
「ディーラー（販売店）オプション」適合表より
ナビ（モニター）品番で検索してください。

「標準装備＆メーカーオプション」適合表より
車種名で検索してください。

TV-KIT は車両に装備されている純正ナビの種類によって品番が異なります。
必ず純正ナビの種類を確認したうえで適合検索してください。

TV-KIT適合確認方法

車両購入時の追加オプションとして自動車
生産ラインで装備されるナビ

メーカーオプションメーカーオプション
車両購入時の追加オプションとして自動車
ディーラーで装備されるナビ

ディーラーオプションディーラーオプション標準装備標準装備
標準で装着されるナビ

YES YES

YES

NO

NO

数字品番のみ

ナビの取扱説明書表紙に「アルファベット+数字」品番、
または「カーオーディオメーカー名」の記載がありますか？

◎ナビの判別ができない場合は、お近くの自動車販売店、または自動車メーカーのお客様相
談窓口に車検証をご準備のうえお問い合わせください。

アルファベット

数字品番
＋

「ディーラー（販売店）オプション」の
ページを確認

※市販ナビの場合は対応しません

「標準装備＆メーカーオプション」の
ページを確認

純正ナビ判別方法

■ディーラーオプションナビの品番例（下記がすべてではありません。）
トヨタ/ダイハツ・・・「N」ではじまる　「NSZT-W68」など
ホンダ・・・「V」ではじまる　「VXM-185VFi」など
日産・・・「M」ではじまる（2013年モデル以降）　「MM518D-W」など

マツダ・・・「C9」「A9」ではじまる　「C9K4」など
スバル・・・パナソニック製「CN」ではじまる。三菱製「NR」ではじまる。

モニターの枠に品番記載がありますか？

和暦/西暦早見表
H9 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

1997年 1998年 1999年

H21 H22 H23 H24 H25

適合表のご利用について
TV-KIT（切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプ）



■切替タイプ・・・切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
車両によってはTV-KITの動作中（切替スイッチON時）は、ナビゲーション上の自車位置や距離に関する情報（平均時速/燃費等）は不正確
になったり、機能の一部が使用できない場合がございます。またTV-KITをOFF（切替スイッチOFF）にした時に自車位置が正確な位置に
戻るまでの時間は、走行、周囲の状況、GPSの受信状況などにより時間がかかる場合がございます。
※切替スイッチを取り外してのご使用はできません。

■オートタイプ・・・切替スイッチがないため取り付けがシンプルで、室内のイメージを損なわずに装着できます。
※切替スイッチを追加することはできません。

■ビルトインタイプ・・・純正風スイッチを採用した「切替タイプ」です。後付け感なく装着できます。

車種によっては切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプが適合する場合があります。
上記ご参照の上、販売店様の販売方針やユーザー様のご希望に沿ったタイプをお選びください。

切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプについて

く認確ごで表合適の新最ず必。すまりな異が番品の品製りよに称名ムテスシンョシーゲビナび及）式年/式型（種車るなにけ付り取おは品製本 ■
ださい。尚、適合車種は随時追加しています。最新の適合情報は弊社ホームページまたはQRコードから最新適合情報をご覧ください。
■TV-KIT（以下本製品）は純正ナビにのみ対応しています。市販ナビには対応していません。

放VTもてし着装を品製本、は合場いないてれさ着装がーナーュチVTに両車。んせまりあはでンョシーゲビナーカび及ーナーュチVTは品製本 ■
送を見ることはできません。

。いさ下でいな見をVT中行走に対絶は者転運めたの止防故事。すで品製たれさ発開にめたる見をVTに中行走が者乗同の外以者転運は品製本 ■
運。すまりなと象対の罰処、りなと反違務義転運全安の法通交路道、はとこう行を作操ンョシーゲビナりたし視注をータニモに中行走が者転運 ■

転者は安全上、走行中にナビゲーション操作は行わないで下さい。罰金・減点等に関しての責任は弊社では一切負いません。
■本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
■本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
■適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障等に関しての責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。

）どな費燃や速車均平（報情るす関に離距はてっよに種車たま。すまりあが合場るなに確正不が置位車自の上ンョシーゲビナは中用使の品製本 ■
が不正確になります。
■本体に貼付されている封印シールを剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。

アみ含を品製本。すまし致い願おうよすまき頂てし外り取を品製本ず必はに際るれさ出に理修、検点を等ンョシーゲビナび及ータニモビレテ ■
フターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。

■改良のため、仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。
■純正のバックカメラ装着車の場合、シフトレバーを「Ｒ」ポジションにした場合は、カメラ映像が優先されます。

元を報情の証検車。すまりあが合場るな異が番品合適で係関のジンェチルデモは合場の後前月年了終/月年始開の欄式年表合適が式年の両車 ■
に各メーカー窓口でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。

ご注意

適合表のご利用について
TV-KIT（切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプ）

■切替スイッチ
が状形チッイスてっよに番品 ※

異なります

■ビルトインスイッチ

「 ○ 」 ・・・ DVD鑑賞が可能。
「 × 」 ・・・ DVD鑑賞は不可能。
「 ー 」 ・・・ ）能機ンョシプオーカーメ・備装準標（。いなが能機生再DVD ※

「未確認」 ・・・ 動作未確認です。
※車両によっては外部入力からDVDプレーヤー等の外部機器を接続できる場合があります。

「 ○ 」 ・・・ ナビ操作が可能。
「 × 」 ・・・ ナビ操作は不可能。
「 ー 」 ・・・ 純正ナビの設定なし。
「未確認」 ・・・ 動作未確認です。

各項目の記号について

DVD鑑賞項目 ―本製品のスイッチをONにしたとき、純正車載DVDが鑑賞可能かを表しています。

地図動作項目 ―本製品のスイッチをONにしたとき、ナビの自車位置の動作を表しています。

ナビ操作項目 ―本製品のスイッチをONにしたとき、目的地設定などのナビ操作が可能かどうかを表しています。

「 ○ 」 ・・・ ナビの自車位置が正常に動作する。
「 × 」 ・・・  ナビが止まる若しくは精度が落ちる。

「 ー 」 ・・・ 純正ナビの設定なし。
「未確認」 ・・・ 動作未確認です。

 ・ハイブリッド車の場合、エネルギーモニター表示のタイヤの回転表示が停止する場合があります。 
・ルート案内や到着予想時刻等が使用できない場合があります。 
・走行距離を積算する機能(メンテナンス時期案内や燃費情報など)が不正確になります。 
・現在位置を元に提供される情報提供サービスが使用できない場合があります。 
・ 自車位置がズレている場合、自車位置情報を自動送信する緊急通報サービス・ヘルプネット機能・TSPS(信号情報活用運転支援システム)等は正常に機能しま
せん。また、ナビゲーションから位置情報を取得する純正ナビ連携ドライブレコーダーの場合は記録位置情報が不正確となります。



注釈一覧

適合表のご利用について
TV-KIT（切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプ）

※1 マジェスタ4WD車（UZS143/145）、ソアラマイナー後（H6.1～H8.7）にTV-KITを取り付けるとナビゲーションに不具合が生じますので、お取り付けにならない
でください。

※2 マジェスタマイナー後（H5.8～H7.8）でGPSナビゲーションなしマルチビジョンの場合、TTVD126を取り付けてもメンテナンス情報（メモリ表示は除く）は使用で

※3

※4 切替タイプはモニターに表示される燃費情報やオイル交換お知らせなどのメンテナンス距離積算情報が不正確になります。 また一度不正確となった情報は切替ス
イッチをOFFにしても元には戻りません。

※5 スカイラインGTRはマルチファンクションディスプレイが標準装備されていますが、メーカーオプションのマルチAVシステム装着車のみ適合します。N'FITクラリ
オン製TVチューナー装着車「ディーラー（販売店）オプション適合表」をご覧ください。

