
　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

CR-V H09.10　～　H13.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

CR-V H09.10　～　H13.09 備考　：

CR-V Ｈ13.09　～　H18.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

CR-V Ｈ13.09　～　H18.10 備考　：

CR-V H18.10　～　H23.12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2224 (17P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

CR-V H18.10　～　H23.12 備考　：

CR-V
（純正ナビ装着車）

Ｈ23.12　～　現在 未調査 未調査 H2471 純正金具が必要 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

CR-V （純正ナビ装着車） Ｈ23.12　～　現在 備考　：

CR-V
（オーディオレス車）

Ｈ23.12　～　H28.08 未調査 未調査 H2472 純正金具が必要 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要 未調査

CR-V （オーディオレス車） Ｈ23.12　～　H28.08 備考　：

CR-V Ｈ30.08　～　現在 未調査 未調査 ×　※ × × × × × × ×

CR-V Ｈ30.08　～　現在 備考　：

CR-Z
（純正ナビ装着車）

H22.2　～　H24.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2472 標準装備のため不要 　2227 （24P） △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

CR-Z （純正ナビ装着車） H22.2　～　H24.09 備考　：

CR-Z
（オーディオレス車）

H22.2　～　H24.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 （24P） △ 2067 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

CR-Z （オーディオレス車） H22.2　～　H24.09 備考　：

CR-Z H24.09　～　H25.04 未調査 未調査 未調査 未調査 　2227 （24P） △ 未調査 2278 未調査
2079

（フロント・リア）

CR-Z H24.09　～　H25.04 備考　：

CR-Z H25.04　～　現在 未調査 未調査 未調査 未調査 　2227 （24P） △ 未調査 2278 未調査
2079

（フロント・リア）

CR-Z H25.04　～　現在 備考　：

HR-V H10.09　～　Ｈ18.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要 ―

HR-V H10.09　～　Ｈ18.02 備考　：

MDX H15.02　～　Ｈ18.07 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ △ × × × ×

MDX H15.02　～　Ｈ18.07 備考　：

N-BOX　/　N-BOX＋
（カスタムを含む）
マイクロアンテナ付車

H23.12 ～ H24.12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2475　※4 H2475に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278　※4 純正金具が必要
2079

（フロント）

N-BOX　/　N-BOX＋ （カスタムを含む） マイクロアンテナ付車H23.12 ～ H24.12 備考　：

H23.12 ～ H24.12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2475　※2　※5 H2475に同梱 　2227 （24P） △ 2065　※2 2278　※5 純正金具が必要
2079

（フロント）

0 H23.12 ～ H24.12 備考　：

N-BOX　/　N-BOX＋
（カスタムを含む）

H24.12 ～ H27.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2475　※4 H2475に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278　※4 純正金具が必要
2079

（フロント）

N-BOX　/　N-BOX＋ （カスタムを含む）H24.12 ～ H27.02 備考　：

N-BOX
（カスタムを含む）

H27.02 ～ H29.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2468　※4 H2468に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278　※4 純正金具が必要 未調査

HR-V H27.02 ～ H29.08 備考　：

N-BOX
　（カスタムを含む）
ナビ装着スペシャルパッ
ケージ付車

H29.08 ～ 現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2564 H2564に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

N-BOX　 　（カスタムを含む） ナビ装着スペシャルパッケージ付車H29.08 ～ 現在 備考　：

N-BOX
（カスタムを含む）

H29.08 ～ 現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2564 H2564に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

N-BOX （カスタムを含む） H29.08 ～ 現在 備考　：

N-BOX＋
（カスタムを含む）

H27.02 ～ 現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2468　※4 H2468に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278　※4 純正金具が必要 未調査

N-BOX＋ （カスタムを含む）H27.02 ～ 現在 備考　：

N-BOX　SLASH　※1 H26.12　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2468　※4 H2468に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278　※4 純正金具が必要 未調査

N-BOX　SLASH　※1 H26.12　～　現在 備考　：

H24.11 ～　H27.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2477 H2477に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要 未調査

0 H24.11 ～　H27.07 備考　：

N-ONE
（オーディオレス車）

H24.11 ～　H27.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2476 H2476に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

N-ONE （オーディオレス車）H24.11 ～　H27.07 備考　：

N-ONE H27.07 ～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2476 H2476に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

