
9V型彩速ナビ 車種別適合情報 (As of 2022/1/17)

取付必要部品

配線キット 純正部品 ※3

トヨタ C-HR H28/12 R01/10 DBA-NGX10

DBA-NGX50

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式（パネル色：ガン

メタ）

品番08606-10020-B0

参考価格\22,000(税込)

または、

・9インチナビ用インパネ取付キット（パネル色：ソフトシ

ルバー）

品番08606-10020-B1

参考価格\22,000(税込)

配線キット：KNA-300EX -

トヨタ C-HRハイブリッド H28/12 R01/10 DAA-ZYX10 ◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式（パネル色：ガン

メタ）

品番08606-10020-B0

参考価格\22,000(税込)

または、

・9インチナビ用インパネ取付キット（パネル色：ソフトシ

ルバー）

品番08606-10020-B1

参考価格\22,000(税込)

配線キット：KNA-300EX -

トヨタ GR86 R03/10 現在 3BA-ZN8 ◎ KNA-200WT オーディオレス車の場合

・アンテナケーブル

品番08663-18010

参考価格550円（税込）

・サブワイヤー

品番08606-18020

参考価格1,100円(税込)

未確認 8スピーカー車（フロントドアスピーカー用別体アンプ付き

車）は取付不可です。

トヨタ RAV4 H31/04 現在 6BA-MXAA54

6BA-MXAA52

◎ KNA-200WT - 配線キット：KNA-300EX オーディオレス車とディスプレイオーディオレス車に取付可能

です。

標準装着のブラケットとクラスターを使用してください。

トヨタ RAV4ハイブリッド H31/04 現在 6AA-AXAH54

6AA-AXAH52

◎ KNA-200WT - 配線キット：KNA-300EX オーディオレス車とディスプレイオーディオレス車に取付可能

です。

標準装着のブラケットとクラスターを使用してください。

トヨタ アクア H26/12 H29/06 DAA-NHP10 ○ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式

品番08606-52020

参考価格\22,000(税込)

配線キット：KNA-300EX 標準装着の車両クラスターの一部(9インチナビ用インパネ

取付キット同梱のクラスターと干渉する部分)を切り取りま

す。

グレードＬは除く

トヨタ アクア H29/06 R03/07 DAA-NHP10

DAA-NHP10H

6AA-NHP10

○ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式

品番08606-52040

参考価格\27,500(税込)

配線キット：KNA-300EX エアコンパネル右上のグロメット受け部分が9インチ用クラ

スター裏に干渉するため、干渉する部分を切り取ります。

グレードＬは除く

トヨタ アルファード H27/01 R01/12 DBA-GGH30W

DBA-GGH35W

DBA-AGH30W

DBA-AGH35W

◎ KNA-200WT - 未確認 標準装着のブラケットとクラスターにて取付可能です。

メーカーオプションナビゲーション装着車とJBLプレミアムサ

ウンドシステム装着車は未確認です。

トヨタ アルファードハイブリッド H27/01 R01/12 DAA-AYH30W ◎ KNA-200WT - 未確認 標準装着のブラケットとクラスターにて取付可能です。

メーカーオプションナビゲーション装着車とJBLプレミアムサ

ウンドシステム装着車は未確認です。

トヨタ ヴィッツ H29/01 R02/01 DAA-NHP130

DBA-KSP130

DBA-NSP130

DBA-NCP131

DBA-NSP135

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ、ブラケット)

品番08606-52030

参考価格\22,000(税込)

配線キット：KNA-300EX 車両クラスターの裏側とセットのサブパネルが当たり、車両

クラスターを車両に装着できない場合は、セットのパネル

面側を下方向寄せして取り付ける必要があります。

トヨタ ヴェルファイア H27/01 R01/12 DAA-AYH30W

DBA-GGH30W

DBA-GGH35W

DBA-AGH30W

DBA-AGH35W

◎ KNA-200WT - × 標準装着のブラケットとクラスターにて取付可能です。

メーカーオプションナビゲーション装着車とJBLプレミアムサ

ウンドシステム装着車は未確認です。

トヨタ ヴェルファイアハイブリッド H27/01 R01/12 DAA-AYH30W ◎ KNA-200WT - × 標準装着のブラケットとクラスターにて取付可能です。

