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●�年式が「H○ . ○〜」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の各項目で使用している記号については、「各項目の記号について」をご確認ください。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

株式会社データシステム
TEL.086-445-1617（代）

輸入車用 TV-KIT
適合・価格表

標準装備＆メーカーオプション専用

●  本製品は正規輸入の日本仕様車で、純正TV装着車両専用です。
●���本製品はTVチューナーではありません。車両にTVチューナーが装備されていない場合は、本製品を取り付け
てもTV放送を見ることはできません。

●��運転者が走行中にスイッチ操作を行うことは、大変危険ですので絶対に行わないでください。
●��本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。
●�最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。�https://www.datasystem.co.jp/

ご注意

「�○�」　　��・・・DVD鑑賞が可能。
「�×�」　　��・・・DVD鑑賞は不可能。
「�ー�」　　��・・・DVD再生機能がない。（標準装備・メーカーオプション機能）※
「　　」（空白)・・・調査中。
※上の項目は、標準装備またはメーカーオプションで、尚かつ DVD 再生機能を搭載したナビゲーションでの検証結果です。
　（ナビゲーション自体に DVD 再生機能がない場合は、本製品を装着しても DVD は再生できません。）

「�○�」　　��・・・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。
「　　」（空白)・・・調査中。
※上の項目は目的地設定操作についての検証結果であり、ナビゲーション動作の項目すべてについて確認できている訳ではござ

いませんので、予めご了承ください。

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。

目的地設定項目 ―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。

「�○�」　　��・・・ナビ自車位置は正確に動作をする。
「�△�」　　��・・・ナビの自車位置はGPS（衛星）信号のみで動作します。
「�×�」　　��・・・ナビの自車位置が停止する、または不正確になる。
「�ー�」　　��・・・純正ナビの設定なし。
「　　」（空白)・・・調査中。
※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。
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輸入車用　TV-KIT 適合・価格表 更新日2021年9月8日

※１  GPSアダプター:BTV01A[¥9,334（税抜）]も合わせてご購入ください。
※２ TV-KIT ON時にメーター内のインフォメーションに「ナビ起動中」と表示する場合がございますが、仕様上の動作で故障ではありません。
※4  SRSニーバックの装備につきましては必ずご確認してください。H20.8以降の車両においても登録遅れによりSRSニーバックが装着されていない車両が存在します。 

 SRSニーバックとは・・・運転席の膝上にあるエアバックです。カバーには「SRS」または「SRS AIRBAG」等の表記があります。
※6  COMANDシステムナビゲーション（販売店オプション）装着車のみナビ機能が使用できます。
※7  ナビゲーションのプログラム（バージョンアップを含む）により、ナビゲーションの自車位置に狂いが生じる場合がございます。その際には別売りのスイッチ（TSW003）を購入

いただき、スイッチをOFFにしてナビゲーションをご使用してください。
※8 BTV935P、ATV962Pは切替スイッチが付属しません。　BTV935PS、ATV962PSは切替スイッチが付属します。
※9 本製品の取り付けには一部の純正配線を切断する作業が必要です。
※10 本製品は従来のTVKITとは異なり、コーディングタイプ（純正コンピューターの設定を書き換えて機能を変更する方式）のTVKITです。

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

メ
ル
セ
デ
ス
・
ベ
ン
ツ

Aクラス AMGも含む
※6※7※8※9 W176 CBA-176###/DBA-176### H25.1～H30.9

BTV935P
（販売終了）/
BTV935PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

Bクラス
AMGは未確認です。お問
い合わせください。
※6※7※8※9

W246 DBA-246### H24.4～H27.1
BTV935P
（販売終了）/
BTV935PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

