
8V型彩速ナビ 車種別適合情報

エスカッション 配線キット 純正部品　※3

アクア H23/12～H26/12 DAA-NHP10 ○ - - -

配線キット：KIT8-14AQ同梱
※トヨタ純正品番：08695-
00F30
　 参考価格￥1,000（税抜き）
が必要

車両側のナビゲーション取付部の周辺のクリッ
プ受け穴4カ所を切り取ります。
メーカーパッケージオプションの専用オーディオ
（CD+AM/FM)装着車は未確認です。

アクア
※グレードＬを除く

H26/12～H29/6 DAA-NHP10 ○
KIT8-18T
(光沢黒)

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\20,000(税抜き)

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。

アクア
※グレードＬを除く

H29/6～現在
DAA-NHP10
DAA-NHP10H

○
KIT8-18T
(光沢黒)

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\25,000(税抜き)

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。

アルファード 未確認

ヴェルファイア ×

ヴィッツ H29/1～R2/1
DAA-NHP130
DBA-KSP130
DBA-NSP130

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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\20,000(税抜き)

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。

ヴォクシー

ノア

エスクァイア H26/10～現在

エスティマ/エスティマハイブリッド H28/6～R1/10
DAA-AHR20W
DBA-ACR50W
DBA-ACR55W

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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。

オーリス H27/4～H30/3

DAA-ZWE186H
DBA-NRE185H
DBA-ZRE186H
DBA-NZE181H
DBA-NZE184H

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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\12,000(税抜き)

配線キット：KNA-300EX 標準装着のブラケットを使用します。

カムリ H29/7～R1/9  DAA-AXVH70 ○
KIT8-18T
(光沢黒)

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。ただし、純正ブラケッ
トの位置決め用の突起片側1カ所（左右計2カ
所）を削ります。
ブラケットのねじ固定は、片側2点固定です。

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。

カローラスポーツ H30/6～R1/9
6AA-ZWE211H
3BA-NRE210H
3BA-NRE214H

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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\12,000(税抜き)

配線キット：KNA-300EX 標準装着のブラケットを使用します。

シエンタ H27/7～現在

6AA-NHP170G
DAA-NHP170G
DBA-NSP170G
DBA-NSP172G
DBA-NCP175G

○ - - - 配線キット：KNA-300EX
純正クラスターパネルの一部に穴を開けます。
詳細は取説参照

タンク

ルーミー

ハイエース
(スーパーGL標準ボディ)

H25/12～現在

QDF-KDH201V-SRPEY
LDF-KDH206V-SRPEY
QDF-GDH201V-SRTEY
CBF-TRH200V-SRTEK
QDF-GDH206V-SRTEY

○ - - - 未確認
純正クラスターパネルの一部を切り取ります。
詳細は取説参照

ハリアー H29/6～R2/6

DAA-AVU65W
DBA-ASU60W
DBA-ZSU60W
DBA-ASU65W
DBA-ZSU65W

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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。

プリウス H23/12～H27/11 DAA-ZVW30

プリウスPHV H24/1～H28/12 DAA-ZVW35

プリウス H27/12～現在
DAA-ZVW50
DAA-ZVW51

○
KIT8-18T
(光沢黒)

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。ただし、純正ブラケットの位置決め突起片
側2カ所（左右計4カ所）を削ります。

プリウスα H23/5～H26/11
DAA-ZVW40W
DAA-ZVW41W

○ - - - KIT8-14PA同梱
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。

プリウスα H26/11～現在
DAA-ZVW40W
DAA-ZVW41W

○
KIT8-18T
(光沢黒)

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\20,000(税抜き)

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。

ライズ R1/11～現在
5BA-A200A
5BA-A210A

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

KNA-200WT

・FITTING KIT（ブラケット、ねじ）
品番08606-B1040

参考価格¥800
・SUB-WIRE HEAD UNIT（変換ケーブル)

品番08606-00160
参考価格¥3,500(税抜き)

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。

ランドクルーザー プラド H29/9～現在
LDA-GDJ151W
LDA-GDJ150W
CBA-TRJ150W

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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\20,700(税抜き)

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。

Ｃ－ＨＲ H28/12～R1/10
DAA-ZYX10
DBA-NGX50

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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\20,000(税抜き)

　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\20,000(税抜き)

配線キット：KNA-300EX -

RAV4 H31/4～現在

6BA-MXAA54
6BA-MXAA52
6AA-AXAH54
6AA-AXAH52

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

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。

備考
純正クラスタパネル＆（エスカッションモデル名）取付

配線キット：KIT8-14VN同梱-

ステリモ対応 ※2

KIT8-18T
(光沢黒)