N-ONE H27.07 ～　現在 備考　：

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

オーディオ関連 オーディオ関連

①オーディオハーネス

車両情報

車　種 デッキサイズ車両仕様 取付ブラケット取付キット年　式

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

③アンテナ変換コード
②車速配線カプラー

（リバース配線カプラー）
スピーカー変換

ハーネス
取付ブラケット④フェイスパネル

2020/5/18現在

　　　　　　　　　　　　　　取付必要部品（単品）

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※1　該当車種：車両型式-車体番号（例：JF1-32XXXXX以降）
　　　　JF1-32　/　JF1-42　/　JF1-84　/　JF1-85　/　JF2-32　/　JF2-42　/　JF2-84　/　JF2-85
※4　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、
　　　　フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

※1　サウンドマッピングシステム付車は適合不可
※4　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、
　　　　フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

※　専用オーディオの為、適合不可

※4　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、
　　　　フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

※2　フロントルーフサイドアンテナ車は別途、【純正アンテナ延長コード】が必要です。
※5　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、
　　　　フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

※4　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、
　　　　フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

※1　該当車種：車両型式-車体番号（例：JF1-32XXXXX以降）
　　　　JF1-32　/　JF1-42　/　JF1-84　/　JF1-85　/　JF2-32　/　JF2-42　/　JF2-84　/　JF2-85
※4　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、
　　　　フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

N-ONE
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）

N-BOX　/　N-BOX＋
（カスタムを含む）
フロントルーフ
　サイドアンテナ車

※1　純正金具品番　：　08B00-TTA-000

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）。
　【×】　　　　・・・　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。

　　ＨＯＮＤＡ



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

オーディオ関連 オーディオ関連

①オーディオハーネス

車両情報

車　種 デッキサイズ車両仕様 取付ブラケット取付キット年　式
③アンテナ変換コード

②車速配線カプラー
（リバース配線カプラー）

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット④フェイスパネル

2020/5/18現在

　　　　　　　　　　　　　　取付必要部品（単品）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）。
　【×】　　　　・・・　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。

　　ＨＯＮＤＡ

N-VAN
（オーディオレス車）

H30.07　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2468 H2468に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278　※3 純正金具が必要 未調査

N-VAN （オーディオレス車）H30.07　～　現在 備考　：

N-VAN ※1
（AM/FMラジオ付車用） H30.07　～　現在

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2565 H2565に同梱 × △ 2067 2278　※2 純正金具が必要 未調査

N-VAN ※1 （AM/FMラジオ付車用） H30.07　～　現在 備考　：

N-WGN　/
N-WGNカスタム
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　パッケージ車）

H25.11　～　R01.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2469 H2469に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

0 H25.11　～　R01.08 備考　：

N-WGN　/
N-WGNカスタム
（オーディオレス車）

H25.11　～　R01.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2464 H2464に同梱 　2227 （24P） △ 2067　※1 2278 純正金具が必要 未調査

N-WGN　/ N-WGNカスタム （オーディオレス車）H25.11　～　R01.08 備考　：

N-WGN　/
N-WGNカスタム
（ナビ装着用
　スペシャル
　パッケージ車）

R01.08　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2564 H2564に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

N-WGN　/ N-WGNカスタム （ナビ装着用 　スペシャル 　パッケージ車）R01.08　～　現在 備考　：

N-WGN　/
N-WGNカスタム
（オーディオレス車）

R01.08　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2564 H2564に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

N-WGN　/ N-WGNカスタム （オーディオレス車）R01.08　～　現在 備考　：

NSX H02.09　～　Ｈ17.12 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

NSX H02.09　～　Ｈ17.12 備考　：

NSX H29.02　～ ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

NSX H29.02　～　 備考　：

S2000 H11.04　～　Ｈ17.11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

S2000 H11.04　～　Ｈ17.11 備考　：

S660 H27.04　～　現在 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

S660 H27.04　～　現在 備考　：

S-MX H11.09　～　H14.01
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

S-MX H11.09　～　H14.01 備考　：

Z H10.10　～　H14.01
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要 ―

Z H10.10　～　H14.01 備考　：

アヴァンシア H11.09　～　H15.06 未調査 未調査 未調査 未調査 　未調査 　未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

