2018年1月25日

Honda 純正ナビゲーションシステム「Gathers（ギャザズ）
」
プレミアムインターナビを新ラインアップに刷新

株式会社ホンダアクセスは、Honda 車専用に開発した純正ナビゲーションシステム「Gathers（ギャザズ）
」の
新ラインアップ、VXM-187VFNi(9 インチ プレミアム インターナビ)を本日より、VXM-187VFEi(8 インチ
プレミアム インターナビ)、ナビゲーションオプション、ステップワゴン専用となる VXU-187SWi
(10 インチ プレミアム インターナビ)を 2 月 9 日より全国の Honda Cars から発売します。
今回設定する Honda 純正ナビゲーションシステム「Gathers」新ラインアップは、高精細な HD 液晶を
搭載した大画面プレミアムモデルとなります。VXM-187VFNi は 9 インチ、VXM-187VFEi は 8 インチ液
晶を搭載し、光の反射を抑える技術(ダイレクトボンディング)やマルチコート・グレア表面処理により画
質の向上を行いました。また、広大で奥深さを感じさせる「DIATONE SOUND」を搭載し、立体感の
あるサウンドステージを創出します。さらにオプションのハイグレードスピーカーシステムを組み合わ
せることで、車種専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」を設定することが可能となりま
す。
「tuned by DIATONE SOUND」は、アルパイン独自の DD リニア磁気回路を採用した「ハイグレー
ドスピーカー」の性能を最大限に引き出す音響チューニングを実施。ドライブポジションや車室特性を考慮
し、臨場感のあるサウンドを実現します。
ステップワゴン専用となる VXU-187SWi は、VXM-187VFNi をベースにさらに大型となる 10 インチへと
画面サイズを拡大。専用にデザインされたフェイスパネル、大型ハードキーを採用することで、ステップ
ワゴンのインテリアとの調和とさらなる使いやすさを追求しました。
7 インチモデルとなる VXM-185VFi(スタンダード インターナビ)、VXM-184VFi(ベーシック インター
ナビ)、VXM-184Ci(エントリー インターナビ)は継続販売となります。

9 インチ プレミアム インターナビ
VXM-187VFNi

8 インチ プレミアム インターナビ
VXM-187VFEi
ステップワゴン専用
10 インチ プレミアム インターナビ VXU-187SWi※

※ステップワゴン専用デザインで一体感を高める専用フェイスパネルを装着

「商品情報サイト」

http://www.honda.co.jp/navi/

お客様からの商品についてのお問合せ先：
「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 0120-663521」
受付時間：9～12 時、13～17 時（土日･祝日･弊社指定定休日は除く）
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Honda Access Corp.

〒352-8589 埼玉県新座市野火止 8-18-4
URL http://www.honda.co.jp/ACCESS/
ホンダアクセス twitter http://twitter.com/Honda_Access/

8-18-4, Nobidome Niizashi Saitama, 352-8589 Japan

Gathers ナビゲーション

メーカー希望小売価格( )内消費税抜き本体価格

■9 インチ プレミアム インターナビ VXM-187VFNi

226,800 円(210,000 円)

ミニバンにベストマッチ。操作しやすい大型の 9.0 型 HD 液晶モニターを採用。
「DIATONE SOUND」により高音質を追求したハイエンドモデル。
[ナビ機能]
フラッシュメモリー16GB+SD カード(音楽録音+エンターテインメント用)、9.0 型 HD 液晶+ダイレクト

ボンディング、静電容量式タッチパネル、インターナビリンクアップフリー、無償地図更新 3 回 ※ 、
トップメニューカスタマイズ、後席会話サポート、音声認識、Apple CarPlay、NaviCon 友達マップ対応
(スマホアプリ)、Turn by Turn 表示、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサー表示、記念距離
メモリー、マルチビューカメラシステム表示

※…無償地図更新は毎年１回３年間となり最大３回となります。

[AV 機能]

TV 地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVD ビデオ、DVD-VR モード(CPRM)、CD 録音(ミュージックラック®)、

CD(CD±R/RW)、USB(音楽/動画)-オプション-、SD カード<SDXC 対応>(音楽/動画)、Bluetooth®

(オーディオ)、HDMI 接続-オプション-、iPod/iPhone 対応-オプション-、車種専用音響設定(tuned by
DIATONE SOUND)
[オプション]
フロントカメラシステム、コーナーカメラシステム(2 ビュー)、リアワイドカメラシステム、リア席モニター、
ETC2.0/ETC 車載器、リアカメラ de あんしんプラス 2、リアカメラ de あんしんプラス、ドライブレコーダー
(ナビ連動タイプ)、HDMI 接続ジャック&接続コード、USB 接続ジャック&接続コード、AUX 接続コード、
ハイグレードスピーカーシステム

■8 インチ プレミアム インターナビ VXM-187VFEi 2018 年 2 月 9 日発売予定

205,200 円(190,000 円)

高画質で見やすい大型の 8.0 型 HD 液晶モニターを採用。
「DIATONE SOUND」により高音質を追求した上級モデル。
[ナビ機能]
フラッシュメモリー16GB+SD カード(音楽録音+エンターテインメント用)、8.0 型 HD 液晶+ダイレクト

ボンディング、静電容量式タッチパネル、インターナビリンクアップフリー、無償地図更新 3 回 ※ 、

トップメニューカスタマイズ、後席会話サポート、音声認識、Apple CarPlay、NaviCon 友達マップ対応
(スマホアプリ)、Turn by Turn 表示、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサー表示、記念距離
メモリー
※…無償地図更新は毎年１回３年間となり最大３回となります。

