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ﾒｰｶｰ 車種 年式 備考 トヨタ用 ホンダ１用 ホンダ２用 ニッサン用 スバル用
ｱｲｼｽ 2004/9～
ｱｸｱ 2011/12～ ○

ｱﾍﾞﾝｼｽ 2001/9～ ○
ｱﾘｵﾝ 2001/12～ 変換コネクタ不要

2002/5～2015/1 変換コネクタ不要
2015/1～ ○

ｲｽﾄ 2002/5～ 変換コネクタ不要
ｲﾌﾟｻﾑ 1996/5～2009/12 変換コネクタ不要

ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ 2007/8～2013/11 変換コネクタ不要
ｳｨｯｼｭ 2003/1～ 変換コネクタ不要

1999/2～2010/12 変換コネクタ不要
2010/12～ ○
2002/5～2015/1 変換コネクタ不要
2015/1～ ○

ｳﾞｫｸｼｰ 2007/6～2013/12 変換コネクタ不要
ｳﾞｫｸｼｰ／ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2014/1～ ○
ｴｽｸｧｲｱ／ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2014/10～ ○

ｴｽﾃｨﾏ 2006/1～ 変換コネクタ不要
2006/10～2012/7 変換コネクタ不要
2012/7～ ○

ｶﾑﾘ 1994/7～2011/9 変換コネクタ不要
ｶﾑﾘ　ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2011/9～ ○

2006/10～2012/4 変換コネクタ不要
2012/5～ ○
2006/10～2012/4 変換コネクタ不要
2012/5～ ○

ｶﾛｰﾗﾙﾐｵﾝ 2007/10～ 変換コネクタ不要
ｸﾗｳﾝｱｽﾘｰﾄ/ﾛｲﾔﾙ 2012/12～ 変換コネクタ不要

2003/9～2015/7 変換コネクタ不要
2015/7～ ○

ｽﾍﾟｲﾄﾞ 2012/7～ ○
ﾉｱ 2007/6～2013/12 変換コネクタ不要

ﾉｱ／ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2014/1～ ○
1986/8～2013/11 変換コネクタ不要
2013/12～ ○

ﾊﾟｯｿ 2010/2～ 変換コネクタ不要
ﾊﾟｯｿｾｯﾃ 2008/12～2012/2 変換コネクタ不要

2003/2～2013/7 変換コネクタ不要
2013/7～ ○
2009/5～2015/12 変換コネクタ不要
2015/12～ ○

ﾌﾟﾘｳｽα 2011/5～ 変換コネクタ不要
ﾌﾟﾚﾐｵ 2007/6～ 変換コネクタ不要

2004/7～2012/6 変換コネクタ不要
2012/7～ ○

ﾏｰｸX 2009/10～ 変換コネクタ不要
2005/10～2010/10 変換コネクタ不要
2010/11～ ○

bB 2005/12～ 変換コネクタ不要
FJクルーザー 2010/12～ 変換コネクタ不要

IQ 2008/10～ 変換コネクタ不要
RAV4 1994/5～ 変換コネクタ不要

86 2012/4～ スバル　BRZ共通 ○

2007/5～2013/11 変換コネクタ不要
2013/12～ ○

ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ 2010/8～ ○
ｵｯﾃｨ 2006/10～2013/6 変換コネクタ不要
ｷｭｰﾌﾞ 2008/11～ ○
ｼﾞｭｰｸ 2010/6～ ○

2005/11～2010/10 変換コネクタ不要
2010/11～ ○

ﾃｨｰﾀﾞ 2002/9～ ○
ﾃﾞｲｽﾞ 2013/6～ ○

ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ 2014/2～ ○
2005/1～2012/8 ○
2012/9～ ○
2010/7～2013/5 変換コネクタ不要
2013/6～ ○

ﾓｺ 2006/2～ 変換コネクタ不要
ﾙｰｸｽ 2009/12～2013/3 変換コネクタ不要

1997/10～2006/10 変換コネクタ不要
2006/10～2009/12 ○
2009/12～ メーカーナビ装着車 ○
2009/12～ オーディオレス車 ○
2010/2～2012/9 メーカーナビ装着車 ○
2010/2～2012/9 オーディオレス車 ○
2012/9～ オーディオレス車 ○
2002/10～2008/12 変換コネクタ不要
2008/12～ ○
2009/2～2014/3 ○
2009/2～2014/3 ○

ｳﾞｪｾﾞﾙ 2013/12～ ○
ｴｱｳｪｲﾌﾞ 2005/4～2010/8 ○
ｵﾃﾞｯｾｲ 2008/10～ ○

2005/5～2009/9 変換コネクタ不要
2009/10～2015/4 マルチビューカメラ非装着車 ○
2009/10～2015/4 マルチビューカメラ装着車 ○
2015/4～ ○
1999/6～2007/2 変換コネクタ不要
2007/2～2011/6 ○
2011/6～ 変換コネクタ不要
2007/10～2013/8 ○
2013/9～ ○

ﾌﾘｰﾄﾞ 2008/5～ ○
ﾗｲﾌ 2005/9～ ○

2011/12～2015/2 ○
2015/2～ ○
2012/11～ メーカーナビ装着車 ○
2012/11～ オーディオレス車 ○

N-WGN 2013/12～ ○
変換コネクタ不要

ｱｸｾﾗ 2009/6～2013/10 ○
ｱｸｾﾗ 2013/11～ ○
ｱﾃﾝｻﾞ 2012/11～ 変換コネクタ不要
ｽｸﾗﾑ 2002/11～ 変換コネクタ不要
ﾃﾞﾐｵ 2007/7～ 変換コネクタ不要