※6 ナビ見分け方を別紙でご用意しております。ご参照ください。   
※7  税別）が必要になりますので、合わせてご購入ください。"
※8

る場合があります。
※9 一部の車両で時々画面が暗くなる症状が発生する事がありますが、車両側の制御により発生するものであり、製品の故障、不具合ではありません。

取り付けの際、専用工具が必要となります。
※11 オートタイプ品番の適合車両ではオプション設定のフロントサイドカメラが使用できなくなります。
※12 ADAシステム装着車はディスプレイの外枠右上に「NAVIGATION SYSTEM FOR ADA」と記載があります。
※13 車種によってはTVチューナーの位置が異なりますので、車両側ナビ/TVに付属の取付説明書またはディーラーにてご確認ください。
※14 タッチパネルでエアコンを操作する場合、切替スイッチをOFFにしてください。
※15 DVD鑑賞機能を利用する場合は、TV-NAVIKITをお買い求めください
※16 切替スイッチON時には、ノーズビューカメラ&リアビューカメラが使用できません。切替スイッチOFFで操作が可能になります。
※17「5.1chサラウンド/カーシアターシステム装着車」に内蔵のDVDプレイヤーにはご利用になれません。
※19 ディーラーオプションアナログアンテナセット未装着の車両でもDVD-VIDEOの再生は可能です。

。んせまきで着装はに」ンョシィデエビナ「/」ルャシペスビナ「はプイタトーオ
※22 切替タイプは、純正オーディオの車速連動音量機能は使用できなくなります。
※24 オートタイプTV-KIT接続先はディスプレイユニット裏側です。
※25 切替スイッチONの状態でキーをOFFにしてエンジンを再始動した場合、正常に動作しない場合がございます。切替スイッチを一度OFFにしてONに入れ直すと正し

く動作します。
※27 ディーラーオプションのサイドブラインドカメラ装着車は切替タイプのNTV324をご使用ください。
※28 ディーラーオプション地上デジタルチューナーの映像にはご利用になれません。
※29 TVなどの映像画面からナビ画面に切替えた後、映像画面に戻らない、またはTVの映像がフル画面にならない場合がございます。 その時はステアリングスイッチの

MODEボタンを数回押す操作を行ってください。
ナビゲーションの型番はナビゲーション取扱説明書の表紙に記載されておりますので、そちらをご参照ください。

※31 走行中、ナビゲーションのパーキングアラーム（アラート）機能が動作する場合にはナビゲーションの設定でパーキングアラーム（アラート）設定をOFFにしてくださ
い。設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

※33 TVKIT（切替タイプ）装着後、イグニッションキーの位置が「ACC」のときは、車両のシステムよってテレビが映らない場合があります。
※34 TV-KITのスイッチON時はナビ上の自車位置表示が不正確になります。充電スポット自動登録、充電スポット自動更新がONの時、自車位置が狂っていると間違った充

電スポット位置が登録されます。充電スポットの検索や充電を始める前に、あらかじめTV-KITのスイッチをOFFにして自車位置が正しいことを確認してください。な
お、TV-KITを使用しても航続可能距離、バッテリー残量は狂いません。

※35 標準装備のVTR&iPod 入力の動画・音楽再生が走行中も視聴可能になります。各種アプリの動作に関しては動作保証は致しかねます。
※36 普通乗用車用。軽自動車には、コネクタ形状が異なる為、取付け出来ません。
※37 カーウィングス機能をご使用の場合、TV及びDVD視聴中、勝手に地図画面に変わる場合があります。カーウィングス機能をOFFにするか、もしくは「AV」ボタンを押

してTVおよびDVD画面に切り替えてください。
※38  H25.12～）、 セレナ（C27 

H28.8～）、デイズ（H31.4～）、ekワゴン/クロス（H31.4～）へ取り付ける際は一部配線加工が必要です。詳しくは製品同梱の補足説明書をご参照ください。またデ
イズ（H31.4～）、ekワゴン/クロス（H31.4～）はビルトインスイッチの適合はありません。

※39 車両にスペアスイッチホールがない場合、既に使用されている場合にはビルトインタイプは取り付けできません。またスペアスイッチホールのサイズを必ずご確認く
ださい。
軽乗用車用。普通自動車には、コネクタ形状が異なる為、取付け出来ません。

※41 商用車は除く。
※42 切替タイプはスイッチON時に限り、ナビゲーション上の自車位置が狂う為に一部車両でメーカーオプション設定されているインテリジェントクルーズコントロール

機能のナビ協調機能（ナビから送信される前方のカーブ情報をもとに車速の減速制御） が動作しない場合があります。低速追従機能・全車速追従機能に関しては問題
ございません。

※43 本製品はキーオフ後もしばらくスイッチランプが点灯したままとなります。ドアロック後何もしない状態で数分経過するとスイッチランプが消灯します。
※44 ）いさだく照参ごを書明説扱取両車はていつにMD-i（。すまりなくなし能機がスイバドアの示表グンィデンエびよお価評アコスのMD-i、は中用使ごを品製本
※45 本製品はキーオフ後もしばらくスイッチランプが点滅します。ドアロック後何もしない状態で数分経過するとスイッチランプは消灯します。
※48 純正DVDプレーヤーは鑑賞できません
※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください
※51 クリッパー/クリッパーリオには適合致しません。
※52 ステアリングスイッチでオーディオ操作が出来ない場合、スマートタイプは取付出来ません。
※53 TVKIT ON時、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに表示されるコンパスの方角が表示されません。これはTVKIT ON時は停車とみなされる為で

TVKITをOFFにすれば正常に動作致します。
※55 シビック（タイプRを含む）  型式 FC1/FK7・8  年式H29.9以降車はスマートタイプは取付出来ません。
※56 ランディには適合致しません。
※57    

います。
※58 elppA「」kniLeciveDtramS「  diordnA「」yalPraC  Auto」の動作については未確認です。
※59 ）グセルフ（VT「、はにめたるす用使を能機VT  + Apple CarPlay + Android Auto」のオプションサービスの購入が必要です。オプションサービスについてはディー

ラーでご確認ください。
ナビゲーション機能を使用するためには、ディーラーオプション「エントリーナビキット」または「T-Connectナビキット」の装着が必要です。

※61 DVD機能を使用するためには、ディーラーオプション「CD/DVDデッキ」の装着が必要です。



TV-KIT ビルトインタイプ　付属スイッチ一覧

TV-KIT（切替タイプ/ビルトインタイプ/スマートタイプ/オートタイプ）
適合表のご利用について

  

品番 付属ビルトインスイッチ

TTV154B-A トヨタ用TYPE-A　

TTV154B-B トヨタ用TYPE-B　

TTV164B-A トヨタ用TYPE-A　

TTV164B-B トヨタ用TYPE-B　

TTV164B-D トヨタ用TYPE-D　

TTV325B-C レクサス用TYPE-C　

トヨタ用TYPE-A　

トヨタ用TYPE-D　

トヨタ用TYPE-A　

TTV367B-A トヨタ用TYPE-A　

TTV367B-C レクサス用TYPE-C　

TTV411B-D トヨタ用TYPE-D　

品番 付属ビルトインスイッチ

NTV318B-A 日産用TYPE-A　

NTV335B-A 日産用TYPE-A　

NTV335B-B 日産用TYPE-B　

NTV356B-A 日産用TYPE-A　

NTV356B-B 日産用TYPE-B　

NTV368B-A 日産用TYPE-A　

NTV368B-B 日産用TYPE-B　

NTV384B-A 日産用TYPE-A　

NTV384B-B 日産用TYPE-B　

NTV384B-C 日産用TYPE-C　

NTV387B-A 日産用TYPE-A　

NTV387B-B 日産用TYPE-B　

品番 付属ビルトインスイッチ

NTV392B-A 日産用TYPE-A　

NTV392B-B 日産用TYPE-B　

日産用TYPE-A　

日産用TYPE-B　

HTV322B-A ホンダ用TYPE-A　

HTV322B-B ホンダ用TYPE-B　

HTV322B-C ホンダ用TYPE-C　

HTV382B-B ホンダ用TYPE-B　

MTV311B-A ミツビシ用TYPE-A　

スズキ用TYPE-A　

日産用TYPE-C　

トヨタ用TYPE-A　



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

■ナビゲーションをご確認ください！
　 下記適合表は「標準装備＆メーカーオプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類
があり、各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類をご確認ください。