アヴァンシア H11.09　～　H15.06 備考　：

アクティ　ストリート H11.05　～　H15.04 未調査 未調査 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

アクティ　ストリート H11.05　～　H15.04 備考　：

アクティ　バン H11.05　～　Ｈ15.04 未調査 未調査 未調査 未調査 　未調査 　未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

アクティ　バン H11.05　～　Ｈ15.04 備考　：

アクティ　バン H15.04　～　H22.08
オーディオレス
（180ｍｍ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

アクティ　バン H15.04　～　H22.08 備考　：

アクティ　バン H22.08　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2479 標準装備のため不要 　× △ 2067 2278 標準装備のため不要 未調査

アクティ　バン H22.08　～　現在 備考　：

アコード H09.09　～　H14.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

アコード H09.09　～　H14.10　 備考　：

アコード H14.10　～　H20.12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ ×　※ × 　× 　× × × × ×

アコード H14.10　～　H20.12 備考　：

アコード H20.12　～　H23.02 ×※ ×※ ×　※ × 　× 　× × × × 2079
（フロント・リア）

アコード H20.12　～　H23.02 備考　：

アコード H20.12　～　H24.04 ×※ ×※ 　2227 （24P） △ 2065 ― 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

アコード H20.12　～　H24.04 備考　：

アコード H24.04　～　H25.06 ×※ ×※ ×　※ × 　× 　× × × × 2079
（フロント・リア）

アコード H24.04　～　H25.06 備考　：

アコードハイブリッド H25.06　～　現在 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

アコードハイブリッド H25.06　～　現在 備考　：

アコードワゴン　/
アコードツアラー

H09.10　～　H14.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

アコードワゴン　/　 アコードツアラーH09.10　～　H14.10 備考　：

アコードワゴン　/
アコードツアラー

H14.10　～　H20.12 ×※ ×※ ×　※ × 　× 　× × × × ×

アコードワゴン　/　 アコードツアラーH14.10　～　H20.12 備考　：

※　専用オーディオの為、適合不可

※　専用オーディオの為、適合不可

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※　１ＤＩＮサイズのオーディオのみ適合可

※　専用オーディオの為、適合不可

※1　AM/FMラジオ付車のスピーカーは運転席側のみの為、助手席側は別途スピーカーが必要です。
※2　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

※3　車両側オーディオ窓口とフェイスパネル（すき間埋めテープ）のクリアランスが無い為、フェイスパネルに貼るすき間埋めテープは側面のみ貼付けてください。

※1　純正のアンテナ延長カプラーが必要です。
　　　　【取付アタッチメント（金具+アンテナ延長カプラー他が同梱）】（08B00-T6G-S00）
※2　Aピラーからナビ接続部分までのアンテナ変換コードを同梱

※　専用オーディオの為、適合不可

※　専用オーディオの為、適合不可

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※　専用オーディオの為、適合不可

※　専用オーディオの為、適合不可

※　専用オーディオの為、適合不可

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

オーディオ関連 オーディオ関連

①オーディオハーネス

車両情報

車　種 デッキサイズ車両仕様 取付ブラケット取付キット年　式
③アンテナ変換コード

②車速配線カプラー
（リバース配線カプラー）

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット④フェイスパネル

2020/5/18現在

　　　　　　　　　　　　　　取付必要部品（単品）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）。
　【×】　　　　・・・　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。

　　ＨＯＮＤＡ

アコードワゴン　/
アコードツアラー

H20.12　～　H25.06 ×※ ×※ 　2227 (24P) △ × × × 2079
（フロント・リア）

アコードワゴン　/　 アコードツアラーH20.12　～　H25.06 備考　：

インサイト　/
インサイト
　　エクスクルーシブ
（純正ナビ装着車）

H21.02　～　H26.03
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2472 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