メーカーオプションナビゲーション装着車とJBLプレミアムサ

ウンドシステム装着車は未確認です。

トヨタ ヴォクシー H26/01 現在 DBA-ZRR80G

DBA-ZRR80W

DBA-ZRR85G

DBA-ZRR85W

3BA-ZRR80W

3BA-ZRR85W

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番08695-00J20

参考価格\11,770(税込)

・9インチナビ用インパネ取付キット(チルトアダプター)

品番08695-28340

参考価格\1,430(税込)

配線キット：KNA-300EX パネルの初期位置設定を行う必要があります。詳しくは

MDV-M906HDLの取扱説明書をご参照ください。

トヨタ ヴォクシーハイブリッド H26/02 現在 DAA-ZWR80G

DAA-ZWR80W

6AA-ZWR80W

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番08695-00J20

参考価格\11,770(税込)

・9インチナビ用インパネ取付キット(チルトアダプター)

品番08695-28340

参考価格\1,430(税込)

配線キット：KNA-300EX パネルの初期位置設定を行う必要があります。詳しくは

MDV-M906HDLの取扱説明書をご参照ください。

トヨタ エスクァイア H26/10 R03/12 DBA-ZRR80G

DBA-ZRR85G

3BA-ZRR80G

3BA-ZRR85G

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番08695-00J20

参考価格\11,770(税込)

・9インチナビ用インパネ取付キット(チルトアダプター)

品番08695-28340

参考価格\1,430(税込)

配線キット：KNA-300EX パネルの初期位置設定を行う必要があります。詳しくは

MDV-M906HDLの取扱説明書をご参照ください。

トヨタ エスクァイアハイブリッド H26/10 R03/12 DAA-ZWR80G

6AA-ZWR80G

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番08695-00J20

参考価格\11,770(税込)

・9インチナビ用インパネ取付キット(チルトアダプター)

品番08695-28340

参考価格\1,430(税込)

配線キット：KNA-300EX パネルの初期位置設定を行う必要があります。詳しくは

MDV-M906HDLの取扱説明書をご参照ください。

トヨタ エスティマ H28/06 R01/10 DBA-ACR50W

DBA-ACR55W

◎ KNA-200WT - 配線キット：KNA-300EX 標準装着のブラケットとクラスターにて取付可能です。

トヨタ エスティマハイブリッド H28/06 R01/10 DAA-AHR20W ◎ KNA-200WT - 配線キット：KNA-300EX 標準装着のブラケットとクラスターにて取付可能です。

トヨタ オーリス H27/04 H30/03 DAA-ZWE186H

DBA-NRE185H

DBA-ZRE186H

DBA-NZE181H

DBA-NZE184H

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番55520-12080

参考価格\13,200(税込)

配線キット：KNA-300EX 標準装着のブラケットを使用します。

トヨタ カムリ H29/07 R01/09  DAA-AXVH70 ◎ KNA-200WT - 配線キット：KNA-300EX オーディオレス車に標準装着のブラケットとクラスターにて取

付可能です。

MOPナビ装着車、T-Connect SDナビゲーションシステ

ム装着車は未確認です。

トヨタ カローラスポーツ H30/06 R01/09 6AA-ZWE211H

3BA-NRE210H

3BA-NRE214H

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番55405-12G40-B0

参考価格\13,200(税込)

配線キット：KNA-300EX 標準装着のブラケットを使用します。

クラスターパネル裏とセットのサブパネルの間に、9mm程

度の隙間ができます。

トヨタ タンク H28/11 R02/09 DBA-M900A

DBA-M910A

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(ブラケット)

品番08606-B1010

参考価格\880(税込)

配線キット：KNA-300EX 標準装着の車両クラスターを使用します。

トヨタ ノア H26/01 現在 DBA-ZRR80G

DBA-ZRR80W

DBA-ZRR85G

DBA-ZRR85W

3BA-ZRR80G

3BA-ZRR80W

3BA-ZRR85G

3BA-ZRR85W

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番08695-00J20

参考価格\11,770(税込)

・9インチナビ用インパネ取付キット(チルトアダプター)

品番08695-28340

参考価格\1,430(税込)

配線キット：KNA-300EX パネルの初期位置設定を行う必要があります。詳しくは

MDV-M906HDLの取扱説明書をご参照ください。

トヨタ ノアハイブリッド H26/02 現在 DAA-ZWR80G

DAA-ZWR80W

6AA-ZWR80G

6AA-ZWR80W

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(クラスタ)

