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180SX H07.05　～　H10.12
KRPS13　KRS13
RPS13　RS13

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

180SX H07.05　～　H10.12 KRPS13　KRS13　 RPS13　RS13 備考　：

AD　/
ADエキスパート

H18.12 ～　H27.03
VY12　VZNY12
VAY12　VJY12

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223に同梱 標準装備のため不要 未調査

AD　/ ADエキスパート H18.12 ～　H27.03 VY12　VZNY12　 VAY12　VJY12 備考　：

AD　/
ADエキスパート
（オーディオレス車）　※1

H27.03 ～　H28.12 VY12　VZNY12　VJY12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P)　※2 △ ― ―　※3 標準装備のため不要 未調査

AD　/ ADエキスパート （オーディオレス車）　※1H27.03 ～　H28.12 VY12　VZNY12　VJY12 備考　：

AD　/
ADエキスパート
（純正ラジオ付車） ※

H27.03 ～　H28.12 VY12　VZNY12　VJY12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

AD　/ ADエキスパート  （純正ラジオ付車） ※H27.03 ～　H28.12 VY12　VZNY12　VJY12 備考　：

ADバン H11.06　～  H18.12
VY11　VFY11
VGY11　VHNY11
VEY11　VENY11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ADバン H11.06　～  H18.12 VY11　VFY11　 VGY11　VHNY11　 VEY11　VENY11備考　：

e-NV200 H26.10　～　現在 VME0　ME0
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223に同梱 標準装備のため不要 未調査

e-NV200 H26.10　～　現在 VME0　ME0 備考　：

GT-R H19.12 ～　現在 R35 　×　※ 　×　※ ×　※ 未調査 　×　※ × × × × ×

GT-R H19.12 ～　現在 R35 備考　：

NV100クリッパー H27.03 ～　R01.06 DR17V
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2481
※1　※2　※3　※4

標準装備のため不要
　2207　（20P）
　※1　※3　※4

2085 2279 ― 標準装備のため不要 未調査

NV100クリッパー H27.03 ～　R01.06 DR17V 備考　：

NV100クリッパー R01.06　～　現在 DR17V
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ S2599
※1　※4

標準装備のため不要
　2207　（20P）

　※1　※4
－ － － 未調査 未調査

NV100クリッパー R01.06　～　現在 DR17V
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2485
※1　※4

標準装備のため不要
　2207　（20P）

　※1　※4
－ － － 未調査 未調査

NV100クリッパー　 R01.06　～　現在 DR17V 備考　：

NV100クリッパーリオ H27.03 ～　R01.06 DR17W
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2481
※1　※2　※3

標準装備のため不要
　2207　（20P）

※2　※3
2085 2279 ― 標準装備のため不要 未調査

NV100クリッパーリオ H27.03 ～　R01.06 DR17W 備考　：

NV100クリッパーリオ R01.06　～　現在 DR17W
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ S2599 標準装備のため不要
　2207　（20P）

　※1
－ － － 未調査 未調査

NV100クリッパーリオ
R01.06　～　現在 DR17W

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2485　※1 標準装備のため不要
　2207　（20P）

　※1
－ － － 未調査 未調査

 NV100クリッパーリオ　 R01.06　～　現在 DR17W 備考　：

NV150　AD H28.12　～　現在 VY12　VZNY12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

NV150　AD H28.12　～　現在 VY12　VZNY12 備考　：

NV200　バネット H21.05　～　H26.09 M20　VM20
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223　に同梱 標準装備のため不要 未調査

NV200　バネット H21.05　～　H26.09 M20　VM20 備考　：

NV200　バネット H26.09　～　H28.01 M20　VM20
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089
― 2223　に同梱 標準装備のため不要 未調査

NV200　バネット H26.09　～　H28.01 M20　VM20 備考　：

NV200　バネット
（オーディオレス車
　CD一体型ラジオ付車）

H28.01　～　H29.01 M20　VM20
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P)　※1 2089 ― －　※2 標準装備のため不要 未調査

NV200　バネット （オーディオレス車 　CD一体型ラジオ付車）H28.01　～　H29.01 M20　VM20 備考　：

NV200　バネット
（純正ラジオ付車）

H28.01　～　H29.01 M20　VM20
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P) 2089 ― － 標準装備のため不要 未調査

NV200　バネット （純正ラジオ付車）H28.01　～　H29.01 M20　VM20 備考　：

NV200　バネット
（オーディオレス車）

H29.01　～　現在 M20　VM20
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ― 2223に同梱 標準装備のため不要 未調査

NV200　バネット （オーディオレス車）H29.01　～　現在 M20　VM20 備考　：

NV200　バネット
（CD一体型
　　　　ラジオ付車）

H29.01　～　現在 M20　VM20
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ― 2223に同梱 標準装備のため不要 未調査

NV200　バネット （CD一体型 　　　　ラジオ付車）H29.01　～　現在 M20　VM20 備考　：

NV200　バネット
（純正ラジオ付車）

H29.01　～　現在 M20　VM20
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P)　※1 2089 ― － 標準装備のため不要 未調査

NV200　バネット （純正ラジオ付車）H29.01　～　現在 M20　VM20 備考　：

NV350　キャラバン H24.06　～　H26.07
CW8E26　KS2E26
KS4E26　VR2E26
VW2E26　VW6E26

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ― 2223に同梱 標準装備のため不要 未調査

NV350　キャラバン H24.06　～　H26.07 CW8E26　KS2E26　 KS4E26　VR2E26　 VW2E26　VW6E26備考　：

NV350　キャラバン
（オーディオレス車）

H26.07　～　H29.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ― 2223に同梱 標準装備のため不要 未調査

NV350　キャラバン （オーディオレス車）H26.07　～　H29.07 備考　：

NV350　キャラバン
（純正ラジオ付車）

H26.07　～　H29.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223　※1
　(20P･3P・

　アンテナ変換コード)
2089 ― 2223に同梱 ※2 標準装備のため不要 未調査

NV350　キャラバン （純正ラジオ付車）H26.07　～　H29.07 備考　：

NV350　キャラバン
（オーディオレス車）

H29.07　～　R04.02
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P)　※1 2089 ― ― 標準装備のため不要 未調査

