテリア 主なアクセサリー



①Moduloフロントバンパー　¥47,250（消費税抜き¥45,000）
　低重心を強調した個性的なフロントスタイルをつくりだすフロントバンパー。フォグライト、ビームライトをすっきり収める
　デザイン。
②Moduloフロントグリル　¥28,350（消費税抜き¥27,000）
　グリル部分にボディ同色のパーツをあしらい、ボールド感を追加。

⑨センサー
　フロント4センサー、リア2センサーをバンパーにビルトイン。
　障害物の存在を広範囲に検知。障害物存在を広範囲に検知。いずれもカラー対応で目立たず装着。
　フロントセンサー（超音波感知システム・4センサー）
　リアセンサー（超音波感知システム・2センサー）

¥33,600（消費税抜き¥32,000）
 ¥26,250（消費税抜き¥25,000）

⑧ビームライト　¥16,800（消費税抜き¥16,000）
　イグニッションに連動して点灯するデイライト。対向車や歩行者に対して注意を促すことができる。

クリア
マルチコートイエロー
マルチコートブルー
取付アタッチメント

¥16,800（消費税抜き¥16,000）
¥18,900（消費税抜き¥18,000）
¥18,900（消費税抜き¥18,000）
¥12,600（消費税抜き¥12,000）

⑦ハロゲンフォグライト
　Moduloフロントバンパー用には丸型、標準バンパー用には楕円型のそれぞれ3色を設定。

⑥Moduloアルミホイール
　純正ならではの高い品質基準に基づき、さまざまな強度試験をクリア。
　ハブ穴やオフセットが高い精度で車両にぴったり合っているので安心。フリードの乗り心地や操縦安定性を確保する。
　アルミホイールMS-010（16×6J オフセット53mm）　　　¥26,250/本（消費税抜き¥25,000/本）

MS-012（15×5 1/2J オフセット50mm）　¥24,150/本（消費税抜き¥23,000/本）
MG-005（14×5 1/2J オフセット50mm）　¥16,800/本（消費税抜き¥16,000/本）
ME-003（14×5 1/2J オフセット50mm）　¥13,125/本（消費税抜き¥12,500/本）

⑤Moduloテールゲートスポイラー
　フロントバンパー、ロアスカート・サイド／リアと合わせてスポーティなドレスアップを完成。

④Moduloロアスカート リア用 ¥37,800（消費税抜き¥36,000）
¥33,600（消費税抜き¥32,000）

③Moduloロアスカート サイド用（ウェルカムライト付）　¥65,100（消費税抜き¥62,000）
　低重心を強調するラインをサイドに追加すると同時に、夜間での乗降に便利なウェルカムライト付。
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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（消費税込み）で参考価格です。

ディーラーオプション装着者 サイドスタイリング

アルミホイールMS-010（16インチ） アルミホイールMS-012（15インチ） アルミホイールMS-005（14インチ） アルミホイールMS-003（14インチ）

ディーラーオプション装着者 リアスタイリング

2. エクステリア 主なアクセサリー

「商品情報サイト」 フリードアクセサリーホームページ　http：//www.honda.co.jp/ACCESS/freed/

※エアログレードに装着の場合は別途取付アタッチメント¥3,150（消費税抜き¥3,000）が必要です。

※標準バンパーに装着の場合は別途カラーガーニッシュ¥6,300（消費税抜き¥6,000）が必要です。

※標準バンパー/エアロフォルムバンパーに装着の場合は別途カラーガーニッシュ¥6,300（消費税抜き¥6,000）が必要です

※取付アタッチメント含む
※取付アタッチメント含む



【インターナビ対応モデル】
①SSDインターナビモデル　VXS-092CVi　¥176,400（消費税抜き¥168,000）
　次世代メディアSSD※１搭載モデルが新登場。インターナビ・プレミアムクラブ対応で　
　インターナビVICS、地図データ無償更新（1回）などのサービスを受けることができる。
　Bluetooth搭載でハンズフリーもOK。