[AV 機能]

TV 地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVD ビデオ、DVD-VR モード(CPRM)、CD 録音(ミュージックラック®)、

CD(CD±R/RW)、USB(音楽/動画)-オプション-、SD カード<SDXC 対応>(音楽/動画)、Bluetooth®

(オーディオ)、HDMI 接続-オプション-、iPod/iPhone 対応-オプション-、車種専用音響設定(tuned by
DIATONE SOUND)
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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で参考価格です。

[オプション]
フロントカメラシステム、コーナーカメラシステム(2 ビュー)、リアワイドカメラシステム、リア席モニター、
ETC2.0/ETC 車載器、リアカメラ de あんしんプラス 2、リアカメラ de あんしんプラス、ドライブレコーダー
(ナビ連動タイプ)、HDMI 接続ジャック&接続コード、USB 接続ジャック&接続コード、AUX 接続コード、
ハイグレードスピーカーシステム

■ステップワゴン専用 10 インチ プレミアム インターナビ
VXU-187SWi 2018 年 2 月 9 日発売予定

270,000 円(250,000 円)

インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわったステップワゴン専用デザイン。迫力の「10.0 型 HD 液晶
モニターと「DIATONE SOUND」により高画質・高音質を追求したオススメモデル。
[ナビ機能]
フラッシュメモリー16GB+SD カード(音楽録音+エンターテインメント用)、10 型 HD 液晶+ダイレクト

ボンディング、静電容量式タッチパネル、インターナビリンクアップフリー、無償地図更新 3 回 ※ 、
トップメニューカスタマイズ、後席会話サポート、音声認識、Apple CarPlay、NaviCon 友達マップ対応
(スマホアプリ)、Turn by Turn 表示、ダイナミックガイドライン、パーキングセンサー表示、記念距離
メモリー、マルチビューカメラシステム表示
※…無償地図更新は毎年１回３年間となり最大３回となります。

[AV 機能]

TV 地デジ 12 セグ+ワンセグ、DVD ビデオ、DVD-VR モード(CPRM)、CD 録音(ミュージックラック®)、

CD(CD±R/RW)、USB(音楽/動画)-オプション-、SD カード<SDXC 対応>(音楽/動画)、Bluetooth®

(オーディオ)、HDMI 接続-オプション-、iPod/iPhone 対応-オプション-、車種専用音響設定(tuned by
DIATONE SOUND)
[オプション]
フロントカメラシステム、コーナーカメラシステム(2 ビュー)、リアワイドカメラシステム、リア席モニター、
ETC2.0/ETC 車載器、リアカメラ de あんしんプラス 2、ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)、HDMI 接続
ジャック、AUX 接続コード、ハイグレードスピーカーシステム
【iPod／iPhone に関するご注意】

●iPod／iPhone の機種およびソフトバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。
●使用時に iPod／iPhone のデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。
●原則として接続するナビゲーションよりも後に発売された iPod／iPhone のモデルに関しては、動作保証を致しかねますのでご了承
ください。
●詳しくは【iPod 確認リスト】 http://www.honda.co.jp/navi/support/をご覧ください。

Gathers ナビオプション

メーカー希望小売価格( )内消費税抜き本体価格
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■リアカメラ de あんしんプラス 2(ダブルビュー)

運転支援拡張ユニット

21,600 円(20,000 円)

VXM-187VFNi/187VFEi/ VXU-187SWi/VXM-184VFi 用
車線変更するときや駐車場をバックで出るとき、車線をはみ出しそうになったときなど、リアワイドカメラ
の映像から危険を検知。走行中のさまざまな危険回避をサポートします。リアカメラ de あんしんプラス 2
(ダブルビュー)では、新たに後退駐車サポートにも対応します。
※…車種により、リアカメラ de あんしんプラス 2（ダブルビュー）とリアカメラ de あんしんプラスはいずれかの適用となります。

■11.6 インチリア席モニター

VM-185EN

91,800 円(85,000 円)

VXM-187VFNi/187VFEi/ VXU-187SWi /185VFi 用
迫力の 11.6 インチ Full HD 液晶モニター採用により、走行中でも後席で地上デジタル放送や SD カードなどの
映 像 を 高 画 質 で 楽 し め ま す 。 付 属 の リ モ コ ン で TV の チ ャ ン ネ ル 切 り 替 え や 音 量 の 調 整 と い っ た
ナビゲーション側の設定を後席からの操作が可能※です。

※…ナビゲーション側の TV 試聴に関する設定を操作するにはデジタル配線での接続が必要です。VXM-185VFi、標準装備または
メーカーオプションの Honda インターナビと同時装着した場合、および VXM-187VFNi をリア席モニターにアナログ配線で接続した
場合はリア席モニター付属のリモコンでナビゲーションの機能を操作することはできません。

■ハイグレードスピーカーシステム
4 スピーカーセット（フロント 4 スピーカー）

30,240 円(28,000 円)

6 スピーカーセット（フロント 4 スピーカー＋リア 2 スピーカー）

44,280 円(41,000 円)

8 スピーカーセット（フロント 4 スピーカー＋リア 4 スピーカー）

49,680 円(46,000 円)

アルパイン独自の DD リニア磁気回路を採用し、ダイナミックな低域とクリアな中高域を実現。本格的な
音響空間をつくりだし、臨場感あふれるサウンドステージを演出します。
VXM-187VFNi/VXM-187VFEi/VXU-187SWi と組み合わせることで「tuned by DIATONE SOUND」、
VXM-185VFi と組み合わせることで
「音の匠」
といった車種専用音響チューニングを設定することが可能です。
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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で参考価格です。