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P)　※1 2089 × ― 標準装備のため不要 未調査

NV350　キャラバン （オーディオレス車）H29.07　～　R04.02 0 備考　：

NV350　キャラバン
（純正ラジオ、
　CD一体ラジオ付車）

H29.07　～　R04.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P)　※1 2089 ― ― 標準装備のため不要 未調査

NV350　キャラバン （純正ラジオ、 　CD一体ラジオ付車）H29.07　～　R04.02 備考　：

S-RV H08.05　～　H12.08
FN15　FNN15
HNN15　JN15

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

S-RV H08.05　～　H12.08 FN15　FNN15　 HNN15　JN15 備考　：

※1　付属の14P→20Pコネクター変換ハーネスを外し、上記適合表記載のオーディオハーネス（14P)を使用

CS4E26　CW4E26
CW8E26　KS2E26
KS4E26　VR2E26
VW2E26　VW6E26
DS4E26　DW4E26

VW6E26　CW8E26
KS2E26　KS4E26
DS4E26　DW4E26
VR2E26　VW2E26

VW6E26　CW8E26
KS2E26　KS4E26
DS4E26　DW4E26
VR2E26　VW2E26

CS4E26　CW4E26
CW8E26　KS2E26
KS4E26　VR2E26
VW2E26　VW6E26
DS4E26　DW4E26

※1　グレード：GA，ＰＡ，ＰＣは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要
※4　標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要

スズキOEM車（エブリィワゴン）
※1　オーディオデッキ取付の際はS2480
※2　2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要
※3　標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要

車　　　種

※　専用オーディオのため適合不可

スズキOEM車（エブリィ）
※1　グレード：DXは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要
※2　オーディオデッキ取付の際はS2480
※3　2DINワイドデッキを取付する場合は別途純正パネルが必要
※4　標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は別途純正パネルが必要

車両仕様 デッキサイズ

取付必要部品（取付キット）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）
  【△】　　　　・・・　ナビ取付時、純正配線から分岐
　【×】　　　　・・・　取扱い製品無し
　【未調査】　・・・　調査未実施（適合情報無し）
　【※】　　　　・・・　注意事項有り
                          備考欄の確認が必要

車両情報 オーディオ関連

2023/5/1現在

※1　オーディオデッキ取付の際はS2480

年　　　式 車　両　型　式
③ワイドパネル
フェイスパネルキット

ＮＩＳＳＡＮ

⑤取付ブラケット①オーディオハーネス ④アンテナ変換コード

オーディオ関連

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット

取付必要部品（単品）

※1　該当車種：車両型式-車体番号　 VY12-185866 / VJY12-021789 /  VZNY12-050142
※2　付属の日産用コネクター変換ハーネスを外し、 No.2211：三菱用オーディオハーネスを使用
※3　付属のJASOプラグ変換ハーネスを外しデッキにJASOプラグを直接接続

※　該当車種：車両型式-車体番号　VY12-185866 / VJY12-021789 / VZNY12-050142

②車速配線カプラー

※1　付属の日産用コネクター変換ハーネスを外し、No.2211：三菱用オーディオハーネスを使用
※2　付属のJASOプラグ変換ハーネスを外し、デッキにJASOプラグを直接接続

※1　付属の日産用コネクター変換ハーネスを外し、No.2211：三菱用オーディオハーネスを使用

※1　付属の20P→14Pコネクター変換ハーネスを外し、上記適合表記載のオーディオハーネス（20P）を使用
※2　付属のJASOプラグ変換ハーネスを外し上記適合表記載のアンテナ変換コードを使用

※1　付属の14P→20Pコネクター変換ハーネスを外し、上記適合表記載のオーディオハーネス（14P)を使用
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車　　　種 車両仕様 デッキサイズ

取付必要部品（取付キット）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）
  【△】　　　　・・・　ナビ取付時、純正配線から分岐
　【×】　　　　・・・　取扱い製品無し
　【未調査】　・・・　調査未実施（適合情報無し）
　【※】　　　　・・・　注意事項有り
                          備考欄の確認が必要

車両情報 オーディオ関連

2023/5/1現在

年　　　式 車　両　型　式
③ワイドパネル
フェイスパネルキット

ＮＩＳＳＡＮ

⑤取付ブラケット①オーディオハーネス ④アンテナ変換コード

オーディオ関連

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット

取付必要部品（単品）

②車速配線カプラー

アベニール H07.08　～　H17.09
PNW10　PW10　SW10
W10　PNW11　PW11
SW11　W11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

アベニール H07.08　～　H17.09 PNW10　PW10　SW10　W10　PNW11　PW11 SW11　W11備考　：

ウイングロード H08.05　～　H11.05
WEY10　WFNY10
WFY10　WHNY10
WHY10

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ウイングロード H08.05　～　H11.05 WEY10　WFNY10　 WFY10　WHNY10　 WHY10備考　：

ウイングロード H11.05 ～　Ｈ17.11
WFY11　WHNY11
WHY11　WPY11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ウイングロード H11.05 ～　Ｈ17.11 WFY11　WHNY11　 WHY11　WPY11備考　：

ウイングロード H17.11　～　H30.03 JY12　NY12　Y12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ― 2223に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ウイングロード H17.11　～　H30.03 JY12　NY12　Y12 備考　：

エキスパート H11.06　～Ｈ14.08
VW11　VNW11
VEW11　VENW11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 標準装備のため不要 未調査

エキスパート H11.06　～Ｈ14.08 VW11　VNW11　 VEW11　VENW11 備考　：

エクストレイル H12.11　～　H19.08
NT30　PNT30
T30

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― 2060 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

エクストレイル H12.11　～　H19.08 NT30　PNT30　 T30 備考　：

エクストレイル H19.08　～　H25.12
DNT31　NT31　T31
TNT31

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ― 2223に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