②HDDインターナビモデル　VXH-093CVi　¥225,750（消費税抜き¥215,000）
　インターナビ・プレミアムクラブ対応。インターナビVICS、地図データ無償更新（1回）
　インターナビウェザーなどのサービスを受けることができる。
　定額制データ通信を含む６パターンの通信方法（FOMA、PDC、au（cdmaOne方式）、
　WIN、Bluetooth、インターナビ･データ通信USB〈ウィルコム製〉）が使用できる。

【12セグ対応モデル】
③HDD12セグトップモデル　VXH-098CVU　¥281,400（消費税抜き¥268,000）
　12セグ地デジ放送を高精細VGA画面で楽しめる、多彩なオプションに対応した
　ハイエンドモデル。

④HDD12セグモデル　VXH-098CV　¥241,500（消費税抜き¥230,000）
　高画質な地デジ放送を手軽に楽しめる。優れた総合力が魅力の多機能ナビ。

【スタンダード・ベーシックモデル】
⑤HDDスタンダードモデル　VXH-092CV　¥207,900（消費税抜き¥198,000）
　オーディオ機能やエンタメ機能が充実、家族みんなで楽しめるスタンダードナビ。

⑥メモリーベーシックモデル　VXM-095C　¥134,400（消費税抜き¥128,000）
　フラッシュメモリーによる高速レスポンスを実現。
　操作も機能もシンプルで使いやすいベーシックナビ。
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3. ギャザズ ナビゲーションシステム

※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です。

「商品情報サイト」Gathersインターナビモデル スペシャルコンテンツ　http：//www.premium-club.jp/gathers/
Gathersホームページ　http：//www.honda.co.jp/navi/

※１ SSD：ソリッドステートドライブ・・・フラッシュメモリーとコントローラーが一体になり、データの書き込みがスピーディに行える次世代の記憶媒体

VXS-092CVi

VXH-093CVi

VXH-098CVU

VXH-098CV

VXH-092CV

VHM-095C

〈主な機能〉

〈オプション〉

SSD（8GB）/7.0型QVGAモニター/３Dジャイロ/FM-VICS/インターナビ
QQコール（有料）/ワンセグ/DVDビデオ/DVD-VRモード/CD録音/CD（CD-R/RW）
SDカード対応/MP3対応
フロントカメラシステム/リアカメラシステム/コーナーカメラシステム/リア席モニター
ETC車載器（ナビ連動タイプ）/VICS光・電波ビーコンユニット/iPod接続コード/リモコン

〈主な機能〉

〈オプション〉

HDD（40GB）/7.0型QVGAモニター/3Dジャイロ/FM-VICS/インターナビ
QQコール（有料）/ワンセグ/DVDビデオ/DVD-VRモード/CD録音
CD（CD-R/RW）/MP3・WMA・AAC・DivX対応
フロントカメラシステム/リアカメラシステム/コーナーカメラシステム/リア席モニター
ETC車載器（ナビ連動タイプ）/VICS光・電波ビーコンユニット

〈主な機能〉

〈オプション〉

HDD（40GB）/7.0型高精細VGAモニター/3Dジャイロ/FM-VICS/QQコール（有料）
12セグ・ワンセグ/DVDビデオ/DVD-VRモード/CD録音/CD（CD-R/RW）
USBオーディオ再生/SDカード対応/MP3・WMA・AAC対応
フロントカメラシステム/リアカメラシステム/コーナーカメラシステム/リア席モニター
ETC車載器（ナビ連動タイプ）/VICS光・電波ビーコンユニット/iPod接続コード/リモコン