■車両年式をご確認ください！
　 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口
でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。【 重 要 】

● 価格表示はすべて税抜です

日産  標準装備&メーカーオプション

車 種 型 式 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 ナビ
タイプ

DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

ア アベニール <ナビゲーションシステム（5.8イン
チワイド画面、立体バードビュー
+音声ガイド） / H12.5以降は7イ
ンチワイド>

W11 ～H13.4 NTV142
（販売終了） － － NTA542 モニター裏、H12.5以

降はCDユニット裏 CD 再生機能
なし

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD （）式方 NAVIエディションを
含む）/Jナビ ナビゲーションシス
テム（CD方式）>

W11 H13.5～H17.9
NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD/

CD
再生機能
なし

アベニールブラ
スター

<7インチワイド画面TV/ナビゲー
ションシステム（DVD方式）>

W11 ～H14.8 NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

インフィニティ
Q45

<AVシステム> ～H9.9 － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

ウィングロード <マルチAVシステム> Y11 H12.6～ NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<TV/ナビゲーションシステム（5.8
インチワイド電動ポップアップ式
液晶モニター、バードビュー+音
声ガイド付きナビゲーションシス
テム）>

Y11 H12.11～
NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）/Jナビ ナビゲーショ
ンシステム（CD方式）>※4

Y11 H13.11～ NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD/
CD

再生機能
なし

<カーウィングスナビゲーション
システム（DVD方式）>※4

Y12 H17.11～H18.12 NTV197 － － NTA597 助手席下のNAVIユ
ニット裏 DVD 再生機能

なし
Plus Navi HDD Safetyを含む<
カーウイングスナビゲーションシ
ステム（HDD方式）>※4

Y12 H19.1～H22.8 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

エクストレイル ナビエディションを除く<ナビ
ゲーションシステム（CD-ROM方
式2DIN）>

～H15.5 NTV155 － － － モニター裏 CD 再生機能
なし

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>

H15.6～H19.8 NTV177 － － NTA577 NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

クリーンディーゼル車を除く<
カーウイングスナビゲーションシ
ステム（HDD方式）>※4※6※39

T31 H19.9～ NTV318 NTV318B-A － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6※39

T31 ～H25.12 NTV335 NTV335B-A － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

エクストリーマーX<HDDナビ
ゲーションシステム Plus navi 
HDD[パナソニック製]）>※6

T31 H22.8～H25.12 NTV347 － － － モニター裏 HDD

エクストリーマーX<カーウイング
スナビゲーションシステム[地デジ
内蔵・HDD方式]>※6

T31 H22.8～H25.12 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

エクストレイル 
クリーンディー
ゼル

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6

DNT31 ～H27.2 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

エクストリーマーX <HDDナビ
ゲーションシステム（Plus navi 
HDD[パナソニック製]）>※6

DNT31 H22.8～H27.2 NTV347 － － － モニター裏 HDD

エクストリーマーX <カーウイン
グスナビゲーションシステム[地デ
ジ内蔵・HDD方式]>※6

DNT31 H22.8～H27.2 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

エクストレイル <NissanConnectナビゲーション
システム>※33※39

T32 H25.12～H29.5 NTV356 NTV356B-B － － モニター裏 SD

キャラ
バン

ディーラーオプションナビ設定の
み※49

E26 H24.6～ ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください

エルグランド <ツインモニターTV/ナビゲーショ
ンシステム（CD-ROM （）式方 5.8イ
ンチワイド電動ポップアップ式液
晶モニター、TV/バードビュー+音
声ガイド付ナビゲーションシステ
ム）>※6

H9.5～H12.7
NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<ツインモニターTV/ナビゲーショ
ンシステム（DVD （）式方 6.5インチ
ワイド電動ポップアップ式液晶モ
ニター、TV/バードビュー+音声ガ
イド付ナビゲーションシステム）>

H12.8～H14.5
NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD

切替【未確
認】 オート

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>
※17

E51 H14.5～

－ － NAVIユニット裏 DVD

 5.1ch
サラウンド
カーシア
ターシステ
ム装着車は
DVD鑑賞
不可

<カーウイングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4

E51 H19.11～H22.7 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーション
システム（地デジ内蔵・HDD方式）
>※39※42

E52 H22.8～ NTV335 NTV335B-A － NTA535 AVユニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーション
システム（地デジ内蔵・HDD方式）
>※39※42

E52 H23.11～H26.1 NTV335 NTV335B-A － NTA535 AVユニット裏 HDD



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

■ナビゲーションをご確認ください！
　 下記適合表は「標準装備＆メーカーオプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類
があり、各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類をご確認ください。

■車両年式をご確認ください！
　 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口
でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。【 重 要 】

● 価格表示はすべて税抜です

日産  標準装備&メーカーオプション

車 種 型 式 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 ナビ
タイプ

DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

ア オッティ <ライダー専用HDDナビゲーショ
ンシステム>

H92W ～H21.9 NTV331 － － － モニター裏 HDD

<ライダー プラスナビHDD[パナソ
ニック製]>※6

H92W ～H22.3 NTV347 － － － モニター裏 HDD

<ライダー HDDナビゲーションシ
ステム[パナソニック製]>※6

H92W H22.4～H25.6 NTV347 － － － モニター裏 HDD

カ キャラバン <シンプルナビゲーションシステ
ム（DVD方式）>

E25 H19.8～H24.6 TTV164 － － TTA564 モニター裏 DVD 再生機能
なし

キューブ NAVIエディション<ナビゲーショ
ンシステム（5.8インチワイド電動
ポップアップ式液晶モニター、立
体バードビュー+音声ガイド）>

H12.6～ NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<シンプルナビゲーションシステ
ム（DVD方式）>

