
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報
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　スペシャル ＫＷ－１２９０ ＨＯ－０５

　　パッケージ

　　　装備タイプ ＫＷ－１２９１

注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・取付けアタッチメント（オーディオ取付け用ブラケット）（純正品番：０８Ｂ００－ＳＹＹ－Ｌ００）が必要です。

３．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

４．車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、ＫＷ－１２９１が必要です。

　　なお、映像はノーマルビュー固定となります。

５．ＫＷ－２３４０Ｄは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

　　ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はＫＷ－１３４０とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス（２４Ｐ⇒２０Ｐ変換コード）（純正品番：０８Ａ３０－０Ｋ０－３２０）を

　　購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード（ＫＷ－１２９０）が必要です。

６．ＫＷ－１３４０を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

７．車両に装備されているワンセグＴＶアンテナの使用はできません。

８．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。
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年式 型式 タイプ

  HONDA（ホンダ）

取付可否 取付キット 変換コード

フリード スパイク ハイブリッド（Ｈ２３．１０～Ｈ２８．９）

取付可否
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ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide  HONDA（ホンダ）

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■ ： Ｈ２６．４～Ｈ２８．９

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

『注記』

　オプションコネクタ３Ｐのリバース信号は通電のない車種が存在します。接続の際は必ず確認ください。

　リバース信号が通電のない場合は下記のヒューズボックス内コネクタ４９Ｐに接続してください。

　この場合、ＫＷ－５１８を使用して接続してください。

　  位置：運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

フリード スパイク ハイブリッド（Ｈ２３．１０～Ｈ２８．９）

年 式

オーディオコネクタ２４Ｐ（灰）

配線側から見た図

車速信号（緑）

オプションコネクタ３Ｐ（灰）

リバース信号（緑） パ－キングブレーキ信号（橙）

配線側から見た図

リバース信号（緑）

②ヒューズボックス内コネクタ４９Ｐ（緑）
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ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide  HONDA（ホンダ）

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■ ： Ｈ２３．１０～Ｈ２６．４

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

年 式

フリード スパイク ハイブリッド（Ｈ２３．１０～Ｈ２８．９）

オーディオコネクタ２４Ｐ（灰）

配線側から見た図

車速信号（緑）

オプションコネクタ３Ｐ（灰）

リバース信号（緑） パ－キングブレーキ信号（橙）
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ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide  HONDA（ホンダ）

◆ステアリングリモコン信号の接続

● ： ＧＰ３

● ： ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

　  ＫＷ－１３４０を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス（２４Ｐ⇒２０Ｐ変換コード）（品番：０８Ａ３０－０Ｋ０－３２０）が

　  必要です。

　　ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

　 位置：純正デッキ取付位置奥

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

■接続情報

 ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

 ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。

ＧＮＤ 5 白 黒

ＳＷ１ 16 桃 白／青

車両信号情報 ナビ側

信号 端子番号 線色 接続コード線色

タ イ プ

型 式

フリード スパイク ハイブリッド（Ｈ２３．１０～Ｈ２８．９）

車両ハーネス２４Ｐコネクタ（灰）

配線側から見た図
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接続
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