エクストレイル H19.08　～　H25.12 DNT31　NT31　T31 TNT31 備考　：

エクストレイル　※1
（ハイブリッドも含む）

H25.12　～　H29.06
T32　NT32　HT32
HNT32

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要 N2598に同梱 2089 ― N2598に同梱 標準装備のため不要 未調査

エクストレイル　※1
（ハイブリッドも含む）

H25.12　～　H29.06
T32　NT32　HT32
HNT32

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要 N2463に同梱 2089 ― N2463に同梱 標準装備のため不要 未調査

エクストレイル　※1 （ハイブリッドも含む）H25.12　～　H29.06 T32　NT32　HT32 HNT32  備考　： ※1　AUTO　ACC車

エクストレイル　※1
（ハイブリッドも含む）

H29.06　～　R04.07
T32　NT32　HT32
HNT32

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要 N2598に同梱 2089 ― N2598に同梱 標準装備のため不要 未調査

エクストレイル　※1
（ハイブリッドも含む）

H29.06　～　R04.07
T32　NT32　HT32
HNT32

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要 N2463に同梱 2089 ― N2463に同梱 標準装備のため不要 未調査

エクストレイル　※1 （ハイブリッドも含む）H29.06　～　R04.07 T32　NT32　HT32 HNT32  備考　： ※1　AUTO　ACC車

エクストレイル　※１ R04.07　～　現在 T33　SNT33
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2575 標準装備のため不要 N2575に同梱 2089 ― N2575に同梱 標準装備のため不要 未調査

エクストレイル　※１　 R04.07　～　現在 T33　SNT33 備考　： ※1　AUTO　ACC車

エルグランド H09.05　～　Ｈ14.05
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― 2060 標準装備のため不要 未調査

エルグランド H09.05　～　Ｈ14.05 備考　：

エルグランド Ｈ14.05　～Ｈ22.08
E51 ME51　MNE51
NE51

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― 2060 標準装備のため不要 未調査

エルグランド Ｈ14.05　～Ｈ22.08 E51 ME51　MNE51 NE51 備考　：

エルグランド H22.08　～　現在
PE52　TE52　PNE52
TNE52

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

エルグランド H22.08　～　現在
PE52　TE52　PNE52
TNE52

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 × N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

エルグランド H22.08　～　現在 PE52　TE52　PNE52　 TNE52 備考　：

オッティ H17.06　～　H18.10 H91W
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P) △ ― ― 純正金具が必要 未調査

オッティ H17.06　～　H18.10 H91W 備考　：

オッティ H18.10　～　H25.06 H92W
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P) △ ― ― 純正金具が必要
2073

（フロント・リア）

オッティ H18.10　～　H25.06 H92W 備考　：

キックス H20.10　～　H24.08 H59A
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2211　(14P) △ ― ― 純正金具が必要
2073

（フロント・リア）

キックス H20.10　～　H24.08 H59A 備考　：

キックス　※1　 R02.06　～　現在 P15
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463　※3 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

キックス　※1　 R02.06　～　現在 P15 備考　：

キャラバン/
キャラバン コーチ

H13.11　～ H19.08
QGE25　CQGE25
CWGE25　CWMGE25
QE25

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

キャラバン/ キャラバン コーチH13.11　～ H19.08 QGE25　CQGE25 CWGE25　CWMGE25   QE25　備考　：

キャラバン/
キャラバン コーチ

H19.08　～ H24.06 SGE25　SE25
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223に同梱 標準装備のため不要 未調査

キャラバン/ キャラバン コーチH19.08　～ H24.06 SGE25　SE25 備考　：

キャラバン
（オーディオレス車）

R04.02　～　現在
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

標準装備のため不要 未調査

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ×
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

標準装備のため不要 未調査

キャラバン　 （オーディオレス車）R04.02　～　現在 備考　：

キューブ H10.02　～　H14.10 ANZ10　AZ10　Z10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― ― 標準装備のため不要 未調査

キューブ H10.02　～　H14.10 ANZ10　AZ10　Z10 備考　：

キューブ H14.10　～　Ｈ17.05 BNZ11　BZ11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― ― 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

キューブ H14.10　～　Ｈ17.05 BNZ11　BZ11 備考　：

キューブ H17.05　～　Ｈ20.11 BZ11  BNZ11　YZ11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ― 2223に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

キューブ H17.05　～　Ｈ20.11 BZ11  BNZ11　YZ11　 備考　：

キューブ Ｈ20.11　～　R01.12 Z12　NZ12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

キューブ Ｈ20.11　～　R01.12 Z12　NZ12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

キューブ Ｈ20.11　～　R01.12 Z12　NZ12 備考　：

キューブ　キュービック H15.09　～　H17.05 BGZ11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― ― 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

キューブ　キュービック H15.09　～　H17.05 BGZ11 備考　：

VR2E26　VN2E26
CS4E26　CN4E26
VN6E26　CS8E26
CN8E26　KS2E26
KS4E26　KS6E26
KS8E26　DS4E26
DS8E26

ALE50　ALWE50
APE50　APWE50
ATE50　ATWE50
AVE50　AVWE50

※1　AUTO　ACC車
※3　ワイドパネル取付に加工が必要



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

車　　　種 車両仕様 デッキサイズ

取付必要部品（取付キット）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）
  【△】　　　　・・・　ナビ取付時、純正配線から分岐
　【×】　　　　・・・　取扱い製品無し
　【未調査】　・・・　調査未実施（適合情報無し）
　【※】　　　　・・・　注意事項有り
                          備考欄の確認が必要

車両情報 オーディオ関連

2023/5/1現在

年　　　式 車　両　型　式
③ワイドパネル
フェイスパネルキット

ＮＩＳＳＡＮ

⑤取付ブラケット①オーディオハーネス ④アンテナ変換コード

オーディオ関連

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット

取付必要部品（単品）

②車速配線カプラー

キューブ　キュービック H17.05　～　Ｈ20.11 BGZ11　YGZ11　YGNZ11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ― 2223に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