Z11 H17.6～ TTV164 － － TTA564 モニター裏 DVD 再生機能
なし

Plus navi HDD  専用HDDナビ
ゲーション

Z11 H19.6～ － － モニター裏 HDD 再生機能
なし

特別仕様車 Plus Navi HDD SP<
専用HDDナビゲーションシステム
>※6

Z11 ～ NTV331 － － － モニター裏 HDD

キューブキュー
ビック

<シンプルナビゲーションシステ
ム（DVD方式）>

Z11 H17.6～ TTV164 － － TTA564 モニター裏 DVD 再生機能
なし

<Plus navi HDD  専用HDDナビ
ゲーション>

Z11 H19.6～ － － モニター裏 HDD 再生機能
なし

特別仕様車 Plus Navi HDD SP<
専用HDDナビゲーションシステム
>※6

Z11 ～ NTV331 － － － モニター裏 HDD

キューブ <カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6※39

Z12 ～ NTV335 NTV335B-A － NTA535 モニター裏 HDD

ライダー<プラスナビHDD[パナソ
ニック製]>※6

Z12 ～H22.3 NTV347 － － － モニター裏 HDD

ライダー<HDDナビゲーションシ
ステム[パナソニック製]>※6

Z12 H22.4～ NTV347 － － － モニター裏 HDD

ライダー含む ディーラーオプショ
ンナビ設定のみ※49

Z12 H24.11～ ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください

グロリア <マルチAVシステム> Y31 H1.6～H3.6 － － － NTV128 未確認 未確認 トランクルーム左上 CD 再生機能
なし

<AVシステム（GPSナビゲーショ
ンシステム対応機能）>

Y32 H3.6～H7.5 － － － NTV129 未確認 未確認 トランクルーム中央
上 CD 再生機能

なし
<マルチAVシステム（7インチワイ
ド画面TV/バードビューTM機能
付ナビゲーションシステム）/AVシ
ステム>

Y33 H7.6～H11.5
－ － 未確認 トランクルーム中央

上 CD 再生機能
なし

標準装備TVシステム  ,ディーラー
オプションTVチューナー装着車
<TVシステム装着車,ディーラー
オプションTVチューナー装着車>
※4※6

Y34 H11.6～H13.11
NTV156
（販売終了） － － － オーディオユニット

裏 - 再生機能
なし

<TV/ナビゲーションシステム
〔DVD方式〕>※4※6

Y34 H11.6～H13.11 NTV157
（販売終了） － － 未確認 未確認 － オーディオユニット

裏 DVD 再生機能
なし

標準装備TVシステム  ,ディーラー
オプションTVチューナー装着車
<TVシステム装着車,ディーラーオ
プションTVチューナー>※4※6

Y34 H13.12～
NTV182 － － － オーディオユニット

裏 - 再生機能
なし

<TV/ナビゲーションシステム
〔DVD方式・リモコン付〕>※4※6

Y34 H13.12～ NTV177 － － NTA577 トランクルーム右上 DVD 再生機能
なし

サ サニー <ナビゲーションシステム（5.8イン
チワイド電動ポップアップ式液晶
モニター+立体バードビュー）>

B15 ～H14.4 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<Jナビ ナビゲーションシステム
（CD （）式方 5.8インチワイド液晶
モニター）>

B15 H14.5～ NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 CD 再生機能
なし

GT-R <カーウイングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4

R35 H19.12～ NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>

R35 H21.11～H28.7 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

シーマ <マルチAVシステム> Y31 H1.8～H3.8 － － － NTV128 未確認 未確認 トランクルーム左上 CD 再生機能
なし

<マルチAVシステム> Y32（4WD車取付不
可）

H3.8～H8.5 － － － NTV129 未確認 未確認 トランクルーム中央
上 CD 再生機能

なし

<マルチAVシステム> Y33 H8.6～H12.12 － － 未確認 トランクルーム中央
上 CD 再生機能

なし
<TVシステム〔ナビなし〕> H13.1～H15.8 NTV168 － － NTA565 モニター裏 - 再生機能

なし
<TV/ナビゲーションシステム
〔DVD方式〕>

H13.1～H15.8 NTV168 － － NTA565 未確認 グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD

<TVシステム〔ナビなし〕> H15.9～ NTV168 － － NTA565 モニター裏 - 再生機能
なし



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

■ナビゲーションをご確認ください！
　 下記適合表は「標準装備＆メーカーオプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類
があり、各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類をご確認ください。

■車両年式をご確認ください！
　 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口
でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。【 重 要 】

● 価格表示はすべて税抜です

日産  標準装備&メーカーオプション

車 種 型 式 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 ナビ
タイプ

DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

サ シーマ <TV/ナビゲーションシステム
〔DVD方式〕>

H15.9～ NTV177 － － － グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD

<TVシステム〔ナビなし〕> ～H22.8 NTV168 － － NTA565 モニター裏 - 再生機能
なし

<TV/ナビゲーションシステム
〔DVD方式〕>

～H22.8 NTV177 － － NTA577 未確認 グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※42

HGY51 H24.5～ NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

シルビア <マルチAVシステム（5.8インチワ
イド電動ポップアップ式液晶モニ
ター）>

S15 H11.1～H12.9 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）>

S15 ～H14.12 NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

シルフィー ディーラーオプションナビ設定の
み※49

B17 H24.12～ ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください

ジューク <カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※39

F15/NF15/YF15 H22.6～H25.8 NTV335 NTV335B-A/
NTV335B-B － NTA535 モニター裏 HDD

ディーラーオプションナビ設定の
み※49

F15/NF15/YF15 H25.9～ ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください

スカイライン 4ドアのみ<AVシステム（液晶モニ
ター4型TV+GPSナビゲーション
システム対応機能）>

R33 H8.1～
－ － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能

なし

GTR含<マルチAVシステム>※5 R34 ～H12.8 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD （）式方 5.8インチワイド電
動ポップアップ式液晶モニター）
>

R34 H12.9～H13.5
NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

スカイライン
GTR

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD （）式方 テレビ/バードビュー
（R）+音声ガイド付ナビゲーショ
ンシステム）>

R34 H12.9～H14.8
NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

スカイライン <TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）/Jナビ/ナビゲーショ
ンシステム>※4※6

V35/CPV35 H13.6～ NTV165 － － NTA565 グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>
※4※6

V35/CPV35 H16.11～H17.11 NTV177 － － NTA577 グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

<カーウイングスナビゲーション
システム（DVD方式）>※4※6

V35/CPV35 H17.12～H19.9 NTV197 － － － グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし
<7インチワイド液晶モニター[車
両情報表示機能付]>※6

V36/CKV36 H18.11～H28.1 NTV336 － － － モニター下のAVユ
ニット裏 - 再生機能

なし
<カーウイングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4※6

V36/CKV36 H18.11～H21.12 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6

V36/CKV36 H22.1～H28.1 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

スカイラインク
ロスオーバー

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※42

H21.7～ NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

ステージア <マルチAVシステム（5.8インチワ
イド液晶モニター）>

W#C34 H9.8～ NTV142
（販売終了） － － NTA542 モニター裏 CD 再生機能

なし

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD 式納収（）式方 6.5インチワ
イド液晶モニター）/Jナビ ナビ
ゲーションシステム（CD方式）
（収納式6.5インチワイド液晶モニ
ター）>※4

M35 H13.11～H16.8

NTV165 － － NTA565 グローブボックス内
NAVIユニット裏

DVD/
CD

再生機能
なし

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>
※4

M35 H16.9～H17.11 NTV177 － － NTA577 グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

<カーウィングスナビゲーション
システム（DVD方式）>※4

M35 H17.12～H19.6 NTV197 － － － グローブボックス内
NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

セドリック <マルチAVシステム> Y31 H1.6～H3.6 － － － NTV128 未確認 未確認 トランクルーム左上 CD 再生機能
なし

<AV、マルチAVシステム> Y32 H3.6～H7.5 － － － NTV129 未確認 未確認 トランクルーム中央
上 CD 再生機能

なし
<マルチAVシステム（7インチワイ
ド画面）/AVシステム>

Y33 H7.6～H11.5 － － 未確認 トランクルーム中央
上 CD 再生機能

なし
<標準装備TVシステム装着車,
ディーラーオプションTVチュー
ナー装着車>※4※6

Y34 H11.6～H13.11 NTV156
（販売終了） － － － オーディオユニット

裏 - 再生機能
なし

<TV/ナビゲーションシステム
〔DVD方式〕>※4※6

Y34 H11.6～H13.11 NTV157
（販売終了） － － 未確認 未確認 － オーディオユニット

裏 DVD 再生機能
なし

<標準装備TVシステム装着車,
ディーラーオプションTVチュー
ナー>※4※6

Y34 H13.12～ NTV182 － － 未確認 － オーディオユニット
裏 - 再生機能

なし



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

■ナビゲーションをご確認ください！
　 下記適合表は「標準装備＆メーカーオプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類
があり、各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類をご確認ください。

■車両年式をご確認ください！
　 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口
でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。【 重 要 】