品番08695-00J20

参考価格\11,770(税込)

・9インチナビ用インパネ取付キット(チルトアダプター)

品番08695-28340

参考価格\1,430(税込)

配線キット：KNA-300EX パネルの初期位置設定を行う必要があります。詳しくは

MDV-M906HDLの取扱説明書をご参照ください。

トヨタ ハリアー H29/06 R02/06 DBA-ASU60W

DBA-ZSU60W

DBA-ASU65W

DBA-ZSU65W

◎ KNA-200WT - 未確認 オーディオレス車に標準装着のブラケットとクラスターにて取

付可能です。

MOPナビ装着車、T-Connect SDナビゲーションシステ

ム装着車は未確認です。

トヨタ ハリアーハイブリッド H29/06 R02/06 DAA-AVU65W ◎ KNA-200WT - 未確認 オーディオレス車に標準装着のブラケットとクラスターにて取

付可能です。

MOPナビ装着車、T-Connect SDナビゲーションシステ

ム装着車は未確認です。

ステリモ対応 ※2 備考適合可否 ※1メーカー 車種名
年式

(開始)

年式

(終了)
型式



トヨタ プリウス H27/12 現在 DAA-ZVW50

DAA-ZVW51

DAA-ZVW55

6AA-ZVW51

6AA-ZVW55

◎ KNA-200WT - 配線キット：KNA-300EX 標準装着のブラケットとクラスターを使用します。

純正部品の9インチナビ用インパネ取付キット(スペー

サー) 品番86121-47A90　参考価格\2,200(税込)

を使用せずに取付は可能です。使用した場合は、クラス

ター裏とセットのサブパネル間の前後の間(9mm程度)を

埋めることができます。

トヨタ プリウスα H26/11 R03/03 DAA-ZVW40W

DAA-ZVW41W

6AA-ZVW40W

6AA-ZVW41W

○ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式

品番08606-47010

参考価格\22,000(税込)

配線キット：KNA-300EX エアコンコントロールパネル上部にあるフック部分を切り取り

ます。

トヨタ ライズ R01/11 現在 5BA-A200A

5BA-A210A

5AA-A202A

5BA-A201A

3BA-A210A

◎ KNA-200WT ・FITTING KIT（ブラケット、ねじ）

品番08606-B1040

参考価格¥880(税込)

・SUB-WIRE, HEAD UNIT（変換ケーブル）

品番08606-00160

参考価格¥3,850(税込)

配線キット：KNA-300EX オーディオレス車に標準装着のクラスターを使用します。

トヨタ ランドクルーザープラド H29/09 現在 LDA-GDJ151W

LDA-GDJ150W

CBA-TRJ150W

3DA-GDJ150W

3DA-GDJ151W

3BA-TRJ150W

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式

品番08606-60010

参考価格\22,770(税込)

配線キット：KNA-300EX メーカーオプションのプラド・スーパーライブサウンドシステム

装着車は取付不可です。

トヨタ ルーミー H28/11 R02/09 DBA-M900A

DBA-M910A

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット(ブラケット)

品番08606-B1010

参考価格\880(税込)

配線キット：KNA-300EX 標準装着の車両クラスターを使用します。

ホンダ N-BOX H29/09 現在 6BA-JF3

6BA-JF4

DBA-JF3

DBA-JF4

○ KIT9-K20NB

(光沢黒)

- 配線キット：KNA-300EX ナビのシャーシが車両内装に当たる場合は車両内装の一

部を切り取る必要があります

詳細は取説参照

ホンダ N-BOXカスタム H29/09 現在 6BA-JF3

6BA-JF4

DBA-JF3

DBA-JF4

○ KIT9-K20NB

(光沢黒)

- 配線キット：KNA-300EX ナビのシャーシが車両内装に当たる場合は車両内装の一

部を切り取る必要があります

詳細は取説参照

ホンダ N-WGN R01/08 現在 6BA-JH3

6BA-JH4

◎ KIT9-K20NB

(光沢黒)

- 配線キット：KNA-300EX KNA-300EXをKIT9-K20NB同梱の電源コードに接

続すれば使用可能です。

接続方法は下記になります

茶/黄線にSW1を接続

茶/黒線にSW4を接続

ホンダ N-WGNカスタム R01/08 現在 6BA-JH3

6BA-JH4

◎ KIT9-K20NB

(光沢黒)