キューブ　キュービック H17.05　～　Ｈ20.11 BGZ11　YGZ11　YGNZ11　 備考　：

クリッパー
バン・トラック

H19.06　～　H25.12
U71V　U71W
U72V　U72W

未調査 未調査 未調査 未調査 　未調査 未調査 ― ― ― 未調査

クリッパー バン・トラック H19.06　～　H25.12 U71V　U71W　 U72V　U72W 備考　：

グロリア H07.06　～　H11.06
ENY33　HBY33
HY33　MY33
PY33　UY33　Y33

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

グロリア H07.06　～　H11.06 ENY33　HBY33　 HY33　MY33　 PY33　UY33　Y33備考　：

グロリア Ｈ11.06　～　Ｈ16.10
ENY34　HY34
MY34

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 ― △ ― ― 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

グロリア Ｈ11.06　～　Ｈ16.10 ENY34　HY34　 MY34 備考　：

R04.05　～　現在 B6AW
オーディオレス
（200mm窓口）

200ｍｍ N2575 ※3 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

標準装備のため不要 未調査

R04.05　～　現在 B6AW
オーディオレス
（200mm窓口）

180ｍｍ N2575 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

標準装備のため不要 未調査

 サクラ　※1 R04.05　～　現在 B6AW 備考　：

サニー H06.01　～　H10.10
B14　EB14
FB14　FNB14
HB14　SB14　SNB14

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

サニー H06.01　～　H10.10 B14　EB14　 FB14　FNB14　 HB14　SB14　SNB14備考　：

サニー Ｈ10.10　～　Ｈ16.10
B15　FB15
FNB15　JB15
QB15　SB15

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 ― △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

サニー Ｈ10.10　～　Ｈ16.10 B15　FB15　 FNB15　JB15　 QB15　SB15備考　：

サファリ H05.08　～　H09.10
VRGY60　WRY60
WRGY60　WYY60

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

サファリ H05.08　～　H09.10 VRGY60　WRY60　WRGY60　WYY60備考　：

サファリ H09.10　～　H19.07
VRGY61　WFGY61
WGY61　WRGY61
WTY61　WYY61

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

サファリ H09.10　～　H19.07 VRGY61　WFGY61　 WGY61　WRGY61　 WTY61　WYY61備考　：

シーマ H08.06　～　H13.01
FGDY33　FGNY33
FGY33　FHY33

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

シーマ H08.06　～　H13.01 FGDY33　FGNY33　 FGY33　FHY33備考　：

シーマ H13.01　～　H22.07 GF50　GNF50　HF50 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

シーマ H13.01　～　H22.07 GF50　GNF50　HF50 備考　：

シーマ H24.05　～　現在 HGY51 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

シーマ H24.05　～　現在 HGY51　 備考　：

ジューク Ｈ22.06　～　H26.07 F15　NF15　YF15
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ジューク Ｈ22.06　～　H26.07 F15　NF15　YF15
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ジューク Ｈ22.06　～　H26.07 F15　NF15　YF15 備考　：

ジューク Ｈ26.07　～　R01.12 F15　NF15　YF15
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ジューク Ｈ26.07　～　R01.12 F15　NF15　YF15
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ジューク Ｈ26.07　～　R01.12 F15　NF15　YF15 備考　：

シルビア H05.10　～　H11.01 CS14　S14
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

シルビア H05.10　～　H11.01 CS14　S14 備考　：

シルビア H11.11　～　H14.01 S15
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― 2060 標準装備のため不要 未調査

シルビア H11.11　～　H14.01 S15 備考　：

シルフィ H24.12 ～ 現在 TB17
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

シルフィ H24.12 ～ 現在 TB17
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 × N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

シルフィ H24.12 ～ 現在 TB17　 備考　：

スカイライン H05.08　～　H10.05
BCNR33　ECR33
ENR33　ER33
HR33

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) ― 2060 標準装備のため不要 未調査

スカイライン H05.08　～　H10.05 BCNR33　ECR33　 ENR33　ER33　 HR33　備考　：

スカイライン H10.05　～　H13.06
HR34　ER34
ENR34　BNR34

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

スカイライン H10.05　～　H13.06 HR34　ER34　 ENR34　BNR34　 備考　：

スカイライン H13.06　～　H18.11
CPV35　HV35
NV35　PV35　V35

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― 2060 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

スカイライン H13.06　～　H18.11 CPV35　HV35　 NV35　PV35　V35備考　：

スカイライン H18.11 ～　現在
KV36　NV36
PV36　V36 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

スカイライン H18.11 ～　現在 KV36　NV36　 PV36　V36 備考　：

スカイライン ＧＴ-Ｒ H07.01　～　H14.08 BNR34
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

スカイライン ＧＴ-Ｒ H07.01　～　H14.08 BNR34　 備考　：

スカイライン クーペ H18.11 ～　H26.02 CKV36 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

スカイライン クーペ H18.11 ～　H26.02 CKV36 備考　：

スカイライン
クロスオーバー

Ｈ21.07　～　H28.06 J50 NJ50 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

スカイライン クロスオーバーＨ21.07　～　H28.06 J50 NJ50 備考　：

ステージア H08.09　～　H13.10
WGC34　WGNC34
WHC34

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― 2060 標準装備のため不要 未調査

ステージア H08.09　～　H13.10 WGC34　WGNC34　 WHC34 備考　：

サクラ　※1

※1　AUTO　ACC車
※3　ワイドパネル不要

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

車　　　種 車両仕様 デッキサイズ

取付必要部品（取付キット）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）
  【△】　　　　・・・　ナビ取付時、純正配線から分岐
　【×】　　　　・・・　取扱い製品無し
　【未調査】　・・・　調査未実施（適合情報無し）
　【※】　　　　・・・　注意事項有り
                          備考欄の確認が必要

車両情報 オーディオ関連

2023/5/1現在

年　　　式 車　両　型　式
③ワイドパネル
フェイスパネルキット

ＮＩＳＳＡＮ

⑤取付ブラケット①オーディオハーネス ④アンテナ変換コード

オーディオ関連

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット

取付必要部品（単品）

②車速配線カプラー

ステージア H13.10　～　Ｈ19.06 HM35　M35　NM35 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