Cクラス セダン

SRSニーパック未装備車 
※1※2 W204 CBA-204###/DBA-204### H19.6～H20.7

BTV931
（販売終了）

+
BTV01A
（販売終了）

¥37,905
+

¥9,334
オーディオ
ユニット裏 ○ × HDD ○

SRSニーパック装備車
※2※4 W204

CBA-204###/
DBA-204###/
RBA-204###

H20.8～H26.6 BTV934
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

SRSニーパック装備車
※2※4※7※8※9 W204

CBA-204###/
DBA-204###/
RBA-204###

H20.8～H26.6
BTV935P
（販売終了）/
BTV935PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

※10 W205 DBA-205###/RBA-205### H26.7～H29.1 BDT985 ¥25,000 

運転席側
ダッシュ
ボード下の
OBDⅡコネ
クター

○ ○ HDD ○

Cクラス ステー
ションワゴン

SRSニーパック装備車
※4 W204

CBA-204###/
DBA-204###/
RBA-204###

H20.8～H26.9 BTV934
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

SRSニーパック装備車
※4※7※8※9 W204

CBA-204###/
DBA-204###/
RBA-204###

H20.8～H26.9
BTV935P
（販売終了）/
BTV935PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

※10 W205
CBA-205###/
DBA-205###/
RBA-205### 

H26.10～H29.1 BDT985 ¥25,000 

運転席側
ダッシュ
ボード下の
OBDⅡコネ
クター

○ ○ HDD ○

CLクラス C216
ABA-216###/
CBA-216###/
DBA216###

H18.11～H22.10 BTV932
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

CLAクラス ※6※7※8※9 C117 CBA117###/
DBA-117### H25.7～R1.9

BTV935P
（販売終了）/
BTV935PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

CLSクラス C219 CBA-219###/
DBA219### H17.2～H20.5 BTV933

（販売終了） ¥37,905
トランク
ルーム奥
及び左側面

○ △ DVD ○

◇

AV CPU 位置概要図

メルセデス・ベンツ BMW

オーディオユニット裏側  オーディオユニット裏側トランクルーム奥及び左側面
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輸入車用　TV-KIT 適合・価格表 更新日2021年9月8日

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

メ
ル
セ
デ
ス
・
ベ
ン
ツ

Eクラス セダン 前期モデル W211
CBA-211###/
DBA-211###/
GH-211###/
KN-211###/
ADC-211###

H14.6～H20.8 BTV933
（販売終了） ¥37,905

トランク
ルーム奥
及び左側面

○ △ DVD ○

Eクラス ワゴン 前期モデル W211
CBA-211###/
DBA-211###/
GH-211###/
KN-211###/
ADC-211###

H15.8～H20.8 BTV933
（販売終了） ¥37,905

トランク
ルーム奥
及び左側面

○ △ DVD ○

Eクラス セダン

W212
CBA-212###/
DBA-212###/
LDA-212###/
RBA-212###

H21.5～H27.4 BTV934
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

※9 W212
CBA-212###/
DBA-212###/
LDA-212###/
RBA-212###

H21.5～H27.4 BTV935PS
（販売終了） ¥32,800 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

Eクラス ワゴン

W212
CBA-212###/
DBA-212###/
LDA-212###/
RBA-212###

H22.2～H27.4 BTV934
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

AMGは未確認です。お問
い合わせください。※9 W212

CBA-212###/
DBA-212###/
LDA-212###/
RBA-212###

H22.2～H27.4 BTV935PS
（販売終了） ¥32,800 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

Eクラス クーペ
C207 CBA-207###/

DBA-207### H21.7～H27.4 BTV934
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

※9 C207 CBA-207###/
DBA-207### H21.7～H27.4 BTV935PS

（販売終了） ¥32,800 オーディオ
ユニット裏 ○ △ HDD ○

GLAクラス ※6※7※8※9 X156 DBA-156###/
CBA-156### H26.5～R2.6

BTV935P
（販売終了）/
BTV935PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

GLKクラス X204 CBA-204### H20.8～H24.7 BTV934
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

Sクラス

W221 ABA-221###/DBA-221### H17.10～H21.8 BTV932
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ △ HDD ○

地デジ搭載モデル　（ハイ
ブリッド車は除く） W221

ABA-221###/
DBA-221###/
RBA-221###

H21.9～H25.10 BTV932
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ × HDD ○

AMGは未確認です。お問
い合わせください。※7※
8※9

W222 DAA-222###/DBA-222### H25.10～H29.8
BTV935P
（販売終了）/
BTV935PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

※10 W222 
CBA-222###/
DAA-222###/
DBA-222###

H25.10～H29.8 BDT985 ¥25,000 

運転席側
ダッシュ
ボード下の
OBDⅡコネ
クター

○ ○ HDD ○

Sクラスクーペ ※10 C217 CBA-217###/
DBA-217### H25.6～ H30.6 BDT985 ¥25,000 

運転席側
ダッシュ
ボード下の
OBDⅡコネ
クター

○ ○ HDD ○

※３ 後ページに見分け方が載っていますので、ご参照ください 
※5  BMWアクセサリー・コントロール・メニュー（ACM）+地上デジタルTVチューナーを装着されている場合、地上デジタルTVの映像を走行中視聴する事は出来ません。アクセサ

リー・コントロールメニュー（ACM）は純正ナビへ地上デジタルTVチューナーの映像・音声を入力する為のインターフェースです。詳しくは販売店へご確認ください。
※6  COMANDシステムナビゲーション（販売店オプション）装着車のみナビ機能が使用できます。
※7  ナビゲーションのプログラム（バージョンアップを含む）により、ナビゲーションの自車位置に狂いが生じる場合がございます。その際には別売りのスイッチ（TSW003）を購入

いただき、スイッチをOFFにしてナビゲーションをご使用してください。
※8 BTV935P、ATV962Pは切替スイッチが付属しません。　BTV935PS、ATV962PSは切替スイッチが付属します。
※9 本製品の取り付けには一部の純正配線を切断する作業が必要です。
※10 本製品は従来のTVKITとは異なり、コーディングタイプ（純正コンピューターの設定を書き換えて機能を変更する方式）のTVKITです。
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輸入車用　TV-KIT 適合・価格表 更新日2021年9月8日

AV CPU 位置概要図

メルセデス・ベンツ BMW

オーディオユニット裏側  オーディオユニット裏側トランクルーム奥及び左側面

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

B
M
W

1シリーズ 5ドア F20 DBA-1A## H23.9～R1.8 WTV973
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

3シリーズ セダン
※3 ※5 E90 ABA-V### H17.4～H20.10 WTV971

（販売終了） ¥37,905 オーディオ
ユニット裏 × ○ HDD -

※3 ※5 E90 ABA-V### H20.11～H22.5 WTV971
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

3シリーズ
ツーリング

※3 ※5 E91 ABA-V### H17.11～H20.10 WTV971
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 × ○ HDD -

※3 ※5 E91 ABA-V### H20.11～H22.5 WTV971
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

3シリーズ クーペ
※3 ※5 E92 ABA-W### H18.9～H20.10 WTV971

（販売終了） ¥37,905 オーディオ
ユニット裏 × ○ HDD -

※3 ※5 E92 ABA-W### H20.11～H22.5 WTV971
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

3シリーズ
カブリオレ

※3 ※5 E93 ABA-W### H19.2～H20.10 WTV971
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 × ○ HDD -

※3 ※5 E93 ABA-W### H20.11～H22.5 WTV971
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

3シリーズ セダン F30 DBA-3A## H24.1～ WTV973
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

5シリーズ セダン ※3 ※5 E60 GH-N###/ABA-N### H15.8～H20.10 WTV972
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 × ○ DVD/
HDD -

※3 F10
ABA-F###/CBA-F###/
DBA-F###/DBA-X###/
LDA-F###

H22.3～H24.9 WTV974
（販売終了） ¥37,905

ハンドル右奥の車
両コントロール
ユニット

○ ○ HDD ○

※3 F10
ABA-F###/CBA-F###/
DBA-F###/DBA-X###/
LDA-F###

H24.10～ WTV973
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

5シリーズ 
アクティブハイブ
リッド5

※3 F10H DAA-F### H24.3～H24.9 WTV974
（販売終了） ¥37,905

ハンドル右奥の車
両コントロール
ユニット

○ ○ HDD ○

※3 F10H DAA-F### H24.10～ WTV973
（販売終了） ¥37,905 オーディオ

ユニット裏 ○ ○ HDD ○

5シリーズ
ツーリング

※3 ※5 E61 GH-N###/ABA-N###/
ABA-P### H16.6～H20.10 WTV972

（販売終了） ¥37,905 オーディオ
ユニット裏 × ○ DVD/

HDD -

※3 F11 DBA-M###/DBA-X###
LDA-M### H22.3～H24.9 WTV974

（販売終了） ¥37,905
ハンドル右奥の車
両コントロール
ユニット

○ ○ HDD ○

※3 F11 DBA-M###/DBA-X###
LDA-M### H24.10～ WTV973

（販売終了） ¥37,905 オーディオ
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

◇

※３ 後ページに見分け方が載っていますので、ご参照ください 
※5  BMWアクセサリー・コントロール・メニュー（ACM）+地上デジタルTVチューナーを装着されている場合、地上デジタルTVの映像を走行中視聴する事は出来ません。アクセサ

リー・コントロールメニュー（ACM）は純正ナビへ地上デジタルTVチューナーの映像・音声を入力する為のインターフェースです。詳しくは販売店へご確認ください。
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輸入車用　TV-KIT 適合・価格表 更新日2021年9月8日

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

B
M
W

X6シリーズ ※3 ※6 E71 ABA-FG## H20.6～H21.11 WTV972
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 × ○ HDD

再生
機能
無し

6シリーズ クーペ 
M6は未確認です。お問い
合わせください。 ※3 ※
5

E63 GH-E###/ABA-E### H15.10～H20.10 WTV972
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 × ○ DVD/

HDD -

6シリーズ クーペ ※3 F13 ABA-L####/DBA-L#### H23.2～
WTV973
（販売終了）/
WTV974
（販売終了）

¥37,905
ハンドル右奥の
車両コントロー
ルユニット

○ ○ HDD ○

6シリーズ グラン
クーペ

※3 F06 DBA-6A#### H24.6～

WTV973
（販売終了）/
WTV974
（販売終了）

¥37,905
ハンドル右奥の
車両コントロー
ルユニット

○ ○ HDD ○

6シリーズ
カブリオレ

M6は未確認です。お問い
合わせください。 ※3 ※
5

E64 GH-E###/ABA-E### H16.2～H20.10 WTV972
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 × ○ DVD/

HDD -

※3 F12 ABA-L####/DBA-L#### H23.2～

WTV973
（販売終了）/
WTV974
（販売終了）

¥37,905
ハンドル右奥の
車両コントロー
ルユニット

○ ○ HDD ○

7シリーズ ※3 
F01/
F02

ABA-K#### H21.3～H24.6 WTV974
（販売終了） ¥37,905

ハンドル右奥の
車両コントロー
ルユニット

○ ○ HDD ○

※3 
F01/
F02

CBA-Y####/DBA-Y#### H24.7～ WTV973
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

Z4 E89 ABA-LM## H21.4～ WTV971
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

※３ 後ページに見分け方が載っていますので、ご参照ください 
※6  COMANDシステムナビゲーション（販売店オプション）装着車のみナビ機能が使用できます。
※8 BTV935P、ATV962Pは切替スイッチが付属しません。　BTV935PS、ATV962PSは切替スイッチが付属します。
※9 本製品の取り付けには一部の純正配線を切断する作業が必要です。

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

V
W

CrossPolo
マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

9N GH-9NBTS 2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

Eos
マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

1F GH-1FBWA/GH-1FBUB 2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

Golf

マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

1K
GH-1KBLP/GH-1KBLX/
ABA-1KBLG/GH-1KAXX/
GH-1KBUBF

2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 1K ABA-1KC###/

DBA-1KC### H24.7～H25.4
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Volkswagen純正イン
フォテイメントシステム”
Discover Pro”(SSDナビ
ゲーションシステム)装着車
※8※9

5G DBA-AUC###/
ABA-AUC### H25.6～H29.5

ATV962P
（販売終了）/
ATV962PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

グローブボック
ス内コントロー
ルユニット

○ ○ SSD ○

Volkswagen純正イン
フォテイメントシステム
"Discover Pro" （SSDナ
ビゲーションシステム）装着
車※8※9 

5G DBA-AUC### H29.6～
ATV962P
（販売終了）/
ATV962PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

グローブボック
ス内コントロー
ルユニット

○ ○ SSD ○

Golf Cabriolet 純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 1K DBA-1KC### H24.7～H26.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Golf Plus
マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

1K GH-1KBLP/GH-1KBLX 2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

Golf Variant

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 1K DBA-1KC### H24.7～H26.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Volkswagen純正イン
フォテイメントシステム”
Discover Pro”(SSDナビ
ゲーションシステム)装着車
※8※9

5G DBA-AUC H26.1～H29.5
ATV962P
（販売終了）/
ATV962PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

グローブボック
ス内コントロー
ルユニット

○ ○ SSD ○

◇
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●�年式が「H○ . ○〜」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の各項目で使用している記号については、「各項目の記号について」をご確認ください。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

輸入車用　TV-KIT 適合・価格表 更新日2021年9月8日

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

V
W

Golf Touran

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 1T DBA-1TC### H24.7～H26.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム
"714SDCW"装着車 ※3 1T DBA-1TC### H26.7～H27.12

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Jetta
マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

1K GH-1KBLX/GH-1KAXX 2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

Passat

マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

3C GH-3CBVY/GH-3CAXX/
GH-3CAXZF 2007モデル VTV982

（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 3C DBA-3C### H24.7～H26.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム 
714SDCW装着車 ※3 3C DBA-3CCAX H26.7～H27.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Volkswagen純 正 イ ン
フォテイメントシステム
"Discover Pro" （SSDナビ
ゲーションシステム）装着車
※8※9 

3C DBA‐3CCZE H27.7～H29.7
ATV962P
（販売終了）/
ATV962PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

グローブボック
ス内コントロー
ルユニット

○ ○ SSD ○

Passat Alltrack 純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 3C ABA-3C### H24.7～

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Passat Variant

マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

3C GH-3CBVY/GH-3CAXX/
GH-3CAXZF 2007モデル VTV982

（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 3C DBA-3C### H24.7～H27.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Volkswagen純 正 イ ン
フォテイメントシステム
"Discover Pro" （SSDナビ
ゲーションシステム）装着車
※8※9 

3C DBA‐3CCZE H27.7～H29.7
ATV962P
（販売終了）/
ATV962PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

グローブボック
ス内コントロー
ルユニット

○ ○ SSD ○

Polo

マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

9N GH-9NBKY/GH-9NBTS/
GH-9NBJX 2007モデル VTV982

（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 6R DBA-6R### H24.7～H26.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム 
714SDCW 装着車※3 6R DBA-6R###/

ABA-6R### H26.7～H28.7
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム 
716SDCW 装着車※3 6R DBA-6R###/

ABA-6R### H28.8～H30.3
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Scirocco 純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 13C DBA-13C###/

ABA-13C### H24.7～H26.6
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Sharan

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 7N DBA-7N### H24.7～H26.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム
714SDCW装着車 ※3 7N DBA-7N### H26.7～H28.7

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム
716SDCW装着車 ※3 7N DBA-7N### H28.8～

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

※３ 後ページに見分け方が載っていますので、ご参照ください
※8 BTV935P、ATV962Pは切替スイッチが付属しません。　BTV935PS、ATV962PSは切替スイッチが付属します。
※9 本製品の取り付けには一部の純正配線を切断する作業が必要です。
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●�年式が「H○ . ○〜」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の各項目で使用している記号については、「各項目の記号について」をご確認ください。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

輸入車用　TV-KIT 適合・価格表 更新日2021年9月8日

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

V
W

Tiguan

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 5N DBA-5N###/

ABA-5N### H24.7～H26.6
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム
714SDCW装着車 ※3 5N DBA-5N###/

ABA-5N### H26.7～H29.1
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Touareg
マルチメディアステーション
(HDDナビゲーション)装着
車 ※3

7L
ABA-7LBHKS/
ABA-7LBHKA/
ABA-7LBARA

2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ HDD ○

ハイブリッド含む
RNS850(HDDナ ビ ゲ ー
ション)装着車

7P DBA-7P###/
DAA-7P### H23.2～ ATV961

（販売終了） ¥37,905 コントロール
ユニット裏 ○ ○ HDD ○

The Beetle

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 16C ABA-16C###/

DBA-16C### H24.7～H26.6
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム
714SDCW装着車 ※3 16C ABA-16C###/

DBA-16C### H26.7～H28.9
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム
716SDCW装着車 ※3 16C ABA-16C###/

DBA-16C### H28.10～
VTV984

（切替・販売終了）/
VTA986

(オート・販売終了)
¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

Volkswagen CC

純正ナビゲーションシステム 
712SDCW装着車 ※3 3C ABA-3CC### H24.7～H26.6

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

純正ナビゲーションシステム
714SDCW装着車 ※3 3C ABA-3CC### H26.7～

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

A
u
d
i

A1
MMI 3G ／ 3G Plus
（HDDナビゲーション/
SDカードスロット付）装
着車

8X DBA-8X### H23.1～ ATV961
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

A3 HDDナビゲーションシス
テム装着車 ※3 8P

GH-8PBSE /
ABA-8PBYT/
GH-8PBWA/
GH-8PBUBF

2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ ○ HDD ○

※3 8P
ABA-8PCAX /
ABA-8PCDA/
ABA-8PCCZF

2009モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ ○ HDD ○

マルチメディアステー
ション[MMS SDナビ]装
着車 ※3

8P ABA/DBA-8P### H22.7～H24.5 VTV983
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

SDナビゲーションシステ
ム装着車 ※3 8P ABA/DBA-8P### H24.6～H25.9

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

MMIナビゲーションシステ
ム（マルチメディアインター
フェイス）搭載車※8※9

8V ABA/DBA-8V### H25.9～
ATV962P
（販売終了）/
ATV962PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

グローブボック
ス内コントロー
ルユニット

○ ○ SSD ○

A4 HDDナビゲーションシス
テム装着車 ※3 8E

GH-8EAUKF/
GH-8EALT/
GH-8EBFB/
GH-8EBWEF

2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ ○ HDD ○

MMI 3G ／ 3G Plus
（HDDナビゲーション/
SDカードスロット付）装
着車

8K ABA/DBA-8K### H21.12～H28.4 ATV961
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

A5
MMI 3G Plus（HDDナ
ビゲーション/SDカード
スロット付）装着車

8T/8F ABA/DBA-8T
###・

ABA/DBA-8F### H21.12～ ATV961
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

A6
（ハイブリッド含む）

MMI 3G Plus（HDDナ
ビゲーション/SDカード
スロット付）装着車

4G ABA/DAA/DBA-
4G### H23.8～H27.7 ATV961

（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○
◇

※３ 後ページに見分け方が載っていますので、ご参照ください 
※8 BTV935P、ATV962Pは切替スイッチが付属しません。　BTV935PS、ATV962PSは切替スイッチが付属します。
※9 本製品の取り付けには一部の純正配線を切断する作業が必要です。
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●�年式が「H○ . ○〜」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の各項目で使用している記号については、「各項目の記号について」をご確認ください。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

輸入車用　TV-KIT 適合・価格表 更新日2021年9月8日

※３ 後ページに見分け方が載っていますので、ご参照ください 

車　種 モデル
コード 型　式 年　式 品番 価格

（税抜） AVCPU位置 目的地
設定

地図
動作

ナビ
タイプ

DVD
鑑賞

A
u
d
i

A7 MMI touch（HDDナ ビ
ゲーション)装着車 4G ABA/DBA-4G### H23.5～H27.4 ATV961

（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

A8
（ハイブリッド含む）

MMI 3G Plus（HDDナ
ビゲーション/SDカード
スロット付）装着車

4H ABA/DAA/DBA-
4H### H22.12～ ATV961

（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

Q3
MMI 3G Plus（HDDナ
ビゲーション/SDカード
スロット付）装着車

8U ABA-8U### H24.5～ ATV961
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

Q3 MMI ベーシック装着車 8U ABA-8U### H24.5～ ATV961
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ‒ ‒ ‒ ○

Q5
（ハイブリッド含む）

MMI 3G ／ 3G Plus
（HDDナビゲーション/
SDカードスロット付）装
着車

8R ABA-8R###/
DAA-8R### H21.6～ ATV961

（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

Q7 MMI touch（HDDナ ビ
ゲーション)装着車 4L ABA-4L### H21.12～H28.3 ATV961

（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

S3 SDナビゲーションシステ
ム装着車 ※3 8P ABA-8P### H24.6～H25.9

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

MMIナビゲーションシステ
ム（マルチメディアインター
フェイス）搭載車※8※9

8V ABA/DBA-8V### H25.9～
ATV962P
（販売終了）/
ATV962PS
（販売終了）

¥29,800/
¥32,800

グローブボック
ス内コントロー
ルユニット

○ ○ SSD ○

S4
MMI 3G ／ 3G Plus
（HDDナビゲーション/
SDカードスロット付）装
着車

8K ABA/DBA-8K### H21.12～ ATV961
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

S5
MMI 3G Plus（HDDナ
ビゲーション/SDカード
スロット付）装着車

8T ABA-8T### H21.12～ ATV961
（販売終了） ¥37,905 オーディオユニット裏 ○ ○ HDD ○

TT Coupe HDDナビゲーションシス
テム装着車 ※3 8J ABA-8JBWA/

ABA-8JBUBF 2007モデル VTV982
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ ○ HDD ○

TT （TT／TTS）
マルチメディアステー
ション[MMS SDナビ]装
着車 ※3

8J ABA-8J### H22.7～H24.6 VTV983
（販売終了） ¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

TT（ＴＴ／ＴＴＳ
／ＴＴ ＲＳ)

SDナビゲーションシステ
ム装着車 ※3 8J ABA-8J### H24.7～H27.8

VTV984
（切替・販売終了）/

VTA986
(オート・販売終了)

¥23,620 モニター裏 ○ ○ SD ○

◇
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輸入車用 テレビキットの見分け方

MENU
TELCD

MAPRADIO

BACK OPTION
MENU

BMW

BMW ３シリーズ・5 シリーズの見分け方

BMW 5シリーズ・6シリーズ・7シリーズ　適合の見分け方

iDrive 操作部分の形状がマイナーチェンジ前（〜 H20.10）とマイナーチェンジ後（H20.11 〜）とで異なります。下記図でご確認ください。

5 シリーズ・６シリーズ・７シリーズはナビバージョンによって適合する品番が異なります。ナビ画面で確認してください。

1

2

マイナーチェンジ前 iDrive マイナーチェンジ後 iDrive

● 年式が「H ○ . ○〜」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の各項目で使用している記号については、「各項目の記号について」をご確認ください。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

電話

BMWサービス
BMWサービス
車両情報
設定

ラジオ
マルチメディア

メインメニュー

ナビゲーション

【ナビゲーション】と表示されている

【WTV974】が適合します 【WTV973】が適合します

電話

現在地
BMWサービス
車両情報
設定

ラジオ
CD/マルチメディア

メインメニュー

ナビゲーション /目的地設定

【ナビゲーション /目的地設定】と
表示されている
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輸入車用 テレビキットの見分け方
VW/Audi

VTV982 適合ナビの見分け方
VTV982 は 2007 年 /2009 年モデルのメーカーオプションナビ専用です。お車に装着されているナビがメーカーオプションナビ

であることをご確認の上、製品をお買い求めください。ディーラーオプション、社外品ナビゲーションには対応しておりません。
1

適合します

AUDI メーカーオプションナビ
名称：HDD ナビゲーションシステム（2007 年モデル）
設定車種：Audi 各車

・操作ボタンの名称/配置がイラストと一致している事。
・ナビ型番の記載が入っているタイプは適合不可。

現在地

広域

詳細

VOL

▲

▲

OPTIONOPEN

MEDIA

設定
情報

目的地

AV

PCĤ

^

■TILT

TRACK

適合します

AUDI メーカーオプションナビ
名称：HDD ナビゲーションシステム（2009 年モデル）
設定車種：A3

・操作ボタンの名称/配置がイラストと一致している事。
・ナビ型番の記載が入っているタイプは適合不可。

VW メーカーオプションナビ
名称：マルチメディアステーション
設定車種：GOLF,  EOS 等

適合します

・操作ボタンの名称/配置がイラストと一致している事。
・画面枠下に Volkswagen のロゴが入っている事。
・ナビ型番の記載が入っているタイプは適合不可。

VW メーカーオプションナビ
名称：マルチメディアステーション
設定車種：POLO 等

・操作ボタンの名称/配置がイラストと一致している事。
・画面枠上に Volkswagen のロゴが入っている事。
・ナビ型番の記載が入っているタイプは適合不可。

適合します

××
・画面枠にVolkswagen ロゴやナビ型番の記載が入っているタイプには
適合致しません。

VW ディーラーオプションナビ
名称：AV ナビ　（複数機種あり）

型番：HDS625TWA、HDS620DWA
型番：7406HDF
型番：7700HDC、570HDC、950HDC
型番：AVN076HD
など

適合しません
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輸入車用 テレビキットの見分け方
VW/Audi

● 年式が「H ○ . ○〜」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の各項目で使用している記号については、「各項目の記号について」をご確認ください。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

VTV984 適合ナビの見分け方

VTV983 適合ナビの見分け方

VTV984 は VWの標準装備/オプションの [ 712SDCW ][ 714SDCW ][ 716SDCW ]、Audiの標準装備/オプションの [ SDナビゲーショ
ンシステム ] 装着車専用です。お車に装着されているナビが下記に該当していることをご確認ください。

VTV983 は Audi 純正【MMS】SD ナビゲーションに適合しています。お車に装着されているナビが下記に該当していることをご確認ください。

3

2

Audi
[ SDナビゲーションシステム ]

VW
[ 712SDCW ][ 714SDCW ][ 716SDCW ]

AV MENU

NAV

TUNE

TRACK

OPTION

OPEN

AV MENU

NAV

TUNE

TRACK

OPTION

OPEN

適合します 適合しません
Audi
【MMS】SDナビゲーション

Audi
【MMS】HDDナビゲーション

ナビ正面

AV

MEDIA

OPEN

情報

TUNE

TRACK

情報

赤外線受光部

オープン時

ナビ正面

AV

MEDIA

OPEN

設定
情報

TUNE

TRACK

設定
情報

情報

N/A
切替

OPEN

設定

RECまたは

赤外線受光部

オープン時
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