-
車両クラスター開口部の下側にあるクリップ受
け穴3カ所を切り取ります。

・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\800(税抜き)
標準装着の車両クラスターを使用します。

- -

配線キット：KNA-300EX

-

KNA-200WT

-- KIT8-14PR同梱

メーカー 車種名 年式 型式 適合可否 ※1

トヨタ

○

◎

◎

H28/11～現在
DBA-M900A
DBA-M910A

H26/1～現在
DAA-ZWR80G
DAA-ZWR80W
DBA-ZRR80G
DBA-ZRR80W
DBA-ZRR85W
DBA-ZRR85G

KIT8-18T
(光沢黒)

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。ただし、純正ブラケットの位置決め用の突
起片側2カ所（左右計4カ所）を削ります。
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。

H27/1～R1/12

DAA-AYH30W
DBA-GGH30W
DBA-GGH35W
DBA-AGH30W
DBA-AGH35W

○
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エスカッション 配線キット 純正部品　※3
備考

純正クラスタパネル＆（エスカッションモデル名）取付
ステリモ対応 ※2メーカー 車種名 年式 型式 適合可否 ※1

セレナ H22/11～H28/8

DAA-HC26
DAA-HFC26
DBA-C26
DBA-FC26
DBA-NC26
DBA-FNC26
DBA-FPC26
DBA-FNPC26

◎ - - - KIT8-14SE同梱 -

デイズ
（マニュアルエアコン車を除く)

H25/6～H31/3 DBA-B21W ○ - - - KIT8-14DE同梱 純正クラスターパネルの一部を切り取ります。

ホンダ

ステップワゴン/
　　ステップワゴン スパーダ

H27/4～現在

DBA-RP1
DBA-RP2
DBA-RP3
DBA-RP4
6AA-RP5

◎ - - - 配線キット：KNA-300EX -

フィット
(メーカーオプションナビ装着車を
除く)

H25/9～R2/2

DBA-GK3
DBA-GK4
DBA-GK5
DBA-GK6
DAA-GP5
DAA-GP6

◎ - - - KIT8-14FI同梱 -

フリード/フリード+ H28/9～現在

DBA-GB5
DBA-GB6
DAA-GB7
DAA-GB8

◎ - - - 配線キット：KNA-300EX -

Ｎ-ＢＯＸ/Ｎ－ＢＯＸカスタム H23/12～H27/2
DBA-JF1
DBA-JF2

○ - - - KIT8-14NB同梱
車両側のナビゲーション取付部の周辺のツメ4カ
所とクリップ受け穴2カ所を切り取ります。

Ｎ-ＢＯＸ/Ｎ－ＢＯＸカスタム H29/9～現在
DBA-JF3
DBA-JF4

◎ - - - 配線キット：KNA-300EX -

N-WGN/N-WGN カスタム H25/11～R1/8
DBA-JH1
DBA-JH2

◎ - - - 配線キット：KNA-300EX -

N-WGN/N-WGN カスタム R1/8～現在
6BA-JH3
6BA-JH4

◎ - - - 未確認 -

三菱

ｅＫワゴン
（マニュアルエアコン車を除く)

H25/6～H31/3 DBA-B11W ○ - - - KIT8-14DE同梱
純正クラスターパネルの一部を切り取り加工し
ます。

マツダ

ＣＸ－５
(BOSEサウンドシステム装着車を
除く)

H24/2～H26/12

DBA-KEEFW
DBA-KEEAW
LDA-KE2FW
LDA-KE2AW
DBA-KE5FW
DBA-KE5AW

◎ - - - KIT8-14CX同梱 -

インプレッサ スポーツ
（マニュアルエアコン車を除く)

H26/11～H28/10

DBA-GP2
DBA-GP3
DBA-GP6
DBA-GP7
DAA-GPE

インプレッサ　G4
（マニュアルエアコン車を除く)

H26/11～H28/10

DBA-GJ2
DBA-GJ3
DBA-GJ6
DBA-GJ7

インプレッサＸＶ
（マニュアルエアコン車を除く)

H26/12～H27/5
DBA-GP7
DAA-GPE

ダイハツ

ロッキー R1/11～現在
5BA-A200S
5BA-A210S

◎
KIT8-18T
(光沢黒)

KNA-200WT

・車両信号変換ケーブルA
　品番08541-K9049

　参考価格\1,500(税抜き)
・FITTING KIT（ブラケット、ねじ）

品番08606-K1010
参考価格¥800（税抜き）

未確認 標準装着の車両クラスターを使用します。

- KIT8-14MP同梱
エアコンコントロールパネルの一部を切り取りま
す。

--

日産

スバル

○
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エスカッション 配線キット 純正部品　※3
備考

純正クラスタパネル＆（エスカッションモデル名）取付
ステリモ対応 ※2メーカー 車種名 年式 型式 適合可否 ※1

イグニス H28/2～現在
DAA-FF21S
5AA-FF21S

◎
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
品番73821-62RA1-CF4

または、
 品番73821-62RA0-CF4
参考価格4,000円(税抜き)