〈主な機能〉

〈オプション〉

HDD（40GB）/7.0型QVGAモニター/3Dジャイロ/FM-VICS/QQコール（有料）
12セグ・ワンセグ/DVDビデオ/DVD-VRモード/CD録音/CD（CD-R/RW）
USBオーディオ再生（オプション）/SDカード対応/MP3・WMA・AAC対応
フロントカメラシステム/リアカメラシステム/コーナーカメラシステム/リア席モニター
ETC車載器（ナビ連動タイプ）/VICS光・電波ビーコンユニット/USB接続コード
iPod接続コード/リモコン

〈主な機能〉

〈オプション〉

HDD（40GB）/7.0型高精細VGAモニター/3Dジャイロ/FM-VICS/QQコール（有料）
ワンセグ/DVDビデオ/DVD-VRモード/CD録音/CD（CD-R/RW）
USBオーディオ再生（オプション）/SDカード対応/MP3・WMA・AAC対応
フロントカメラシステム/リアカメラシステム/コーナーカメラシステム/リア席モニター
ETC車載器（ナビ連動タイプ）/VICS光・電波ビーコンユニット/USB接続コード
iPod接続コード/リモコン

〈主な機能〉

〈オプション〉

フラッシュメモリー（2GB）＋SD（2GB）/7.0型EGAモニター/2Dジャイロ/FM-VICS
検索データ専用SDカードスロット/QQコール（有料）/ワンセグ/CD（CD-R・W）
MP3・WMA対応
リアカメラシステム/AUX接続コード



【エンターテインメント】
①リア席モニター（ルーフ取付タイプ）　本体¥54,600（消費税抜き¥52,000）
　ルーフ取付タイプの8インチワイドQVGAディスプレイ採用のリア席モニターが新登場。
　リアシートからナビで再生するDVDビデオ、TVなどを楽しめる。使用しない時は
　折りたたんですっきり収納。LEDルームランプ付きで照明機能も装備している。

【運転サポート】

③コーナーカメラシステム　本体￥31,500（消費税抜き¥30,000）
　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
　よりナビ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。
　カラーCCDカメラ（約25万画素）ガイド表示あり。

④リアカメラシステム　本体¥31,500（消費税抜き¥30,000）
　夜間でも見やすいカラーＣＣＤカメラ（約25万画素）で後退時の安全をサポートする。
　●お得なリアカメラセット　ギャザズナビコンポ＋¥10,500（消費税抜き¥10,000）
　　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。

⑥ETC車載器
　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タイプを用意。
　ETC車戴器 ナビ連動タイプ　　 15,960円（消費税抜き15,200円）
　ETC車戴器 音声ガイドタイプ　　14,175円（消費税抜き13,500円）
　ETC車戴器 ブザーガイドタイプ　10,500円（消費税抜き10,000円）

⑤ドライブレコーダー　本体¥49,350（消費税抜き¥47,000）
　急ブレーキや急ハンドル、車体に衝撃が加わると、ブザーで警告するとともにその前
　後20秒のデータを保存。装着することによりドライバーの安全運転への意識を高め、
　事故防止効果をアップする。保存した画像、音声、加速度、日時をパソコンで確認す
　ることができ、オプションの映像コード・VTRコードを使用すればナビ画面で映像を
　再生することも可能。さらに任意で画像を保存できるオプションスイッチも用意され
　ている。
　　映像コード　　　　 ¥1,050（消費税抜き¥1,000）
　　VTRコード　 　　　¥2,100（消費税抜き¥2,000）
　　オプションスイッチ　¥2,100（消費税抜き¥2,000）

②フロントカメラシステム　本体¥31,500（消費税抜き¥30,000）
　ライセンスフレームを利用して車両のフロント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。カラーCMOSカメラ（約120万画素）
　　ライセンスフレーム・フロント用　¥3,675（消費税抜き¥3,500）
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4. ギャザズ ナビゲーションシステム 周辺機器

※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。

リア席モニター（ルーフ取付タイプ）

フロントカメラシステム

コーナーカメラシステム

リアカメラシステム

ドライブレコーダー

※取付アタッチメント含む
※取付アタッチメント含む