ﾋﾞｱﾝﾃ 2008/7～ 変換コネクタ不要
ﾌﾚｱ 2012/10～ 変換コネクタ不要

ﾌﾚｱｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ 2014/1～ 変換コネクタ不要
ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝ 2013/3～ 変換コネクタ不要
ﾌﾟﾚﾏｼｰ 2010/7～ ○
ﾍﾞﾘｰｻ 2004/6～ 変換コネクタ不要

ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ 1989/9～ 変換コネクタ不要
2012/2～2015/1 ○
2015/1～ 変換コネクタ不要

MPV 2006/2～ 変換コネクタ不要

ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ 2008/10～ ○
ｽﾃﾗ 2011/5～ 変換コネクタ不要

ﾃﾞｨｱｽﾜｺﾞﾝ 2009/9～ 変換コネクタ不要
ﾌｫﾚｽﾀｰ 2007/12～ ○

ﾙｸﾗ 2010/4～ 変換コネクタ不要
ﾚｳﾞｫｰｸﾞ 2014/6～ ○

ﾚｶﾞｼｨ　B4 2005/5～ ○
ﾚｶﾞｼｨｱｳﾄﾊﾞｯｸ 2009/5～ ○

BRZ 2012/3～ ○
XV 2010/6～ 変換コネクタ不要

ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ 2005/10～ 変換コネクタ不要
ﾃﾞﾘｶD：２ 2011/3～ 変換コネクタ不要
ﾃﾞﾘｶD：５ 2007/1～ 変換コネクタ不要
ﾐﾗｰｼﾞｭ 2012/8～ 変換コネクタ不要
ekｶｽﾀﾑ 2013/6～ 変換コネクタ不要
ekﾜｺﾞﾝ 2006/9～ 変換コネクタ不要
i-MiEV 2009/6～ 変換コネクタ不要

ｱﾄﾚｰﾜｺﾞﾝ 2005/5～ 変換コネクタ不要
ﾀﾝﾄ 2013/10～ 変換コネクタ不要

ﾀﾝﾄｴｸﾞｾﾞ 2009/12～ 変換コネクタ不要
ﾐﾗｲｰｽ 2011/9～ 変換コネクタ不要
ﾐﾗｺｺｱ 2009/8～ 変換コネクタ不要
ﾑｰｳﾞ 2010/12～ 変換コネクタ不要

ﾑｰｳﾞｶｽﾀﾑ 2012/9～ 変換コネクタ不要
ﾑｰｳﾞｺﾝﾃ 2008/8～ 変換コネクタ不要

ｱﾙﾄ 2009/12～ 変換コネクタ不要
ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝ 2008/11～ 変換コネクタ不要
ｲｸﾞﾆｽ 2016/2～ ○
ｴｽｸｰﾄﾞ 2015/10～ ○

ｴﾌﾞﾘｨﾊﾞﾝ/ﾜｺﾞﾝ 2005/8～ 変換コネクタ不要
ｼﾞﾑﾆｰ 2000/4～ 変換コネクタ不要

2005/5～2010/9 変換コネクタ不要
2010/9～ ○

ｽﾍﾟｰｼｱ 2013/3～ 変換コネクタ不要
ｿﾘｵ 2011/1～ 変換コネクタ不要

ﾊｽﾗｰ 2014/1～ 変換コネクタ不要
ﾊﾟﾚｯﾄ 2008/1～2013/2 変換コネクタ不要
ﾜｺﾞﾝR 2008/9～ 変換コネクタ不要

ﾜｺﾞﾝR(ｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ) 2012/9～ 変換コネクタ不要
MRﾜｺﾞﾝ 2011/1～ 変換コネクタ不要

ｽﾊﾞﾙ

ﾐﾂﾋﾞｼ

ｽｲﾌﾄ

ﾀﾞｲﾊﾂ

ｽｽﾞｷ

ﾏﾂﾀﾞ

ﾗｸﾃｨｽ

N-one

 ﾄﾖﾀ

ｵｰﾘｽ

ｶﾛｰﾗｱｸｼｵ

ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ

ｳﾞｨｯﾂ

ハイエース

 ﾆｯｻﾝ

ｼｴﾝﾀ

ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ

ｱｺｰﾄﾞ

ﾎﾝﾀﾞ

ﾌｨｯﾄ/ﾌｨｯﾄﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ

ﾏｰﾁ

ﾉｰﾄ

CR-V

CR-Z

ﾎﾟﾙﾃ

CX-5

TP190／TPS2　FMモジュレーター用
変換ケーブル適合表

＊○のついていない車種に関しては変換コネクタを使用せずに
 弊社FMモジュレーターが使用できる車種になります。
＊調査日以降のマイナーチェンジ車、追加オプションパーツ取付車には
 適合しない場合があります。（調査日2016年8月調べ）

ﾊﾘｱｰ

ﾌﾟﾘｳｽ

ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ

Nbox

ｲﾝｻｲﾄ

ﾊﾞﾓｽ

ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ/ｽﾊﾟｰﾀﾞ

ｴｸｽﾄﾚｲﾙ

ｾﾚﾅ