● 価格表示はすべて税抜です

日産  標準装備&メーカーオプション

車 種 型 式 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 ナビ
タイプ

DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

サ セドリック <TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）>※4※6

Y34 H13.12～ NTV177 － － NTA577 トランクルーム右上 DVD 再生機能
なし

セフィーロ <AVシステム> A32 H6.9～H8.12 － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

<マルチAVシステム（6.5インチワ
イド電動ポップアップ式液晶モニ
ター）>

A32 H9.1～ NTV142
（販売終了） － － NTA542 モニター裏 CD 再生機能

なし

<マルチAVシステム（6.5インチワ
イド電動ポップアップ式液晶モニ
ター）>

A33 H11.1～H12.12 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD （）式方 6.5インチワイド電
動ポップアップ式液晶モニター）
>※4

A33 H13.1～H14.12
NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD 再生機能

なし

セフィーロワゴ
ン

<マルチAVシステム（5.8インチ
ワイド液晶モニター、TV/バード
ビュー+音声ガイド付ナビゲー
ションシステム）>

A32 H9.6～H11.8 NTV142
（販売終了） － － NTA542 モニター裏 CD 再生機能

なし

セレナ <ナビゲーションシステム（CDナ
ビ 別途ディーラーオプションの
TVチューナー）>

C24 H11.6～H13.12 NTV155 － － － モニター裏 CD 再生機能
なし

<Jナビ CDナビゲーションシステ
ム>※4

C24 H14.1～ NTV165 － － － NAVIユニット裏 CD 再生機能
なし

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）>※4

C24 H14.1～H17.5 NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

ライダーのHDDナビを除く<カー
ウイングスナビゲーションシステ
ム（DVD方式）>

C25/NC25 H17.5～H18.12
NTV197 － － NTA597 助手席下のNAVIユ

ニット裏 DVD

 メー
カーOPの
ツインモニ
ターシステ
ム装着車の

み
<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム（HDD方式）>※4※6
※39

C25 H19.1～H19.12 NTV318 NTV318B-A － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

を除く<カーウイングスナビゲー
ションシステム（HDD方式）>※4
※6※39

C25 ～
NTV318 NTV318B-A － NTA518 モニター下のAVユ

ニット裏 HDD

特別仕様車
ション ナビパッケージのみ<専用
HDDナビゲーションシステム>※6

C25 ～ NTV331 － － － モニター裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6※39

C25 H21.1～ NTV335 NTV335B-A － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

ソニック製
Selection専用ナビゲーションシス
テム>※6

C25 ～H22.3
NTV347 － － － モニター裏 HDD

ライダー<プラスナビHDD[パナソ
ニック製]>※6

C25 ～H22.3 NTV347 － － － モニター裏 HDD

<プラスナビHDD[パナソニック
製]>※6

C25 H22.4～ NTV347 － － － モニター裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※39

C26 H22.11～H24.7 NTV335 NTV335B-A/
NTV335B-B － NTA535 モニター裏 HDD

ハイブリッドを含む<カーウイン
グスナビゲーションシステム[地デ
ジ内蔵・HDD方式]>※39

C26 H24.8～H25.12 NTV335 NTV335B-A/
NTV335B-B － NTA535 モニター裏 HDD

ライダーJパッケージ<ナビ&カー
ペットセットHDDナビゲーション
システム[パナソニック製] >

C26 H23.1～H23.7 NTV347 － － － モニター裏 HDD

タ ティアナ <カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>
※4※6

J31 H15.2～H17.12 NTV187 － － － オーディオユニット
裏 DVD 再生機能

なし

<カーウイングスナビゲーション
システム（DVD方式）>※6

J31 H18.1～ NTV187 － － － オーディオユニット
裏 DVD 再生機能

なし
<カーウイングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※6

J32 ～H21.8 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6

J32 H21.9～H26.1 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

ティーダ <カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>

C11 H16.9～H18.12 NTV197 － － NTA597 助手席下のNAVIユ
ニット裏 DVD 再生機能

なし
<カーウィングスナビゲーショ
ンシステム（HDD方式）>※4※6
※39

C11 H19.1～ NTV318 NTV318B-A － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

Plus navi HDD SP 及び Plus Navi 
HDD Safetyを含む<カーウィング
スナビゲーションシステム（HDD
方式）>※4※6※39

C11 ～H21.4
NTV318 NTV318B-A － NTA518 モニター下のAVユ

ニット裏 HDD

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム[地デジ内蔵・
HDD方式]>※6※39

C11 H21.5～H24.8 NTV335 NTV335B-A － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

■ナビゲーションをご確認ください！
　 下記適合表は「標準装備＆メーカーオプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類
があり、各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類をご確認ください。

■車両年式をご確認ください！
　 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口
でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。【 重 要 】

● 価格表示はすべて税抜です

日産  標準装備&メーカーオプション

車 種 型 式 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 ナビ
タイプ

DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

タ ティーダアクシ
ス

<プラスナビHDD[パナソニック
製]>※6

C11 ～H22.3 NTV347 － － － モニター裏 HDD

<HDDナビゲーションシステム（パ
ナソニック製）>※6

C11 H22.4～H24.8 NTV347 － － － モニター裏 HDD

ティーダラティ
オ

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>

C11 ～H18.12 NTV197 － － NTA597 助手席下のNAVIユ
ニット裏 DVD 再生機能

なし

<カーウィングスナビゲーショ
ンシステム（HDD方式）>※4※6
※39

C11 H19.1～ NTV318 NTV318B-A － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

Plus Navi HDD Safetyを含む<
カーウィングスナビゲーションシ
ステム（HDD方式）>※4※6※39

C11 ～H21.4 NTV318 NTV318B-A － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム[地デジ内蔵・
HDD方式]>※6※39

C11 H21.5～H24.9 NTV335 NTV335B-A － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

ティーノ <ナビゲーションシステム（5.8イン
チワイド電動ポップアップ式液晶
モニター）>

～H14.9 NTV142
（販売終了） － － － 助手席シート下 CD 再生機能

なし

デイズルークス ディーラーオプションナビ設定の
み※49

B21 H25.6～ ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください

デュアリス <カーウィングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4※6

H19.5～H21.8 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6

H21.9～H26.3 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

テラノ <収納型液晶テレビ（5型）+バー
ドビュー付ナビゲーションシステ
ム>

H7.9～H9.8
－ － － NTV114 未確認 トランクルーム左 CD 再生機能

なし

<Jナビ、ナビゲーションシステム
（CD （）式方 5.8インチワイド電動
ポップアップ式液晶モニター）>

H11.2～H14.8 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

テラノレグラス <マルチAVシステム（5.8インチワ
イド電動ポップアップ式液晶モニ
ター、バードビュー+音声ガイド付
きナビゲーションシステム）>

H11.2～H14.8 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

ナ ノート <カーウイングスナビゲーション
システム〔DVD方式〕>

E11/NE11 H17.1～ NTV197 － － NTA597 助手席下のNAVIユ
ニット裏 DVD 再生機能

なし
<シンプルナビゲーションシステ
ム>

E11/NE11 H17.12～H22.11 TTV164 － － TTA564 モニター裏 DVD 再生機能
なし

Plus navi HDD<専用HDDナビ
ゲーションシステム>

E11/NE11 H19.6～ － － モニター裏 HDD 再生機能
なし

特別仕様車 Plus Navi HDD SP 
及び Plus Navi HDD Safety<専用
HDDナビゲーションシステム>※6

E11/NE11 ～H21.3 NTV331 － － － モニター裏 HDD

ライダー<プラスナビHDD[パナソ
ニック製]>※6

E11/NE11 ～H22.3 NTV347 － － － モニター裏 HDD

<HDDナビゲーションシステム[パ
ナソニック製]>※6

E11/NE11 H22.4～H23.5 NTV347 － － － モニター裏 HDD

ディーラーオプションナビ設定の
み※49

E12 H24.9～ ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください

ハ バサラ <ナビゲーションシステム（CD方
式）>※7

～H13.8 NTV142
（販売終了）＋

+
－ － NTA542 トランクルーム左下 CD 再生機能

なし

<Jナビ（CD方式）ナビゲーション
システム（DVD 動電（）式方 ポップ
アップ式6.5インチワイド液晶モ
ニター）>※7

H13.9～H15.4 NTV165＋

+
－ － NTA565 トランクルーム左下 CD/

DVD
再生機能
なし

フェアレディZ ロードスター含<カーウィングス
対応TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）>