ステージア H13.10　～　Ｈ19.06 HM35　M35　NM35 備考　：

セドリック H07.06　～　H11.06
ENY33　HBY33
HY33　MY33
PY33　UY33　Y33

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

セドリック H07.06　～　H11.06 ENY33　HBY33　 HY33　MY33　 PY33　UY33　Y33備考　：

セドリック H11.06　～　H16.10
ENY34　HY34
MY34 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

セドリック H11.06　～　H16.10 ENY34　HY34　 MY34 備考　：

セフィーロ　/
セフィーロワゴン

H06.08　～　H10.12 A32　HA32　PA32
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

セフィーロ　/ セフィーロワゴンH06.08　～　H10.12 A32　HA32　PA32 備考　：

セフィーロ　/
セフィーロワゴン

H10.12　～　H15.03 A33　PA33
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

セフィーロ　/ セフィーロワゴンH10.12　～　H15.03 A33　PA33 備考　：

セレナ H06.05　～　H11.06
KAJC23　KBC23
KBCC23　KBNC23
KVC23　KVNC23

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

セレナ H06.05　～　H11.06 KAJC23　KBC23　 KBCC23　KBNC23　 KVC23　KVNC23備考　：

セレナ H11.06　～　H17.05
PC24　PNC24
VC24　VNC24
TC24　TNC24　RC24

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) 2086 ― 2060 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

セレナ H11.06　～　H17.05 PC24　PNC24　 VC24　VNC24　 TC24　TNC24　RC24　備考　：

セレナ H17.05　～　H22.11 C25　NC25
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ― 2223に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

セレナ H17.05　～　H22.11 C25　NC25 備考　：

セレナ H22.11 ～　H26.01
C26　FC26
FNC26　NC26

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2462　※2 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

セレナ H22.11 ～　H26.01
C26　FC26
FNC26　NC26

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2462 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 × N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

セレナ H22.11 ～　H26.01 C26　FC26　 FNC26　NC26 備考　：

セレナ H26.01 ～　H28.08
C26　FC26
FNC26　NC26

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2462　※3 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

セレナ H26.01 ～　H28.08
C26　FC26
FNC26　NC26

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2462 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 × N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

セレナ H26.01 ～　H28.08 C26　FC26　 FNC26　NC26 備考　：

セレナ　※1 H28.08 ～　R01.08
C27　GC27
GFC27　GNC27
GFNC27

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要 N2598に同梱 2089 ― N2598に同梱 標準装備のため不要 未調査

セレナ　※1 H28.08 ～　R01.08
C27　GC27
GFC27　GNC27
GFNC27

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要 N2463に同梱 2089 × N2463に同梱 標準装備のため不要 未調査

セレナ　※1 H28.08 ～　R01.08 C27　GC27　 GFC27　GNC27 GFNC27備考　：

セレナ　※1 R01.08 ～ R04.11
C27　GC27
GFC27　GNC27
GFNC27

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要 N2598に同梱 2089 ― N2598に同梱 標準装備のため不要 未調査

セレナ　※1 R01.08 ～ R04.11　
C27　GC27
GFC27　GNC27
GFNC27

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要 N2463に同梱 2089 × N2463に同梱 標準装備のため不要 未調査

セレナ　※1 R01.08 ～ R04.11　 C27　GC27　 GFC27　GNC27 GFNC27備考　：

セレナ　 NEW!! R04.11 ～ 現在
C28　FC28　GC28
CFC28

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

セレナ　NEW!! R04.11 ～ 現在　
C28　FC28　GC28
CFC28

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

セレナ　NEW!! R04.11 ～ 現在　 C28　FC28　GC28　CFC28 備考　：

ダットサン H09.01　～　H14.08
LFMD22　LRMD22
LFD22

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ダットサン H09.01　～　H14.08 LFMD22　LRMD22  LFD22　 備考　：

ティアナ H15.02　～　H20.06 J31　PJ31　TNJ31 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

ティアナ H15.02　～　H20.06 J31　PJ31　TNJ31 備考　：

ティアナ H20.06　～　H26.02 J32　PJ32　TNJ32 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

ティアナ H20.06　～　H26.02 J32　PJ32　TNJ32 備考　：

ティアナ H26.02　～　現在 L33 　未調査 　未調査 未調査 未調査 　未調査 未調査 ― ― ― 未調査

ティアナ H26.02　～　現在 L33　 備考　：

ティーダ/
ティーダ ラティオ

H16.09　～　H24.10
C11　JC11
NC11　SC11
SJC11　SNC11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ― 2223に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ティーダ/ ティーダ ラティオH16.09　～　H24.10 C11　JC11　 NC11　SC11　 SJC11　SNC11備考　：

ティーノ H10.12　～　H15.05 HV10　V10 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

ティーノ H10.12　～　H15.05 HV10　V10 備考　：

デイズ/
ﾃﾞｲｽﾞ　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H25.06　～　H31.03 B21W
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

デイズ/
ﾃﾞｲｽﾞ　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H25.06　～　H31.03 B21W
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 × N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

デイズ/ ﾃﾞｲｽﾞ　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰH25.06　～　H31.03 B21W　 備考　：

デイズ/
ﾃﾞｲｽﾞ　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H31.03 ～　現在
B43W　B44W　B45W
B46W　B47W　B48W

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要 N2598に同梱 2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

デイズ/
ﾃﾞｲｽﾞ　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H31.03 ～　現在
B43W　B44W　B45W
B46W　B47W　B48W

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要 N2463に同梱 2089 ×
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

デイズ/ ﾃﾞｲｽﾞ　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰH31.03 ～　現在 B43W　B44W　B45W B46W　B47W　B48W備考　：

ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ　/
ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ
　　　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H26.02　～　H26.04 B21A
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要 未調査

ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ　/
ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ
　　　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H26.02　～　H26.04 B21A
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 × N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ　/　 ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ  　　　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰH26.02　～　H26.04 B21A  備考　：

ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ　/
ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ
　　　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H26.04　～　R02.02 B21A
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ　/
ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ
　　　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ

H26.04　～　R02.02 B21A
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 × N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ　/　 ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ  　　　ﾊｲｳｪｲｽﾀｰH26.04　～　R02.02 B21A  備考　：