インサイト　/ インサイト 　　エクスクルーシブ （純正ナビ装着車）H21.02　～　H26.03 備考　：

H21.02　～　H26.03
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

0 H21.02　～　H26.03 備考　：

インサイト H30.12　～　現在 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

インサイト H30.12　～　現在 備考　：

インスパイヤ Ｈ10.10　～　H19.12 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

インスパイヤ Ｈ10.10　～　H19.12 備考　：

インスパイヤ Ｈ19.12　～　H24.09 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

インスパイヤ Ｈ19.12　～　H24.09 備考　：

インテグラ H13.07 ～　H18.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

インテグラ H13.07 ～　H18.07 備考　：

ヴェゼル　/
ヴェゼル　ハイブリッド
（オーディオレス車）

H25.12　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要 未調査

ヴェゼル　/ ヴェゼル　ハイブリッド （オーディオレス車）H25.12　～　現在 備考　：

H25.12　～　H28.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要 未調査

0 H25.12　～　H28.02 備考　：

H28.02　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要 未調査

0 H28.02　～　現在 備考　：

エアウェイブ H17.04　～　H22.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2470 標準装備のため不要 　2207 (20P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

エアウェイブ H17.04　～　H22.08 備考　：

エディックス Ｈ16.07　～　H21.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

エディックス Ｈ16.07　～　H21.08 備考　：

エリシオン H16.05　～　H24.05
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

エリシオン H16.05　～　H24.05 備考　：

エリシオン
　プレステージ

H18.12　～　H25.10 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

エリシオン  　プレステージ H18.12　～　H25.10 備考　：

エレメント H15.04　～　Ｈ17.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

エレメント H15.04　～　Ｈ17.07 備考　：

オデッセイ Ｈ09.08　～　Ｈ11.12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

オデッセイ Ｈ09.08　～　Ｈ11.12 備考　：

オデッセイ Ｈ11.12　～　Ｈ15.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

オデッセイ Ｈ11.12　～　Ｈ15.10 備考　：

オデッセイ Ｈ15.10　～　Ｈ20.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

オデッセイ Ｈ15.10　～　Ｈ20.10 備考　：

オデッセイ Ｈ20.10　～　H25.11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

オデッセイ Ｈ20.10　～　H25.11 備考　：

オデッセイ H25.11　～　H29.11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 純正金具が必要 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

オデッセイ H25.11　～　H29.11 備考　：

オデッセイ H29.11　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471　※3 純正金具が必要 　2227 (24P)　※3 △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

オデッセイ H29.11　～　現在 備考　：

オデッセイ
ハイブリッド

H28.02　～　H29.11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 純正金具が必要 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

オデッセイ　 ハイブリッド H28.02　～　H29.11 備考　：

オデッセイ
ハイブリッド

H29.11　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471　※3 純正金具が必要 　2227 (24P)　※3 △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

オデッセイ　 ハイブリッド H29.11　～　現在 備考　：

オルティア H11.06　～　H14.01
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要 ―

オルティア H11.06　～　H14.01 備考　：

ヴェゼル　/
ヴェゼル　ハイブリッド
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

インサイト　/
インサイト
　　エクスクルーシブ
（オーディオレス車）

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※3　オーディオレス車（9インチ）の為、2DINデッキを取り付けする際には純正変換フェイスパネルキットが必要です。
※4　オーディオレス車（9インチ）の為、2DINデッキを取り付けする際には純正取付アタッチメントが必要です。

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※　専用オーディオの為、適合不可

※　専用オーディオの為、適合不可

※　専用オーディオの為、適合不可

※3　2DINデッキを取り付けする際には変換フェイスパネルキットが必要です。
※4　2DINデッキを取り付けする際には純正取付アタッチメントが必要です。

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※　専用オーディオの為、適合不可

ヴェゼル　/
ヴェゼル　ハイブリッド
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

オーディオ関連 オーディオ関連

①オーディオハーネス

車両情報

車　種 デッキサイズ車両仕様 取付ブラケット取付キット年　式
③アンテナ変換コード

②車速配線カプラー
（リバース配線カプラー）

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット④フェイスパネル

2020/5/18現在

　　　　　　　　　　　　　　取付必要部品（単品）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）。
　【×】　　　　・・・　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。

　　ＨＯＮＤＡ

キャパ H 10.04　 ～　H14.01
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P)　※ △ ― ― 標準装備のため不要 ―

キャパ　 H 10.04　 ～　H14.01 備考　：

クロスロード
　（純正ナビ装着車）

H19.02　～　H22.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2224 (17P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

クロスロード 　（純正ナビ装着車）H19.02　～　H22.08 備考　：

クロスロード
　（オーディオレス車）

H19.02　～　H22.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2470 標準装備のため不要 　2207 (20P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