Z33 H14.8～H18.12 NTV177 － － NTA577 運転席後ろ DVD 再生機能
なし

ロードスター含<カーウィングス
ナビゲーションシステム（DVD方
式）>

Z33 H19.1～ NTV197 － － － 運転席後ろ DVD 再生機能
なし

<カーウィングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4

Z34 ～H21.9 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

ロードスター含<カーウイングス
ナビゲーションシステム[地デジ内
蔵・HDD方式]>

Z34 ～ NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

フーガ <カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>

～H19.12
NTV197 － － NTA597 グローブボックス内

NAVIユニット裏 DVD

 メー
カーOPの
DVDプレー
ヤーの装着
した場合の
み

<カーウィングスナビゲーション
システム（HDD方式）>

～H21.11 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

ハイブリッドを含む<カーウイン
グスナビゲーションシステム[地デ
ジ内蔵・HDD方式]>※42

Y51/HY51 H21.12～H27.1 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

■ナビゲーションをご確認ください！
　 下記適合表は「標準装備＆メーカーオプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類
があり、各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類をご確認ください。

■車両年式をご確認ください！
　 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口
でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。【 重 要 】

● 価格表示はすべて税抜です

日産  標準装備&メーカーオプション

車 種 型 式 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 ナビ
タイプ

DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

ハ プリメーラ <AVシステム> P11 H7.9～H9.7 － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

カミノ・ワゴン含<ナビゲーション
システム（5.8インチワイド画面）>

P11 H9.8～H13.1 NTV142
（販売終了） － － － モニター裏 CD 再生機能

なし

ワゴン含<TV/ナビゲーションシス
テム（DVD方式）>※4

P12 H13.2～H14.5 NTV168 － － NTA565 未確認 NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

ワゴン含<TV/ナビゲーションシス
テム（DVD方式）>※6

P12 H14.6～H15.6 NTV168 － － － NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

ワゴン含<カーウィングス対応
TV/ナビゲーションシステム（DVD
方式）>※6

P12 H14.6～H17.12 NTV177 － － － NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

ブルーバード <AVシステム（液晶4型TV+ナビ
ゲーションシステム）>

U14 H8.1～H9.8 － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

<ナビゲーションシステム（5.8イン
チワイド画面）>

U14 H9.9～H12.8 NTV142
（販売終了） － － － モニター裏 CD 再生機能

なし

ブルーバード シ
ルフィ

<TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）/Jナビ ナビゲーショ
ンシステム（CD方式）>※4

H12.9～H17.12 NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD/
CD

再生機能
なし

<カーウイングスナビゲーション
システム（DVD方式）>

G11 H17.12～H19.5 NTV197 － － NTA597 未確認 NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

<カーウィングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4※6

G11 H19.6～H21.5 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6

G11 H21.6～H24.11 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

プレサージュ <ナビゲーションシステム（5.8イ
ンチワイド画面、バードビュー+音
声ガイド）>

～H13.8 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

<ナビゲーションシステム（DVD方
式）+電動ポップアップ式6.5イン
チワイド液晶モニター>※7

H13.9～H15.7 NTV165＋

+
－ － NTA565 トランクルーム左下 CD/

DVD
再生機能
なし

<カーウィングス対応TV/ナビ
ゲーションシステム（DVD方式）>
※4

U31 H15.7～H18.5 NTV187 － － － 運転席前（ナビユ
ニット上） DVD 再生機能

なし

ライダー専用 HDDナビ 除く<
カーウィングスナビゲーションシ
ステム（DVD方式）>

U31 H18.6～H19.5 NTV197 － － NTA597 NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

<カーウィングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4

U31 H19.6～H21.8 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

プレジデント <AVシステム> H7.1～ － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

<（ツインor）マルチAVシステム
（前席7インチワイド画面、TV/
バードビューR＋音声ガイド付ナ
ビゲーションシステム）>

～H14.8
－ － 未確認 トランクルーム左上 CD 再生機能

なし

<上下可動式8インチワイド液晶
モニター&TV/ナヴィゲーションシ
ステム/ツインモニター&TV/ナビ
ゲーションシステム>

～
NTV177 － － NTA577 グローブボックス内

NAVIユニット裏 DVD

<上下可動式8インチワイド液晶
モニター&TV/ナヴィゲーションシ
ステム/ツインモニター&TV/ナビ
ゲーションシステム>

～H22.8
NTV177 － － NTA577 グローブボックス内

NAVIユニット裏 DVD

プレジデントJS <AVシステム> H7.1～ － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

<ツインマルチAVシステム（前席7
インチワイド画面、後席7インチワ
イド画面、TV/バードビューR＋音
声ガイド付ナビゲーションシステ
ム>

～H14.8
－ － 未確認 トランクルーム左上 CD 再生機能

なし

プレセア <AVシステム（液晶4型TV+ナビ
ゲーションシステム）>

R11 H7.1～H9.7 － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

<ナビゲーションシステム（5.8イン
チワイド画面）>

R11 H9.8～H12.8 NTV142
（販売終了） － － NTA542 モニター裏 CD 再生機能

なし

プレーリーリバ
ティ

<ナビゲーションシステム（5.8イン
チワイド画面）>

PM12/PNM12 ～H13.4 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

マ マーチ <シンプルナビゲーションシステ
ム（DVD方式）>

K12 H17.9～H22.6 TTV164 － － TTA564 モニター裏 DVD 再生機能
なし

Plus navi HDD<専用HDDナビ
ゲーションシステム>

K12 H19.6～ － － モニター裏 HDD 再生機能
なし

特別仕様車 Plus Navi HDD SP<
専用HDDナビゲーションシステム
>※6

K12 ～H22.6 NTV331 － － － モニター裏 HDD

ディーラーオプションナビ設定の
み※49

K13 H22.7～ ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

■ナビゲーションをご確認ください！
　 下記適合表は「標準装備＆メーカーオプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類
があり、各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類をご確認ください。

■車両年式をご確認ください！
　 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口
でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。【 重 要 】

● 価格表示はすべて税抜です

日産  標準装備&メーカーオプション

車 種 型 式 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 ナビ
タイプ

DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

マ ムラーノ 7インチワイドTV装着車含む<
カーウイングスナビゲーションシ
ステム（DVD方式） or7インチワイ
ド液晶モニター>※4

H16.9～H17.12
NTV187 － － － オーディオユニット

裏 DVD 再生機能
なし

7インチワイドTV装着車含む<
カーウイングスナビゲーションシ
ステム（DVD方式）>※4

H18.1～ NTV187 － － － オーディオユニット
裏 DVD 再生機能

なし

<カーウィングスナビゲーション
システム（HDD方式）>※4※6

PNZ51/TNZ51/TZ51 ～H23.1 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<7インチワイド液晶モニター[車
両情報表示機能付]>※6

PNZ51/TNZ51/TZ51 ～H23.1 NTV336 － － － モニター下のAVユ
ニット裏 - 再生機能

なし
<カーウイングスナビゲーショ
ンシステム[地デジ内蔵・HDD方
式]>※6

TZ51・TNZ51・
PNZ51

H23.2～H27.3 NTV335 － － NTA535 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