ミツビシ　eKスペース　/　eKスペース カスタム共通

ミツビシ　eKワゴン　/　eKカスタム共通

※1　AUTO　ACC車

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※1　AUTO　ACC車

ミツビシ　eKワゴン　/　eKカスタム共通

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※2　ワイドパネルは不要

※3　ワイドパネルは不要

ミツビシ　eKスペース　/　eKスペース カスタム共通

※　専用オーディオのため適合不可



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

車　　　種 車両仕様 デッキサイズ

取付必要部品（取付キット）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）
  【△】　　　　・・・　ナビ取付時、純正配線から分岐
　【×】　　　　・・・　取扱い製品無し
　【未調査】　・・・　調査未実施（適合情報無し）
　【※】　　　　・・・　注意事項有り
                          備考欄の確認が必要

車両情報 オーディオ関連

2023/5/1現在

年　　　式 車　両　型　式
③ワイドパネル
フェイスパネルキット

ＮＩＳＳＡＮ

⑤取付ブラケット①オーディオハーネス ④アンテナ変換コード

オーディオ関連

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット

取付必要部品（単品）

②車速配線カプラー

デュアリス H19.05　～　H26.03
J10　KJ10
KNJ10　NJ10

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

デュアリス H19.05　～　H26.03 J10　KJ10　 KNJ10　NJ10 備考　：

テラノ H07.09　～　H14.08
LR50　PR50
RR50　LUR50
TR50

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

テラノ H07.09　～　H14.08 LR50　PR50　 RR50　LUR50　 TR50備考　：

テラノ　レグラス H08.08　～　H14.08
JTR50　JLR50
JLUR50　JRR50

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

テラノ　レグラス H08.08　～　H14.08 JTR50　JLR50　 JLUR50　JRR50 備考　：

ノート H17.01　～　H24.09 E11　NE11　ZE11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2086 ― 2223　に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ノート H17.01　～　H24.09 E11　NE11　ZE11 備考　：

ノート H24.09　～　H28.11 E12　NE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598　に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート H24.09　～　H28.11 E12　NE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート H24.09　～　H28.11 E12　NE12 備考　：

ノート H28.11　～　R03.02 E12　NE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート H28.11　～　R03.02 E12　NE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート H28.11　～　R03.02 E12　NE12 備考　：

ノート　e-POWER H28.011　～　H29.09 HE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート　e-POWER H28.011　～　H29.09 HE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート　e-POWER H28.011　～　H29.09 HE12 備考　：

ノート　e-POWER H29.09　～　R03.02 HE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート　e-POWER H29.09　～　R03.02 HE12
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

ノート　e-POWER H29.09　～　R03.02 HE12 備考　：

R03.02　～　現在 E13
オーディオレス
（9インチ窓口）

200ｍｍ N2589　※3　※5
N2590　※6　※5

標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2589に同梱
N2590に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

R03.02　～　現在 E13
オーディオレス
（9インチ窓口）

180ｍｍ
N2589　※3
N2590　※6

標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2589に同梱
N2590に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

 ノート　　※1　 R03.02　～　現在 E13 備考　：

R03.06　～　現在 FE13　FSNE13
オーディオレス
（9インチ窓口）

200ｍｍ N2590　※5 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2590に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

R03.06　～　現在 FE13　FSNE13
オーディオレス
（9インチ窓口）

180ｍｍ N2590 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2590に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要 未調査

 ノートオーラ　　※1　 R03.06　～　現在 0 備考　：

バサラ H11.11　～　H15.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

バサラ H11.11　～　H15.06 0 備考　：

バネット H24.06　～　現在 SKP2MN 　未調査 　未調査 未調査 未調査 　未調査 未調査 ― ― ― 未調査

バネット H24.06　～　現在 SKP2MN 備考　：

パルサー H07.01　～　H12.08
EN15　FN15
FNN15　HN15
JN15　SN15　SNN15

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

パルサー H07.01　～　H12.08 EN15　FN15　 FNN15　HN15　 JN15　SN15　SNN15備考　：

ピノ H19.01　～　Ｈ22.02 HC24S
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2481　※ 標準装備のため不要 　2207　（20P） 2085 2279 ― 標準装備のため不要 未調査

ピノ H19.01　～　Ｈ22.02 HC24S 備考　：

フーガ H16.10　～　Ｈ21.11
GY50　PNY50
PY50　Y50 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

フーガ H16.10　～　Ｈ21.11 GY50　PNY50　 PY50　Y50 備考　：

フーガ Ｈ21.11　～　現在
GY50　PNY50
PY50　Y50 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

フーガ Ｈ21.11　～　現在 GY50　PNY50　 PY50　Y50 備考　：

フーガ　ハイブリッド Ｈ21.11　～　現在
GY50　PNY50
PY50　Y50 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

フーガ　ハイブリッド Ｈ21.11　～　現在 GY50　PNY50　 PY50　Y50 備考　：

フェアレディＺ H09.01　～　H12.07
CZ32　GCZ32　GZ32
HZ32　Z32

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

フェアレディＺ H09.01　～　H12.07 CZ32　GCZ32　GZ32 HZ32　Z32 備考　：

フェアレディＺ H14.07　～　H20.12 HZ33 Z33
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

フェアレディＺ H14.07　～　H20.12 HZ33 Z33 備考　：

フェアレディＺ Ｈ20.12　～　現在 HZ34 Z34 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

フェアレディＺ Ｈ20.12　～　現在 HZ34 Z34 備考　：

プリメーラ　/　カミノ H07.09　～　H13.01
HNP11　HP11
P11　QP11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

プリメーラ　/　カミノ H07.09　～　H13.01 HNP11　HP11　 P11　QP11 備考　：

プリメーラ　/　カミノ H13.01　～　H17.12
HP12　QP12　RP12
TNP12　TP12 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

プリメーラ　/　カミノ H13.01　～　H17.12 HP12　QP12　RP12 TNP12　TP12 備考　：

プリメーラ・カミノワゴン H09.09　～　H11.05
WHNP11　WHP11　WP11
WQP11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