- 配線キット：KNA-300EX KNA-300EXをKIT9-K20NB同梱の電源コードに接

続すれば使用可能です。

接続方法は下記になります

茶/黄線にSW1を接続

茶/黒線にSW4を接続

ホンダ ステップワゴン H27/04 現在 DBA-RP1

DBA-RP2

DBA-RP3

6BA-RP1

6BA-RP2

6BA-RP3

6AA-RP5

◎ KIT9-K20ST

(光沢黒)

- 配線キット：KNA-300EX KNA-300EXをKIT9-K20ST同梱の電源コードに接続

すれば使用可能です。

接続方法は下記になります

茶/黄線にSW1を接続

茶/黒線にSW4を接続

ダイハツ ロッキー R01/11 現在 5BA-A200S

5BA-A210S

5AA-A202S

5BA-A201S

3BA-A210S

◎ KNA-200WT ・車両信号変換ケーブルA

　品番08541-K9049

　参考価格\1,650(税込)

・FITTING KIT（ブラケット、ねじ）

品番08606-K1010

参考価格¥880（税込）

未確認 オーディオレス車に標準装着のクラスターを使用します。

ホンダ ステップワゴンスパーダ H27/04 現在 DBA-RP3

DBA-RP4

6BA-RP3

6BA-RP4

6AA-RP5

◎ KIT9-K20ST

(光沢黒)

- 配線キット：KNA-300EX KNA-300EXをKIT9-K20ST同梱の電源コードに接続

すれば使用可能です。

接続方法は下記になります

茶/黄線にSW1を接続

茶/黒線にSW4を接続

ダイハツ トール R02/09 現在 4BA-M900S

5BA-M900S

5BA-M910S

◎ KNA-200WT ・ナビオーディオ取付キット(ブラケット)

品番08606-K1014

参考価格\1,320(税込)

・車両信号変換ケーブルA

品番08541-K9049

参考価格￥1,650円(税込)

未確認 ―

SUBARU ジャスティ R02/09 現在 5BA-M900F

5BA-M910F

◎ KNA-200WT ・ナビオーディオ取付キット(ブラケット)

品番08606F1014

参考価格\1,320(税込)

・車両信号変換ケーブルA

品番08541F9049

参考価格￥1,650円(税込)

未確認 ―

トヨタ ルーミー R02/09 現在 4BA-M900A

5BA-M900A

5BA-M910A

◎ KNA-200WT ・ナビオーディオ取付キット(ブラケット)

品番08606-B1140

参考価格\1,320(税込)

・SUB-WIRE HEAD UNIT

品番08606-00160

参考価格￥3,850円(税込)

未確認 ―

トヨタ C-HR R02/08 現在 3BA-NGX10

3BA-NGX50

◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式

品番08606-10030-B1（パネル色：ソフトシル

バー）

参考価格\22,000(税込)

または、

・9インチナビ用インパネ取付キット

品番08606-10040-B1（パネル色：ソフトシル

バー）

品番08606-10040-B3（パネル色：メタルストリー

ム）

品番08606-10040-B4（パネル色：スモークシルバー

メタリック）

配線キット：KNA-300EX ディスプレイオーディオレス車に取付可能です。

トヨタ C-HRハイブリッド R02/08 現在 6AA-ZYX11 ◎ KNA-200WT ・9インチナビ用インパネ取付キット一式

品番08606-10030-B1（パネル色：ソフトシル

バー）

参考価格\22,000(税込)

または、

・9インチナビ用インパネ取付キット

品番08606-10040-B1（パネル色：ソフトシル

バー）

品番08606-10040-B3（パネル色：メタルストリー

ム）

品番08606-10040-B4（パネル色：スモークシルバー

メタリック）

配線キット：KNA-300EX ディスプレイオーディオレス車に取付可能です。

SUBARU BRZ R03/07 現在 3BA-ZD8 ◎ CA-723N オーディオレス車の場合

・ラジオアンテナ変換コード

品番H0017VC910

参考価格1,320円（税込）

配線キット：KNA-300EX 6スピーカー車に取付可能です。

8スピーカー車（フロントドアスピーカー用別体アンプ付き

車）は取付不可です。

2スピーカー車は未確認です。

※1　適合可否：◎車両部品加工なしで取付可能、　○車両部品の加工有り

※2　ステリモ情報の詳細は、Webのステアリングリモコン適合情報参照

※3　純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