<7インチワイド液晶モニター[車
両情報表示機能付]>※6

TZ51・TNZ51・
PNZ51

H23.2～H27.3 NTV336 － － － モニター下のAVユ
ニット裏 - 再生機能

なし

ラ ラフェスタ カーウイングス対応TV/ナビゲー
ションシステム〔DVD方式〕<カー
ウィングス対応TV/ナビゲーショ
ンシステム（DVD （）式方 7インチワ
イド液晶モニター）>

H16.12～H19.5
NTV197 － － NTA597 グローブボックス内

NAVIユニット裏 DVD 再生機能
なし

<カーウイングスナビゲーション
システム〔HDD方式〕>※4

H19.6～H21.11 NTV318 － － NTA518 モニター下のAVユ
ニット裏 HDD

リーフ <EV専用カーウィングスナビゲー
ションシステム>※34

H22.12～ NTV354
（販売終了） － － － モニター裏 メモリー 再生機能

なし

<EV専用カーウィングスナビゲー
ションシステム>※33※34※39

H22.12～H24.11 NTV356 NTV356B-A/
NTV356B-B － － モニター裏 メモリー 再生機能

なし

<EV専用カーウィングスナビゲー
ションシステム>※33※34

H24.12～H27.12 NTV356 NTV356B-B － － モニター裏 メモリー 再生機能
なし

リバティ <TV/ナビゲーションシステム
（DVD方式）/Jナビ ナビゲーショ
ンシステム（CD方式 5.8インチワ
イド液晶モニター）>※4

RM12/RNM12 H13.5～H16.12
NTV165 － － NTA565 NAVIユニット裏 DVD/

CD
再生機能
なし

ルネッサ <AVシステム> ～H13.7 NTV142
（販売終了） － － NTA542 NAVIユニット裏 CD 再生機能

なし

ルークス アーバンセレクション<プラスナ
ビHDD[パナソニック製]>※6

ML21S H21.12～H25.3 NTV347 － － － モニター裏 HDD

レパード <マルチAVシステム（7インチワイ
ド画面）>

F31 S62.6～H1.6 － － － NTV132 未確認 未確認 トランクルーム左下 CD 再生機能
なし

<AVシステム> Y33 H8.3～H11.6 － － 未確認 トランクルーム中央
上 CD 再生機能

なし

ローレル <AVシステム> C33 H1.1～H2.12 － － － 未確認 未確認 トランクルーム左下 CD 再生機能
なし

<マルチAVシステム> C34 H6.9～H9.5 － － － NTV114 未確認 モニター裏 CD 再生機能
なし

<ナビゲーションシステム（5.8イン
チワイド電動ポップアップ式液晶
モニター、バードビュー+音声ガイ
ド）>

C35 H9.6～H15.1 NTV142
（販売終了） － － － モニター裏 CD 再生機能

なし
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【 重 要 】

■ナビゲーション（車載テレビ）をご確認ください！

■ビルトインタイプで２つ以上の品番が掲載されているものについて

下記適合表は「ディーラー（販売店）オプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類があり、
各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類（モニター品番）をご確認ください。

車両によりスペアスイッチホールのサイズが異なります。詳細は『ビルトインスイッチ適合表（別紙）』をご確認ください。

● 価格表示はすべて税抜です

日産  ディーラー（販売店）オプション

モニ タ ー 品 番 ナ ビ 名 称 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

エルグランド※6 製電
動POP-UP式液晶モニター装着車 H9.5～H11.8 ー ー ー NTV153 未確認 トランク右下 再生機能

なし

リーフ
専用N'FITナビゲーション

（ ）2DINメモリー
タイプ

H24.11～ NTV358 ー ー NTA558 モニター裏 再生機能
なし

スカイラインGTR※6 BNR34 N'FITクラリオン製TVチューナー
装着車 H11.1～H12.8 ー ー ー NTV158 未確認 未確認 助手席シート下 再生機能

なし

MJ119D-A※38※39※51 シンプルナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MJ119D-W※38※39※51 シンプルナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MM319D-L※38※39 ベーシックナビ （セレナ用
ストレイル・デイズ用9インチ） 年モデル NTV384 NTV384B-A/

NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MM319D-W※38※39 ベーシックナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM519D-L※38※39
プレミアムナビ （セレナ用
ストレイル用9インチ/エルグランド用8イ
ンチ）

年モデル NTV384 NTV384B-A/
NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MJ118D-A※38※39※51 シンプルナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MJ118D-W※38※39 シンプルナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MJE18D-EV EV 専用ナビ 年モデル NTV384 ー ー NTA584 モニター裏 再生機能
なし

MM318D-A※38※39※51 ベーシックナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM318D-L※38※39 ベーシックナビ エクストレイル/セレナ/デ
イズ用 9インチ 年モデル NTV384 NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MM318D-W※38※39 ベーシックナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM518D-L※38※39 プレミアムナビ エクストレイル/セレナ用 
9インチ 年モデル NTV384 NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MM518D-L※38※39 プレミアムナビ エルグランド用 8インチ 年モデル NTV384 NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MM518D-W※38※39 プレミアムナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MJ117D-A※38※39※51 シンプルナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MJ117D-W※38※39 シンプルナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MJE17D-EV EV 専用ナビ 年モデル NTV384 ー ー NTA584 モニター裏 再生機能
なし

MM317D-A※38※39※51 ベーシックナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM317D-W※38※39 ベーシックナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM517D-L※38※39 プレミアムナビ エクストレイル/セレナ用 
9インチ 年モデル NTV384 NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MM517D-L※38※39 プレミアムナビ エルグランド用 8インチ 年モデル NTV384 NTV384B-B ー NTA584 モニター裏
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【 重 要 】

■ナビゲーション（車載テレビ）をご確認ください！

■ビルトインタイプで２つ以上の品番が掲載されているものについて

下記適合表は「ディーラー（販売店）オプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類があり、
各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類（モニター品番）をご確認ください。

車両によりスペアスイッチホールのサイズが異なります。詳細は『ビルトインスイッチ適合表（別紙）』をご確認ください。

● 価格表示はすべて税抜です

日産  ディーラー（販売店）オプション

モニ タ ー 品 番 ナ ビ 名 称 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

MM517D-W※38※39 プレミアムナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MJ116D-A※38※39※51 シンプルナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MJ116D-W※38※39 シンプルナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MJE16D-EV※39 EV 専用ナビ 年モデル NTV384 NTV384B-A/
NTV384B-B ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MM316D-A※38※39※51 ベーシックナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM316D-W※38※39 ベーシックナビ 7インチワイド 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM516D-L※38※39 プレミアムナビ C27セレナ用 9インチ 年モデル NTV384 NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MM516D-L※38※39 プレミアムナビ エルグランド/エクストレ
イル用 8インチ 年モデル NTV384 NTV384B-A/

NTV384B-B ー NTA584 モニター裏

MM516D-W※38※39 プレミアムナビ 7インチ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MC315D-A※38※39 スタンダードナビ 年モデル NTV387 NTV387B-A/
NTV387B-B ー NTA587 モニター裏

