


















全方位モニター対応（注1）
モデル スタンダードプラスモデル スタンダードモデル エントリーモデル
メーカー パナソニック パナソニック ケンウッド

共
通
機
能

3年間6万km保証

セキュリティ機能（パスワードロック）

品  番 8インチ 7インチ
（200mmワイド） 99098-53U23-P02 99097-69T23-P03 99098-53U33-P04 99097-69T33-P05 99098-53U43-K01 1 99097-69T43-K02

2 99097-69T53-K03

商品コード
ナビゲーションとロックボルトのセット CADP CADQ CADR CADS CADT 1 CADU  2 CADV
ナビゲーション本体 CADF CADG CADH CADJ CADK 1 CADL  2 CADM

サイズ/
モニター 8インチ 7インチ

（200mmワイド）
8.0インチ
HDタッチパネル感圧式

7.0インチ
HDタッチパネル感圧式

8.0インチ
HDタッチパネル感圧式

7.0インチ
HDタッチパネル感圧式

8.0インチ
WVGAタッチパネル感圧式

7.0インチ
WVGAタッチパネル感圧式

逆走注意機能（注2） ●逆走検知/注意喚起 ●逆走検知/注意喚起 ●逆走検知/注意喚起

ドライブレコーダー（注3）
ナビ連動タイプ ▲ ▲ ▲
ナビ接続タイプ × × ▲

地図データ無料更新
● ● ●

無料更新期間 最長5年間 最長5年間 最長3年間
容  量（メディア） 64GB(eMMC) 32GB(eMMC) 16GB(eMMC)
TVチューナー（12セグ+ワンセグ） ● ● ● 1 ●  2× 

チルト ● ● × ●
準天頂衛星みちびき ● ● ●
VICS WIDE ● ● ●
3Dジャイロセンサー ● ● ●
快
適
操
作

ステアリングオーディオスイッチ ● ●（※B1） ●（※C1）
音声認識 ●クラウド型（※A1） × ×
Bluetooth®ハンズフリー通話（注4） ● ● ●

映
像
・
音
楽

HDMI接続 ▲（※A2） × ×
レコーダーリンク（注5） ●（※A3） × ×
Wi-Fi接続（注6） ●（※A4） ●（※B2） ×
ハイレゾ対応 ● ● ×
AM/FM/ワイドFM ● ● ●
DVDビデオ再生（VRモード） ● ● ●
音楽CD再生 ●CD-DA/MP3/WMA ●CD-DA/MP3/WMA ●CD-DA/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis
Bluetooth®対応音楽再生（注4） ● ● ●
iPod/
iPhone
（Lightningコネクタ端子）（注7）

音楽再生 ●（※A5） ●（※B3） ●（※C2）
動画再生 ▲（※A6） × ×
充電対応 ●（最大2.4A）（※A5） ●（最大2.4A）（※B3） ●（最大1.0A）（※C2）

SDカード
USBメモリー（注8）

音楽再生 ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC     ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis

動画再生 ●MPEG-4/H.264 ●MPEG-4/H.264 ●MPEG-4/H.264/WMV

CD録音（注9）
▲ ▲ ▲

録音速度 最大8倍速 最大8倍速 最大4倍速

そ
の
他

スマートフォン連携（注10）
● ● ●

対応アプリ ●NaviCon ●DIXIM Play for レコーダーリンク
●ナビアップS ●CarAV remote S

●NaviCon
●CarAV remote S

●NaviCon ●SMART USEN（※C3）
●KENWOOD Music Info. ●KENWOOD Drive Info.（※C4）

セレクトビューバックアイカメラ ▲ ▲ ▲
ETC2.0車載器ナビ連動 ▲ ▲ ▲
ETC車載器ナビ連動 ▲（※A7） ▲（※B4） ▲（※C5）

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

ナビゲーション本体
8インチ  7インチ（200mmワイド） 8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 1 7インチ

（200mmワイド）
2 7インチ

（200mmワイド）
214,500円 188,100円 187,000円 160,600円 161,700円 135,300円 127,600円

オーディオ交換ガーニッシュ（8インチ用） 4,400円 － 4,400円 － 4,400円 － －
アンテナセット 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 － － －
アンテナ変換ケーブル 2,750円 2,750円 2,750円 2,750円       2,750円      2,750円      2,750円
ナビゲーションロックボルトセット 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
参考取付費 16,720円 16,720円 16,720円 16,720円 16,720円 16,720円 7,040円
合計金額 247,170円 216,370円 219,670円 188,870円 188,870円 158,070円 140,690円

オーディオレス仕様車に装着する場合　 ※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

メーカー希望
小売価格
（消費税込）

ナビゲーション本体
8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 7インチ（200mmワイド） 8インチ 1 7インチ

（200mmワイド）
2 7インチ

（200mmワイド）
214,500円 188,100円 187,000円 160,600円

対応しておりません。

オーディオ交換ガーニッシュ（8インチ用） 4,400円 － 4,400円 －
アンテナ変換ケーブル 2,750円 2,750円 2,750円 2,750円
ナビゲーションロックボルトセット 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
参考取付費 6,160円 6,160円 6,160円 6,160円
合計金額 231,110円 200,310円 203,610円 172,810円

全方位モニター用カメラパッケージ装着車　 に装着する場合 ※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。









メーカー希望
小売価格
（消費税込）

オーディオ本体 35,420円
アンテナ変換ケーブル 2,750円
ナビゲーションロックボルトセット 3,300円
参考取付費 3,520円
合計金額 44,990円

オーディオレス仕様車に装着する場合

※A1：スマートフォン連携アプリのインストールが必要となります。アプリとアプリのご利用料金は無料ですが、インストールには別途通信費が発生します。接続可能なスマートフォンについては、https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/suzuki/をご覧ください。　※A2：ステアリングハンズフリースイッチの発話スイッチ
については、対応していません。　※A3：別途、3.5mmステレオミニジャック(市販品)が必要となります。

取り付けには、別途アンテナ変換ケーブルが必要となります。ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。　注1：スマートフォン連携アプリのインストールおよびご利用は無料ですが、別途通信費が必要となります。通信費は利用されたスマートフォンのご契
約者のご負担となります。事前にご契約の携帯電話会社の料金プランやご利用方法をご確認の上、ご利用ください。スマートフォン本体やスマートフォンに付属のケーブル類および市販品のケーブル類は、車内に放置しないでください。Apple CarPlayはiOS 7.1以降かつiPhone 5以
降の機種で使用できます。Apple CarPlayはApple Inc.が提供するアプリであり、各機能は予告なく変更する場合があります。Apple CarPlayは、Apple Inc.の商標です。Android Autoは、Android 5.0 以降のスマートフォンで使用できます。Android AutoはGoogle Inc.が提供するア
プリであり、 各機能は予告なく変更する場合があります。Android、Android Autoおよびその他のマークはGoogle Inc.の商標です。　注2：iPod/iPhone本体やiPod/iPhoneに付属のケーブル類および市販品のケーブル類は、車内に放置しないでください。　注3：USBメモリーは付
属されていません。別途、市販品をお買い求めください。すべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。　注4：すべてのBluetooth®対応携帯電話との互換性および接続性を保証するものではありません。　注5：ナビ接続タイプとは、ドライブレコーダーで操作し、ナビゲー
ションで映像再生するタイプです。
●Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifi cally to the Apple products identifi ed in the badge, and has been certifi ed by the developer to meet Apple performance standards. