
道路交通情報を活用し、
より快適なルート探索が可能に。

〔 ETC2.0車載器連動〕

安全運転支援情報

ETC2.0利用でお得な料金割引サービス
が受けられるエリアがあります。高速道路
外の休憩施設（道の駅）等、全国21箇所で
一時退出が可能。（2019年3月現在）

ETC2.0車載器

トヨタ純正バックカメラとパナソニック
ナビゲーションを接続するときに使用
します。

ダイハツOEM車用

ダイハツ（OEM）純正バックカメラとパナ
ソニックナビゲーションを接続するときに
使用します。

参考価格（税込）品番
CY-ET2010D 

価格（税込）

5,170円

43,780円

品番
TA-910TS 

20,680円

1,320円 3,740円

27,280円

参考価格（税込）品番
CA-DR03TD 

参考価格（税込）品番
CA-DR03D 

価格（税込）

5,720円
品番

TA-910DS 
5,940円TA-911DS 

《２年延長保証書》
▷通常の1年保証にプラスして2年延長保証書を同梱

《トヨタ車専用ダイレクトハーネス》
▷CN-HE01WDとトヨタ車をダイレクト接続可能とするハーネスキット

E-SYURISHO-T

オプション

修理依頼時は、『保証書』と『延長修理書』を添付し
修理業者へお預けください。

※『延長修理書』に機種・シリアルを転記し、『保証書』と一緒に保管ください

※サイドパネル（L/R）は使用しません
※一部車種には別途取付キットが必要な場合
　がございます

通常保証（1年） 延長保証（2年）

［パッケージ］ ［説明書］

3年保証

［構成品］

●トヨタ用ダイレクトハーネス
　（電源コード／AVコード）

●ステアリングリモコン変換（28P→20P）

●ラジオアンテナ変換

ナビ連動 ナビ連動ETC2.0車載器（アンテナ分離型） 

オプション

補修部品

修理業者

専用ETC2.0
対応 純正バックカメラアダプター純正

バックカメラ
対応

車両信号変換ケーブル

CY-ET2010D 

バックカメラアダプタートヨタ車用 バックカメラアダプター

TA-910DS

TA-911DS 
TA-910TS 

ダイハツOEM車一部車種とパナソニック
ナビゲーションを接続するときに使用します。

価格（税込）

2,200円
品番

TA-912DS

ダイハツOEM車用
車両信号変換ケーブル TA-912TDS

地デジアンテナセット AB
パナソニック製ナビフルセグ用補修部品フィルムアンテナ

YESFZ452
品番 参考価格（税込）

パッケージサイズ：W200×D120×H30(mm)

内容物：●フィルムアンテナA×2枚 ●フィルムアンテナB×2枚
●アンテナコードA（４ｍ）×2本 ●アンテナコードB（４ｍ）×2本
●コードクランパー×8個 ●クリーナー×1個

YESFZ450
品番 参考価格（税込）

パッケージサイズ：W200×D140×H10(mm)

内容物：●フィルムアンテナA×1枚 ●フィルムアンテナB×1枚

YESFZ450
PANA 地デジアンテナキット
パナソニック製ナビフルセグ用補修部品フィルムアンテナ

YESFZ452

※車両1台あたり、2セット必要になります。

※単体での作動はいたしません。　

［不具合ナビ］ ［3年保証書］

ナビメディア
内臓メモリー 32ＧＢ

7型HD液晶
ディスプレイ

SD録音※2

（音楽CDをSDに録音）

Bluetooth®

ハンズフリー
通話

VICS WIDE
対応

ＴＶチューナー
（12セグ+ワンセグ）

Bluetooth®

オーディオ
対応

※1 ステアリングスイッチ付車選択時　※2 別途SDカードが必要となります。
※3 別売純正バックカメラアダプターにて対応　※4 別売オプションにて対応

CN-HE01WD
■主要機能

（サイズ：幅206×高104×奥行177㎜）  ●200mmワイドモデル

※画像はイメージです。

販売
価格※

ステアリング
スイッチ対応

ＣＤ再生
（CD-R/RW対応）

DVD再生
（DVD-R/RW対応）

ワイドＦＭ対応
AM/FMチューナー

ＳＤ再生
（音楽/画像/動画）

スマートフォンから
アクセスできます。※価格には取付費用は含まれておりません。

※1

純正
バックカメラ

対応※3

専用ドライブ
レコーダー

対応※4

専用ETC2.0
対応※4

83,050円(税込）

75,500円(税抜）

販売価格　7,700円(税込）

販売価格　3,300円(税込）

（5,200円）
（5,400円）

（税抜）

（2,000円）

（税抜）

（3,400円）

（税抜）

（1,200円）

（税抜）

（4,700円）

（税抜）

（24,800円）

（税抜）

（39,800円）

（税抜）

（18,800円）

（税抜）
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全地図更新無料（1回/3年間）　VICS　WIDEで渋滞回避

（税抜）

（54,800円）

参考価格（税込）
60,280円

品番
CN-G1500VD

SSDポータブルカーナビゲーション
CN-G1500VD

メーカー ： パナソニック カーエレクトロニクス
サイズ ： H113.7×W176.5×D21.5(mm) ※突起物は除く

いつも地図が最新で迷わない新地図データ＆道路マップ無料更新付き
渋滞に強いからストレスなく走れるVICS WIDE対応スイテルート案内
初めての道でもしっかりアシスト 安全・安心運転サポート機能搭載

付属品：車載用吸盤スタンド/シガーライターコード（24V/12V車対応）
 　　　VICSアンテナ（フィルムタイプ）※ACアダプターは付属しておりません

見やすく操作しやすい大画面　充実の安全・安心運転サポート

（税抜）

（44,800円）

参考価格（税込）
49,280円

品番
CN-G750D

SSDポータブルカーナビゲーション
CN-G750D

メーカー ： パナソニック カーエレクトロニクス
サイズ ： H176.5×W113.7×D21.5(mm) ※突起物は除く

みちびき24時間対応の高精度測位
全国100％の市街地をカバー
初めての道でもしっかりアシスト 安全・安心運転サポート機能搭載

付属品：車載用吸盤スタンド/シガーライターコード（24V/12V車対応）
 　　　VICSアンテナ（フィルムタイプ）※ACアダプターは付属しておりません
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いつまでも美しいナビ画面