クロスロード 　（オーディオレス車）H19.02　～　H22.08 備考　：

グレイス
　（オーディオレス車）

H26.12　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2467　※2 H2467に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

グレイス  　（オーディオレス車）H26.12　～　現在 備考　：

H26.12　～　H29.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2467　※2 H2467に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

0 H26.12　～　H29.07 備考　：

H29.07　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2467　※2 H2467に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

0 H29.07　～　現在 備考　：

ザッツ H14.02　～　Ｈ19.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

ザッツ H14.02　～　Ｈ19.10 備考　：

シビック H12.09　～　H17.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

シビック H12.09　～　H17.09 備考　：

シビック H17.09　～　H22.12
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2224 (17P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

シビック H17.09　～　H22.12 備考　：

シビック
（ハッチバック・セダン・
TYPE R）

H29.09　～　現在 未調査 未調査 H2471　※4 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要 未調査

シビック （ハッチバック・セダン・TYPE R）H29.09　～　現在 備考　：

シビック フェリオ H12.09　～　H17.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

シビック フェリオ H12.09　～　H17.09 備考　：

シャトル　/
シャトルハイブリッド

H27.05　～　H29.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2465　※2 H2465に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

シャトル　/　 シャトルハイブリッドH27.05　～　H29.09 備考　：

H29.09　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2465　※2 H2465に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

0 H29.09　～　現在 備考　：

シャトル　/
シャトルハイブリッド
（オーディオレス車）

H29.09　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2465　※2 H2465に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

シャトル　/　 シャトルハイブリッド （オーディオレス車）H29.09　～　現在 備考　：

ジェイド H27.02　～　H30/05
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要 未調査

ジェイド H27.02　～　H30/05 備考　：

ジェイド H30.05　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要 未調査

ジェイド H30.05　～　現在 備考　：

ステップワゴン　/
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞ

H11.05　～　H13.04
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

ステップワゴン　/ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞH11.05　～　H13.04 備考　：

ステップワゴン　/
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞ

H13.04　～　H17.05
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

ステップワゴン　/ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞH13.04　～　H17.05 備考　：

ステップワゴン　/
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞ

H17.05　～　H21.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2470 純正金具が必要 　2207 (20P) △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

ステップワゴン　/ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞH17.05　～　H21.10 備考　：

ステップワゴン　/
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ
（マルチビューカメラ
　　システム非装着車） H21.10　～　H27.04

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2472 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

ステップワゴン　/ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ （マルチビューカメラ 　　システム非装着車）H21.10　～　H27.04 備考　：

ステップワゴン　/
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ
（マルチビューカメラ
　　システム装着車） H21.10　～　H27.04

オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2471 標準装備のため不要 　2227 (24P) △ 2067 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

ステップワゴン　/ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ （マルチビューカメラ 　　システム装着車）H21.10　～　H27.04 備考　：

ステップワゴン　/
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞ

H27.04　～　H29.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2466　※2 H2466に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

ステップワゴン　/ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞH27.04　～　H29.09 備考　：

ステップワゴン　/
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞ

H29.09　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2466　※2 H2466に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

ステップワゴン　/ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　ｽﾊﾟｰﾀﾞ　H29.09　～　現在 備考　：

ストリーム H12.10　～　H18.07
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

ストリーム H12.10　～　H18.07　 備考　：

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

※4　本製品でのステアリングリモコンの接続は出来ません。

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

シャトル　/
シャトルハイブリッド
（ナビ装着スペシャル
　　　　　パッケージ車）

グレイス
（ナビ装着用
　　スペシャル
　　　パッケージ車）

グレイス
（ナビ装着用
　　スペシャル
　　　パッケージ車）

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※　１ＤＩＮサイズのオーディオのみ適合可

※2　取付キットに同梱しているフェイスパネルは、【ピアノブラック調パネル】

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

オーディオ関連 オーディオ関連

①オーディオハーネス

車両情報

車　種 デッキサイズ車両仕様 取付ブラケット取付キット年　式
③アンテナ変換コード

②車速配線カプラー
（リバース配線カプラー）

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット④フェイスパネル

2020/5/18現在

　　　　　　　　　　　　　　取付必要部品（単品）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）。
　【×】　　　　・・・　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。