プリメーラ・カミノワゴン H09.09　～　H11.05 WHNP11　WHP11　WP11　WQP11備考　：

プリメーラワゴン H09.09　～　H13.01
WHNP11　WHP11　WP11
WQP11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

プリメーラワゴン H09.09　～　H13.01 WHNP11　WHP11　WP11 WQP11 備考　：

※1　AUTO　ACC車
※3　ステアリングリモコンハーネスは使用不可
※5　ワイドパネル不要
※6　ステアリングリモコン装着車のみ使用可能

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

スズキOEM車（アルト）
※　オーディオデッキ取付の際はS2480

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

ノート　　※1

JHU30　JNU30
JTNU30　JTU30
JU30　JVNU30
JVU30

※1　AUTO　ACC車
※5　ワイドパネル不要

ノートオーラ　　※1



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

車　　　種 車両仕様 デッキサイズ

取付必要部品（取付キット）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）
  【△】　　　　・・・　ナビ取付時、純正配線から分岐
　【×】　　　　・・・　取扱い製品無し
　【未調査】　・・・　調査未実施（適合情報無し）
　【※】　　　　・・・　注意事項有り
                          備考欄の確認が必要

車両情報 オーディオ関連

2023/5/1現在

年　　　式 車　両　型　式
③ワイドパネル
フェイスパネルキット

ＮＩＳＳＡＮ

⑤取付ブラケット①オーディオハーネス ④アンテナ変換コード

オーディオ関連

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット

取付必要部品（単品）

②車速配線カプラー

プリメーラワゴン Ｈ13.01　～　Ｈ17.12
WHP12　WRP12
WTNP12　WTP12 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

プリメーラワゴン Ｈ13.01　～　Ｈ17.12 WHP12　WRP12　WTNP12　WTP12備考　：

ブルーバード H05.08　～　H08.01
U13　EU13　ENU13
SU13　HU13　HNU13
PU13

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ブルーバード H05.08　～　H08.01 U13　EU13　ENU13 SU13　HU13　HNU13 PU13備考　：

ブルーバード Ｈ08.01　～　Ｈ13.09
ENU14　EU14
HNU14　HU14
QU14　SU14

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ブルーバード Ｈ08.01　～　Ｈ13.09 ENU14　EU14　 HNU14　HU14　 QU14　SU14備考　：

ブルーバード　シルフィ H12.08　～　H17.12
FG10　QG10
QNG10　TG10

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ブルーバード　シルフィ H12.08　～　H17.12 FG10　QG10　 QNG10　TG10 備考　：

ブルーバード　シルフィ H17.12　～　H24.12 G11　KG11　NG11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223　に同梱 標準装備のため不要 未調査

ブルーバード　シルフィ H17.12　～　H24.12 G11　KG11　NG11 備考　：

プレーリージョイ H07.08　～　H10.11 PM11 PNM11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

プレーリージョイ H07.08　～　H10.11 PM11 PNM11 備考　：

プレサージュ H10.06　～　H15.07
HU30　NU30
TNU30　TU30
U30　VNU30　VU30

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

プレサージュ H10.06　～　H15.07 HU30　NU30　 TNU30　TU30　 U30　VNU30　VU30備考　：

プレサージュ Ｈ15.07　～　Ｈ18.05
PNU31　PU31
TNU31　TU31 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

プレサージュ Ｈ15.07　～　Ｈ18.05 PNU31　PU31　 TNU31　TU31 備考　：

プレサージュ H18.05　～　Ｈ21.08 PU31 TNU31　TU31
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223　に同梱 標準装備のため不要 未調査

プレサージュ H18.05　～　Ｈ21.08 PU31 TNU31　TU31 備考　：

プレジデント H15.10　～　H22.06 PGF50 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

プレジデント H15.10　～　H22.06 PGF50 備考　：

マーチ H05.11　～　Ｈ14.03
AK11　ANK11
HK11　K11

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

マーチ H05.11　～　Ｈ14.03 AK11　ANK11　 HK11　K11 備考　：

マーチ H14.03　～　H19.06
AK12　BK12
BNK12　K12　YK12

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

マーチ H14.03　～　H19.06 AK12　BK12　 BNK12　K12　YK12 備考　：

マーチ H19.06　～Ｈ22.07 AK12　BNK12　YK12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223　※
　(20P･3P・

　アンテナ変換コード)
△ ― 2223　に同梱 標準装備のため不要

2077
（フロント・リア）

マーチ H19.06　～Ｈ22.07 AK12　BNK12　YK12 備考　：

マーチ Ｈ22.07　～　現在 K13　NK13
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598　に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

マーチ Ｈ22.07　～　現在 K13　NK13
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 × N2463　に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

マーチ Ｈ22.07　～　現在 K13　NK13 備考　：

ムラーノ H16.09　～　Ｈ20.09 PNZ50　PZ50　TZ50 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

ムラーノ H16.09　～　Ｈ20.09 PNZ50　PZ50　TZ50 備考　：

ムラーノ H20.09　～　H27.04 PNZ51　TNZ51 　×　※ 　×　※ ×　※ × 　×　※ × × × × ×

ムラーノ H20.09　～　H27.04 PNZ51　TNZ51 備考　：

モコ　 H14.04　～　H18.02 MG21S
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2480 標準装備のため不要 　2207　（20P） △ 2279 ― 標準装備のため不要
2076

（フロント・リア）

モコ　 H14.04　～　H18.02 MG21S 備考　：

モコ　 H18.02　～　Ｈ23.02 MG22S
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2481　※ 標準装備のため不要 　2207　（20P） 2085 2279 ― 標準装備のため不要
2076

（フロント・リア）

モコ　 H18.02　～　Ｈ23.02 MG22S 備考　：

モコ　 Ｈ23.02　～　H28.05 MG33S
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2481　※ 標準装備のため不要 　2207　（20P） 2085 2279 ― 標準装備のため不要 未調査

モコ　 Ｈ23.02　～　H28.05 MG33S 備考　：

ラシーン H06.12　～　H12.08
RFNB14　RHNB14
RKNB14

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ラシーン H06.12　～　H12.08 RFNB14　RHNB14　RKNB14 備考　：