配線キット：KNA-300EX
UA-S75D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

エスクード H27/10～現在
4BA-YEA1S
DBA-YD21S
DBA-YE21S

◎
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
品番73821-54P10-0CE
参考価格\5,300(税抜き)
オーディオブラケットセット
品番99000-99082-54P
参考価格\4,400(税抜き)

配線キット：KNA-300EX
UA-S75D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

クロスビー H29/12～現在 DAA-MN71S ◎
UA-S71D
3,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-76RA0-0CE
参考価格4,000円(税抜き)

配線キット：KNA-300EX
UA-S71D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ジムニー H30/7～現在 3BA-JB64W ◎
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-77RA0-W9K
参考価格5,300円(税抜き)

配線キット：KNA-300EX
UA-S75D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ジムニーシエラ H30/7～現在 3BA-JB74W ◎
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-77RA0-W9K
参考価格5,300円(税抜き)

未確認
UA-S75D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

スイフト H29/1～現在

DBA-ZC13S
DBA-ZD83S
DBA-ZC83S
4BA-ZC83S
5BA-ZC83S
5BA-ZD83S

◎
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-52R30-CQ1
参考価格5,300円(税抜き)

配線キット：KNA-300EX
UA-S75D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

スイフトスポーツ H29/9～現在
4BA-ZC33S
CBA-ZC33S

◎
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-52R30-CQ1
参考価格5,300円(税抜き)

未確認
UA-S75D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

スイフトハイブリッド H29/1～現在

DAA-ZD53S
DAA-ZC53S
5AA-ZC43S
5AA-ZC53S
5AA-ZD53S

◎
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-52R30-CQ1
参考価格5,300円(税抜き)

未確認
UA-S75D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

スペーシア H27/5～H28/12 DAA-MK42S ◎
UA-S77D
4000円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番99000-79AK1-N10　ピアノブラック

 品番99000-79AK1-V10　シルバー
参考価格14,300円(税抜き)

オーディオブラケットセット

配線キット：KNA-300EX
UA-S77D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

スペーシア H28/12～H29/12 DAA-MK42S ◎
UA-S77D
4000円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番99000-79AK1-N10　ピアノブラック

 品番99000-79AK1-V10　シルバー
 品番99000-79AK1-G10　チタンシルバー

配線キット：KNA-300EX
UA-S77D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

スペーシア H29/12～現在
5AA-MK53S
4AA-MK53S
DAA-MK53S

◎
UA-S71D
3,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-79RA1-D6M

または、
 品番73821-79RA0-QHB

参考価格4,000円

配線キット：KNA-300EX
UA-S71D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ソリオ H27/8～現在 DBA-MA26S ◎

UA-S71D
3,500円
または、
UA-S75D
4,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
品番73821-81PA0-ZCA(艶消ブラック塗装)

品番73821-81PA0-PSG(シルバー塗装)
品番73821-81PA0-0CE(ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ塗装)

参考価格各3,200円(税抜き)

未確認

※1
H29/12～のメーカーオプション全方位カメラパッ
ケージ付き車はアンテナ変換コードが必要であ
るため、UA-S75Dが必要です。

ソリオハイブリッド H27/8～現在
DAA-MA36S
DAA-MA46S

◎

UA-S71D
3,500円
または、
UA-S75D
4,500円

※1

オーディオ交換ガーニッシュ
品番73821-81PA0-ZCA(艶消ブラック塗装)

品番73821-81PA0-PSG(シルバー塗装)
品番73821-81PA0-0CE(ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ塗装)

参考価格各3,200円(税抜き)
インパネセンタートレイ
品番73880-81PA0-5PK

参考価格1,400円(税抜き)

未確認

※1
H29/12～のメーカーオプション全方位カメラパッ
ケージ付き車はアンテナ変換コードが必要であ
るため、UA-S75Dが必要です。

UA-S71D、または、UA-S75D同梱のエスカッ
ションは使用しません。

ソリオバンディッド H27/8～現在
DAA-MA36S
DAA-MA46S

◎

UA-S71D
3,500円
または、
UA-S75D
4,500円

※

オーディオ交換ガーニッシュ
品番73821-81PA0-ZCA(艶消ブラック塗装)

品番73821-81PA0-PSG(シルバー塗装)
品番73821-81PA0-0CE(ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ塗装)

参考価格各3,200円(税抜き)
インパネセンタートレイ
品番73880-81PA0-5PK

参考価格1,400円(税抜き)