　　ＨＯＮＤＡ

ストリーム H18.07　～　H21.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2224 (17P) △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

ストリーム H18.07　～　H21.06 備考　：

ストリーム H21.06　～　H26.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2472 標準装備のため不要 　2227 （24P） △ 2065 2278 標準装備のため不要
2079

（フロント・リア）

ストリーム H21.06　～　H26.06 備考　：

ゼスト　/
ゼストスパーク

H18.03　～　H24.11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2470 純正金具が必要 　2207 (20P) △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

ゼスト　/ ゼストスパーク H18.03　～　H24.11 備考　：

ドマーニ H11.01　～　H12.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 純正金具が必要 ―

ドマーニ H11.01　～　H12.08　 備考　：

トルネオ H09.09　～　H14.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

トルネオ H09.09　～　H14.10　 備考　：

バモス　/
バモス ホビオ

H11.06　～　H13.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

バモス　/ バモス ホビオ H11.06　～　H13.09 備考　：

バモス　/
バモス ホビオ

H13.09　～　H19.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要 ―

バモス　/ バモス ホビオ H13.09　～　H19.02 備考　：

バモス　/
バモス ホビオ

H19.02　～　H22.08
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2470 純正金具が必要 　2207 (20P) △ 2065 2278 純正金具が必要 未調査

バモス　/ バモス ホビオ H19.02　～　H22.08 備考　：

バモス　/
バモス ホビオ

H22.08　～　H24.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 未調査 純正金具が必要 　2207 (20P) △ 未調査 2278 純正金具が必要 未調査

バモス　/ バモス ホビオ H22.08　～　H24.06 備考　：

バモス　/
バモス ホビオ

H24.06　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2562 H2562に同梱 　× △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

バモス　/ バモス ホビオ H24.06　～　現在 備考　：

フィット H13.06　～　Ｈ19.10
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

フィット H13.06　～　Ｈ19.10 備考　：

フィット H19.10　～　H24.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2473 H2473に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

フィット H19.10　～　H24.06 備考　：

フィット H24.06　～　H25.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2473 H2473に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

フィット H24.06　～　H25.09 備考　：

フィット
（オーディオレス車）

H25.09　～　H29.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

フィット （オーディオレス車）H25.09　～　H29.06 備考　：

H25.09　～　H29.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

0 H25.09　～　H29.06 備考　：

フィット
（オーディオレス車）

H29.06　～　R02.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

フィット （オーディオレス車）H29.06　～　R02.02 備考　：

H29.06　～　R02.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

0 H29.06　～　R02.02 備考　：

フィット　NEW!
（オーディオレス車）

R02.02　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2566 H2566に同梱 　2227 （24P） △ 2067 — H2566に同梱 未調査

フィット　NEW! （オーディオレス車）R02.02　～　現在 備考　：

R02.02　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2566 H2566に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 H2566に同梱 未調査

R02.02　～　現在 備考　：

フィット　ハイブリッド Ｈ22.10　～　H25.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2473 H2473に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

フィット　ハイブリッド Ｈ22.10　～　H25.09 備考　：

H25.09　～　H29.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要
2079

(フロント・リア)

H25.09　～　H29.06 備考　：

フィット　ハイブリッド
（オーディオレス車）

H25.09　～　H29.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

フィット　ハイブリッド （オーディオレス車）H25.09　～　H29.06 備考　：

フィット　ハイブリッド
（オーディオレス車）

H29.06　～　R02.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

フィット　ハイブリッド （オーディオレス車）H29.06　～　R02.02 備考　：

H29.06　～　R02.02
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2478 H2478に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

H29.06　～　R02.02 備考　：

フィット　ハイブリッド
（オーディオレス車）
NEW!