ラティオ H24.10 ～H28.12 N17
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 ―
N2598　に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要 未調査

ラティオ H24.10 ～H28.12 N17
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

2089 × N2463　に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要 未調査

ラティオ H24.10 ～H28.12 N17　 備考　：

ラフェスタ　/
ラフェスタ ジョイ

H16.12　～　H24.12 B30　NB30
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要
　2223

　(20P･3P・
　アンテナ変換コード)

△ ― 2223　に同梱 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

ラフェスタ　/ ラフェスタ ジョイH16.12　～　H24.12 B30　NB30 備考　：

ラフェスタ
ハイウェイスター

H23.06 ～　H30.03 CWEAWN　CWEFWN
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 × △ ― 2065 標準装備のため不要 未調査

ラフェスタ ハイウェイスター　H23.06 ～　H30.03 CWEAWN　CWEFWN 備考　：

ラルゴ H07.08　～　H11.06
NW30　VNW30
VW30　W30

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ラルゴ H07.08　～　H11.06 NW30　VNW30　 VW30　W30 備考　：

リーフ Ｈ22.12　～　H24.11 ZE0 　×　※1 　×　※1 ×　※1 × 　×　※1 × × × × ×

リーフ Ｈ22.12　～　H24.11 ZE0 備考　：

リーフ Ｈ24.11　～　H29.09 ZE0
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598　※1 標準装備のため不要
　2223　※1
　(20P･3P・

　アンテナ変換コード)
2089 ―

N2598　に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要 未調査

【S】グレードのみ Ｈ24.11　～　H29.09 ZE0
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463　※1 標準装備のため不要
　2223　※1
　(20P･3P・

　アンテナ変換コード)
2089 × N2463　に同梱

2223　に同梱
標準装備のため不要 未調査

リーフ Ｈ24.11　～　H29.09 ZE0 備考　：

スズキOEM車（MRワゴン）
※　オーディオデッキ取付の際はS2480

※　専用オーディオのため適合不可

スズキOEM車（MRワゴン）
※　オーディオデッキ取付の際はS2480

スズキOEM車（MRワゴン）

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※　専用オーディオのため適合不可

※　純正ラジオ付車には使用不可

※　専用オーディオのため適合不可

※1　【S】グレードのみ対応可

※1　専用オーディオのため適合不可



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

車　　　種 車両仕様 デッキサイズ

取付必要部品（取付キット）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）
  【△】　　　　・・・　ナビ取付時、純正配線から分岐
　【×】　　　　・・・　取扱い製品無し
　【未調査】　・・・　調査未実施（適合情報無し）
　【※】　　　　・・・　注意事項有り
                          備考欄の確認が必要

車両情報 オーディオ関連

2023/5/1現在

年　　　式 車　両　型　式
③ワイドパネル
フェイスパネルキット

ＮＩＳＳＡＮ

⑤取付ブラケット①オーディオハーネス ④アンテナ変換コード

オーディオ関連

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット

取付必要部品（単品）

②車速配線カプラー

リーフ　※1 H29.10　～　現在 ZE1
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598　 標準装備のため不要
　2223　※1
　(20P･3P・

　アンテナ変換コード)
2089 ―

N2598　に同梱
2223　に同梱

標準装備のため不要 未調査

リーフ　※1 H29.10　～　現在 ZE1
オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要
　2223　※1
　(20P･3P・

　アンテナ変換コード)
2089 × N2463　に同梱

2223　に同梱
標準装備のため不要 未調査

リーフ　※1 H29.10　～　現在 ZE1 備考　：

リバティ H10.11　～　H16.12
PM12　PNM12
RM12　RNM12

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

　 × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要
2077

（フロント・リア）

リバティ H10.11　～　H16.12 PM12　PNM12　 RM12　RNM12 備考　：

ルークス H21.12　～　H25.03 ML21S
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ S2481　※ 標準装備のため不要 　2207　（20P） 2085 2279 ― 標準装備のため不要
2076

（フロント・リア）

ルークス H21.12　～　H25.03 ML21S 備考　：

ルークス　※1 R02.03　～　現在
B44A　B45A
B47A　B48A

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

200ｍｍ N2598 標準装備のため不要 　― ― 標準装備のため不要
N2598に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要

オーディオレス
（200ｍｍ窓口）

180ｍｍ N2463 標準装備のため不要 　― ― 標準装備のため不要
N2463に同梱
2223に同梱

標準装備のため不要

#REF! #REF! #REF! 備考　：

ルキノ H06.05　～　H11.04
FB14　HB14　JB14
EN15　FN15　FNN15
HN15

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ルキノ H06.05　～　H11.04 FB14　HB14　JB14　EN15　FN15　FNN15 HN15備考　：

ルキノＳＲ－Ｖ H08.05　～　H11.04
FN15　FNN15
JN15　HNN15

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ルキノＳＲ－Ｖ H08.05　～　H11.04 FN15　FNN15　 JN15　HNN15  備考　：

ルネッサ H09.10　～　H13.09 N30　NN30　PNN30
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

ルネッサ H09.10　～　H13.09 N30　NN30　PNN30　 備考　：

レパードＪフェリー H08.03　～　H11.06 JGBY32　JPY32
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

レパードＪフェリー H08.03　～　H11.06 JGBY32　JPY32 備考　：

ローレル H06.08　～　H09.06
HC34　GNC34
GC34　SC34　GCC34

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

ローレル H06.08　～　H09.06 HC34　GNC34　 GC34　SC34　GCC34　備考　：

ローレル Ｈ09.06　～　Ｈ15.01
GC35　GCC35
GNC35　HC35
SC35

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ × 標準装備のため不要 　2204　(10P･6P) △ ― 2060 標準装備のため不要 未調査

ローレル Ｈ09.06　～　Ｈ15.01 GC35　GCC35　 GNC35　HC35　 SC35備考　：

スズキOEM車（パレット）
※　オーディオデッキ取付の際はS2480

※1　「S」グレードの対応可

※1　AUTO ACC車

未調査