貼るだけで、画像がくっきり鮮明に！
傷や指紋から画面を守り、クリアパネルの光沢感に。

　～専用サイズだから端までピッタリ！
各種ナビサイズ対応

指紋・傷に強い モーションスクロール対応

指紋が目立ちにくい指紋が目立ちにくい

透明シートで表面保護

安心のプロ施工で、美しい仕上がり。

カーナビ用に
開発されたもの

傷

汚れ 指紋

液晶を守るシート

画面サイズ

8インチ

品番

XT-T001

仕様

グレア

2018年モデル2019年モデル2020年モデル

ーーー

2016年モデル 2014年モデル

ナビ型番

ーー

2012年モデル

NHBA-X62G

NHZN-X62G

ーーー ー7インチ XT-T003 ー NSZT-W62G

7インチ XT-T004 ーーー ー ー NSLN-W62

7インチ XT-T005

7インチ XT-T006

ーーー

※14※１※5※10

NSCD-W66 ー

ーー ー

NSCP-W62

7インチ XT-T007 ーーー ー ー NHBA-W62G

7インチ XT-T008 ーー ー ー ー NHZD-W62G

8インチ XT-T009 ー ※15 ー ー

サブモニター XT-T010 ー ※16 ー ー

サブモニター XT-T011 ー

ー

ー

ー

ーー

ー ※17 ー ー

画面サイズ 品番 仕様

グレア

グレア

アンチ
グレア

2018年モデル2019年モデル2020年モデル 2016年モデル 2014年モデル

ナビ型番

2012年モデル

NSZT-Y64T

9インチ XT-T013 ーーー NSZT-Y66T DSZT-YC4T NSZT-Y62G

DSZT-YB4Y

9インチ XT-T014 ー ーー ー NSZT-YA4T ー

7インチ XT-T016

NSZT-W68T

NSCN-W68

NSLN-W68

NSZT-W66T NSZN-W64T ーーー

7インチ XT-T017 ー ーー ー

ー ー

NSZT-W64 ー

7インチ XT-T018 ー ー NSCP-W64 ー

ー ※4 ー ー ー ー9.2インチ XT-T019

8インチ XT-T015 ー※6※11※12 ー NSZA-X64T ー※3※7

10インチ XT-T020 ー ーー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

NSZT-ZA4T ー

10.5インチ XT-T021 ー NSZN-Z66T ー ー

10インチ XT-T022 NSZN-Z68T ー ー ー

9インチ XT-T023

9インチ XT-T024

NSZT-Y68T ー ー ー

ー ー ー

8＋サブ XT-TP09 ー

※8 ※2 ー

10.5ｲﾝﾁ XT-T025

12.3ｲﾝﾁ XT-T026

ー ー ー※9 ー ー

ー ー ー※13 ー ー

※18 ー ー

8インチ XT-TU01 ー ー ー ※19

（※1）ZWE21#/ZRE21#/NRE21# カローラ/ツーリング/スポーツ 7インチディスプレイオーディオ用　（※2）ZWE21#/ZRE21#/NRE21# カローラ/ツーリング/スポーツ 9インチディスプレイオーディオ用
（※3）ZYX1＃/NGX1＃/NGS5＃ C-HR 8インチディスプレイオーディオ用　（※4）A200/A210 RAIZE 9インチディスプレイオーディオ用　（※5）MXPH1＃/MXPA1＃/KSP21＃ ヤリス 7インチディスプレイオーディオ用
（※6）MXPH1＃/MXPA1＃/KSP21＃ ヤリス 8インチディスプレイオーディオ用　（※7）GDH303W グランエース 8インチディスプレイオーディオ用　（※8）AYH3#W/GGH3#W/AGH3#W アルファード/ヴェルファイア 9インチディスプレイオーディオ用　
（※9）AYH3#W/GGH3#W/AGH3#W アルファード/ヴェルファイア 10.5インチT-Connect SDナビゲーション用　（※10）MXPJ1＃/MXPB1＃ ヤリスクロス 7インチディスプレイオーディオ用　
（※11）MXPJ1＃/MXPB1＃ ヤリスクロス 8インチディスプレイオーディオ用　（※12）AXUH8＃/MXUA8＃ ハリアー 8インチディスプレイオーディオ用　（※13）AXUH8＃/MXUA8＃ ハリアー 12.3インチT-Connect SDナビゲーション用
（※14）ARS220/AZSH2#/GWS224 クラウン（7インチ トヨタマルチオペレーションタッチ用）　（※15）AWS21#/GRS21#/GWS21# クラウンメイン（MOP）　（※16）AWS21#/GRS21#/GWS21# クラウンサブ（MOP）
（※17）AWS21#/GRS21#/GWS21# クラウンサブ（DOP）　（※18）AWS21#/GRS21#/GWS21# クラウンセット（XT-T009/XT-T010）　（※19）NHBA-X62G、NHZN-X62G用ナビ液晶保護シート薄型タイプ(NHZN-X62GはXT-TU01推奨)       

●価格は全てオープン価格となります。ナビ液晶保護シート （グレア・・・光沢／アンチグレア・・・非光沢）

光沢（グレア）タイプ

アンチグレアタイプ 画面が光沢（グレア）タイプの純正ナビに貼り付けて使用します。
画面の光沢がなくなり、画面への映り込みを低減します。

●気泡やホコリを入れ込みません。　●接着剤不使用で、ノリ残りしません。

トヨタ純正ナビゲーション用液晶保護フィルム
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