R02.02　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2566 H2566に同梱 　2227 （24P） △ 2067 ― H2566に同梱 未調査

フィット　ハイブリッド （オーディオレス車） NEW!R02.02　～　現在 備考　：

フィット　ハイブリッド
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

１ＤＩＮサイズのオーディオのみ適合可

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

フィット　ハイブリッド
（ナビ装着用
     スペシャル
        パッケージ車）

フィット　NEW!
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）

フィット
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）

フィット
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応



　ＡＯＤＥＡ　車種別取付情報　

オーディオ関連 オーディオ関連

①オーディオハーネス

車両情報

車　種 デッキサイズ車両仕様 取付ブラケット取付キット年　式
③アンテナ変換コード

②車速配線カプラー
（リバース配線カプラー）

スピーカー変換
ハーネス

取付ブラケット④フェイスパネル

2020/5/18現在

　　　　　　　　　　　　　　取付必要部品（単品）

≪適合表　：　記号の意味≫
　【―】　　　　・・・　不要（車両に設定無し）。
　【×】　　　　・・・　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。

　　ＨＯＮＤＡ

R02.02　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2566 H2566に同梱 　2227 （24P） △ 2067 2278 H2566に同梱 未調査

R02.02　～　現在 備考　：

フィットアリア H14.11　～　Ｈ21.01 未調査 未調査 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 未調査

フィットアリア H14.11　～　Ｈ21.01 備考　：

Ｈ23.06～　H27.03
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2473 H2473に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要 未調査

0 Ｈ23.06～　H27.03 備考　：

フリード　/
フリードスパイク

H20.05　～　H28.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2474 H2474に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

フリード　/ フリードスパイクH20.05　～　H28.09 備考　：

H23.10　～　H28.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2474 H2474に同梱 　2227 （24P） △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

0 H23.10　～　H28.09 備考　：

フリード　/
フリードハイブリッド

H28.09　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2563 H2563に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

フリード　/ フリードハイブリッドH28.09　～　現在 備考　：

フリード＋　/
フリード＋ハイブリッド

H28.09　～　現在
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2563 H2563に同梱 　2227 (24P) △ 2067 2278 純正金具が必要 未調査

フリード＋　/ フリード＋ハイブリッドH28.09　～　現在 備考　：

プレリュード H10.09　～　H12.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

プレリュード H10.09　～　H12.09 備考　：

モビリオ/
モビリオ スパイク

H13.12　～　H20.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

モビリオ/ モビリオ スパイクH13.12　～　H20.06 備考　：

ライフ/ライフダンク H10.10　～　H15.09
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

ライフ/ライフダンク H10.10　～　H15.09 備考　：

ライフ H15.09　～　H20.11
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ 　2207 (20P) △ 2065 ― 標準装備のため不要 未調査

ライフ H15.09　～　H20.11 備考　：

H20.11　～　H26.04
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2472 純正金具が必要 　2227 (24P) △ 2065 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

0 H20.11　～　H26.04 備考　：

ライフ
（オーディオレス車）

H20.11　～　H26.04
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ H2470　※2 純正金具が必要 　2207 (20P) △ 2065 ※2 2278 純正金具が必要
2079

（フロント・リア）

ライフ （オーディオレス車） H20.11　～　H26.04 備考　：

ラグレイト H11.06　～　H16.04 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

ラグレイト H11.06　～　H16.04 備考　：

レジェンド H08.02　～　H16.10 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

レジェンド H08.02　～　H16.10　 備考　：

レジェンド H16.10　～　H24.07 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

レジェンド H16.10　～　H24.07 備考　：

レジェンド H27.01　～　現在 ×※ ×※ ×　※ × 　×　※ 　×　※ × × × ×

レジェンド H27.01　～　現在 備考　：

ロゴ H10.11　～　H13.06
オーディオレス
（180ｍｍ窓口）

180ｍｍ
セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】
で対応

　2207 (20P) △ ― ― 標準装備のため不要 ―

ロゴ　 H10.11　～　H13.06 備考　：

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※2　純正のアンテナ延長コードが必要です。

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

セット品番未設定の為、
【取付必要部品（単品）】で対応

※　全車DVDナビゲーションシステムの為、取付不可。

※　専用オーディオの為、適合不可。

※　専用オーディオの為、適合不可。

ライフ
（ナビ装着用
　　　スペシャル
　　　　　パッケージ車）

フリードハイブリッド　/
フリードスパイク
　　　　　　ハイブリッド

フィットシャトル　/
フィットシャトル
　　ハイブイリッド

フィット　ハイブリッド
（ナビ装着用
　     スペシャル
　　　　  パッケージ車）
NEW!

※　１ＤＩＮサイズのオーディオのみ適合可

※　専用オーディオの為、適合不可。