未確認

※
H29/12～のメーカーオプション全方位カメラパッ
ケージ付き車はアンテナ変換コードが必要であ
るため、UA-S75Dが必要です。

UA-S71D、または、UA-S75D同梱のエスカッ
ションは使用しません。

ハスラー
H26/1～H30/11 DBA-MR31S

DAA-MR41S
◎

UA-S71D
3,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
品番99194-65P20-PQ1 (ピュアホワイト)

 品番99194-65P20-N10 (ピアノブラック調)
 品番99194-65P20-PQ2 (パッションオレンジ)
品番99194-65P20-QEP (アクティブイエロー)

 品番99194-65P60-QPM (ネイビー)
品番99194-65P20-QDA (アイボリー)
品番99194-65P20-QQT (オフブルー)

参考価格9,000円(税抜き)

未確認
UA-S71D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ハスラー
H30/11～R1/12 DBA-MR31S

DAA-MR41S
◎

UA-S71D
3,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番99194-65P20-QDA (アイボリー)

 品番99194-65P20-QCP (カーキ)
 品番99194-65P20-QEP (アクティブイエロー)

 品番99194-65P20-QEK (ブラックパール)
 品番99194-65P20-N10 (ピアノブラック調)

 品番99194-65P20-QQT (オフブルー)
参考価格9,000円(税抜き)
オーディオブラケットセット

 品番99000-79AY9
参考価格3,000円(税抜き)

未確認
UA-S71D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。
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エスカッション 配線キット 純正部品　※3
備考

純正クラスタパネル＆（エスカッションモデル名）取付
ステリモ対応 ※2メーカー 車種名 年式 型式 適合可否 ※1

ハスラー

※全方位モニター用カメラパッケー
ジ装着車を除く

R2/1～現在
4AA-MR52S
5AA-MR92S

◎
UA-S71D
3,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-59SA0-0CE
参考価格3,500円(税抜き)

未確認
UA-S71D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ラパン H27/6～R1/6 DBA-HE33S ◎
UA-S71D
3,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
73821-80P40-QDA

参考価格2,500円(税抜き)

標準装備品（CDプレーヤー）を取り外して装着する場合は
下記部品も必要になります
オーディオブラケット（右）

品番39321-80P10
参考価格490円(税抜き)
オーディオブラケット（左）

配線キット：KNA-300EX
UA-S71D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ラパン R1/6～現在 DBA-HE33S ◎
UA-S71D
3,500円

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-80P40-QDA
参考価格2,500円(税抜き)

配線キット：KNA-300EX
UA-S71D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ワゴンR H24/9～H29/2
DBA-MH34S
DAA-MH44S

◎
UA-S76D
3,800円

オーディオ交換ガーニッシュ
品番99000-79AK0-V10

参考価格15,600円(税抜き)
オーディオブラケットセット

 品番99000-79AY7
参考価格3,000円(税抜き)

CDプレーヤー/スマホ連携ナビを取り外す場合はは下記
部品も必要になります

スクリュ
 品番03541-0516A　×4本

参考価格200円（4本分）(税抜き)

未確認
UA-S76D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ワゴンR H29/2～現在

DBA-MH35S
DAA-MH55S
5BA-MH85S
5AA-MH95S
4AA-MH55S

◎

UA-S71D
3,500円
または、
UA-S75D
4,500円

※

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-63RA0-CT3
参考価格4,500円(税抜き)

配線キット：KNA-300EX

※
メーカーオプション全方位カメラパッケージ装着
車で、車両のAM/FMアンテナがJASOコネクタ
ではない場合は変換コードが必要であるため、
UA-S75Dが必要です。

UA-S71D、または、UA-S75D同梱のエスカッ
ションは使用しません。

ワゴンRスティングレー H24/9～H29/2
DBA-MH34S
DAA-MH44S

◎
UA-S76D
3,800円

オーディオ交換ガーニッシュ
参考価格99000-79AK0-S10
参考価格15,600円(税抜き)
オーディオブラケットセット

 品番99000-79AY7
参考価格3,000円(税抜き)

未確認
UA-S76D同梱のエスカッションは使用しませ
ん。

ワゴンRスティングレー H29/2～現在

DBA-MH35S
DAA-MH55S
5BA-MH85S
5AA-MH95S
4AA-MH55S

◎

UA-S71D
3,500円
または、
UA-S75D
4,500円

※

オーディオ交換ガーニッシュ
 品番73821-63RA0-CT3
参考価格4,500円(税抜き)

未確認

※
メーカーオプションの全方位モニター付メモリー
ナビゲーション装着車で、車両のAM/FMアンテ
ナがJASOコネクタではない場合はアンテナ変
換コードが必要であるため、UA-S75Dが必要で
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。
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