MC315D-W※38※39 スタンダードナビ 年モデル NTV387 NTV387B-A/
NTV387B-B ー NTA587 モニター裏

MM115D-A※38※39 ベーシックナビ 年モデル NTV392 NTV392B-A/
NTV392B-B ー NTA592 モニター裏 再生機能

なし

MM115D-W※38※39 ベーシックナビ 年モデル NTV392 NTV392B-A/
NTV392B-B ー NTA592 モニター裏 再生機能

なし

MM515D-L※38※39 エルグランド、X-TRAIL、セレナ 専用モデ
ル 年モデル NTV392 NTV392B-A/

NTV392B-B ー NTA592 モニター裏

MP315D-A※38 ハイスペックナビ 年モデル ー モニター裏

MP315D-W※38 ハイスペックナビ 年モデル ー モニター裏

MC314D-A※38※39 スタンダードナビ 年モデル NTV387 NTV387B-A/
NTV387B-B ー NTA587 モニター裏

MC314D-W※38※39 スタンダードナビ 年モデル NTV387 NTV387B-A/
NTV387B-B ー NTA587 モニター裏

MM114D-A※38※39 ベーシックナビ 年モデル NTV392 NTV392B-A/
NTV392B-B ー NTA592 モニター裏 再生機能

なし

MM114D-W※38※39 ベーシックナビ 年モデル NTV392 NTV392B-A/
NTV392B-B ー NTA592 モニター裏 再生機能

なし

MM514D-L※38※39 エルグランド、X-TRAIL、セレナ 専用モデ
ル 年モデル NTV392 NTV392B-A/

NTV392B-B ー NTA592 モニター裏

MP314D-A※38※39 ハイスペックナビ 年モデル ー モニター裏

MP314D-W※38※39 ハイスペックナビ 年モデル NTV384
NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MC313D-A※38※39 日産オリジナルナビゲーション 2DINスタ
ンダードナビ 年モデル NTV387 NTV387B-A/

NTV387B-B ー NTA587 モニター裏



TV-KIT(切替/オートタイプ/ビルトインタイプ)適合・価格表 【～平成25年版】

【 重 要 】

■ナビゲーション（車載テレビ）をご確認ください！

■ビルトインタイプで２つ以上の品番が掲載されているものについて

下記適合表は「ディーラー（販売店）オプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類があり、
各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類（モニター品番）をご確認ください。

車両によりスペアスイッチホールのサイズが異なります。詳細は『ビルトインスイッチ適合表（別紙）』をご確認ください。

● 価格表示はすべて税抜です

日産  ディーラー（販売店）オプション

モニ タ ー 品 番 ナ ビ 名 称 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

MC313D-W※38※39 日産オリジナルナビゲーション ワイドス
タンダードナビ 年モデル NTV384

NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

MM113D-A※37※38※39 日産オリジナルナビゲーション 2DINベー
シックナビ 年モデル NTV392 NTV392B-A/

NTV392B-B ー NTA592 モニター裏 再生機能
なし

MM113D-W※38※39 日産オリジナルナビゲーション ワイド
ベーシックナビ 年モデル NTV384

NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏 再生機能

なし

MM513D-L※37※38※39 日産オリジナルナビゲーション エルグラ
ンド・セレナ・エクストレイル専用ナビ 年モデル NTV392 NTV392B-A/

NTV392B-B ー NTA592 モニター裏

MP313D-A 日産オリジナルナビゲーション 2DINハイ
スペックナビ 年モデル NTV385 ー ー NTA585 モニター裏

MP313D-W※38※39 日産オリジナルナビゲーション ワイドハ
イスペックナビ 年モデル NTV384

NTV384B-A/
NTV384B-B/
NTV384B-C ー NTA584 モニター裏

HM512D-A 日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

HM512D-W 日産オリジナルナビゲーション ワイド 
HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

MC312D-A※39 日産オリジナルナビゲーション 2DIN メモ
リータイプ 年モデル NTV368 NTV368B-A/

NTV368B-B ー NTA568 モニター裏

MC312D-W※39 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV368 NTV368B-A/

NTV368B-B ー NTA568 モニター裏

MC512D-A※39 日産オリジナルナビゲーション 2DIN メモ
リータイプ 年モデル NTV368 NTV368B-A/

NTV368B-B ー NTA568 モニター裏

MC512D-W※39 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV368 NTV368B-A/

NTV368B-B ー NTA568 モニター裏

MM112-A 日産オリジナルナビゲーション 2DIN メモ
リータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

MM112-W 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

MM312D-A 日産オリジナルナビゲーション 2DIN メモ
リータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

MM312D-W 日産オリジナルナビゲーション 2DIN メモ
リータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

HS511D-A 日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

HS511D-W 日産オリジナルナビゲーション ワイド 
HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

MC311D-A 日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV355 ー ー NTA555 モニター裏

MC311D-W 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV355 ー ー NTA555 モニター裏

MP111-A※31 日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV358 ー ー NTA558 モニター裏 再生機能

なし

MP111-W※31 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV358 ー ー NTA558 モニター裏 再生機能

なし

MP311D-A※31 日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV358 ー ー NTA558 モニター裏

MP311D-W※31 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV358 ー ー NTA558 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDタイプ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDタイプ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏
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【 重 要 】

■ナビゲーション（車載テレビ）をご確認ください！

■ビルトインタイプで２つ以上の品番が掲載されているものについて

下記適合表は「ディーラー（販売店）オプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類があり、
各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類（モニター品番）をご確認ください。

車両によりスペアスイッチホールのサイズが異なります。詳細は『ビルトインスイッチ適合表（別紙）』をご確認ください。

● 価格表示はすべて税抜です

日産  ディーラー（販売店）オプション

モニ タ ー 品 番 ナ ビ 名 称 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

※31 日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル DTV343 ー ー DTA543 モニター裏

※31 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル DTV343 ー ー DTA543 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDナビ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDタイプ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDタイプ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDナビ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDタイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

※31 日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル DTV343 ー ー DTA543 モニター裏

※31 日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル DTV343 ー ー DTA543 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN フ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN フラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DIN HDDナビ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル

NTV337
（販売終了） ー ー NTA537 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV332 ー ー NTA532 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DINHDDナビ 年モデル NTV332 ー ー NTA532 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DINHDDナビ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DINフ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DINフラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DINフ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション ワイド
2DINフラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏
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【 重 要 】

■ナビゲーション（車載テレビ）をご確認ください！

■ビルトインタイプで２つ以上の品番が掲載されているものについて

下記適合表は「ディーラー（販売店）オプション用」の純正車載ナビの適合表です。純正車載ナビには、標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプションの３種類があり、
各車載ナビにより適合品番が異なります（適合不可の場合もあります）。必ず車載ナビの種類（モニター品番）をご確認ください。

車両によりスペアスイッチホールのサイズが異なります。詳細は『ビルトインスイッチ適合表（別紙）』をご確認ください。

● 価格表示はすべて税抜です

日産  ディーラー（販売店）オプション

モニ タ ー 品 番 ナ ビ 名 称 年 式
切 替 タ イ プ オートタイプ

取付位置 DVD
鑑賞TV-KIT

切替タイプ
ビルトイン
TV-KIT

TV-KIT
スマート

ナビ
操作

地図
動作

TV-KIT
オートタイプ

ナビ
操作

地図
動作

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDD ナビ 年モデル ー ー モニター裏

※27 日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

※27 日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

※27 日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DINフ
ラッシュメモリータイプ 年モデル NTV324 ー ー NTA524 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル TTV164 ー ー TTA564 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル NTV317 ー ー NTA517 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル HTV195 ー ー HTA595 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV317 ー ー NTA517 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV317 ー ー NTA517 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル NTV317 ー ー NTA517 モニター裏

オーテック専用HDDナビゲーションシス
テム  2DIN HDDナビ 年モデル ー ー ー HTA595 モニター裏

オーテック専用HDDナビゲーションシス
テム  2DIN HDDナビ 年モデル ー ー ー HTA595 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル TTV164 ー ー TTA564 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー ー HTA595 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー ー HTA595 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
DVDナビ 年モデル TTV164 ー ー TTA564 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー ー HTA595 モニター裏 再生機能

なし

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー ー HTA595 モニター裏

日産オリジナルナビゲーション 2DIN 
HDDナビ 年モデル ー ー ー HTA595 モニター裏




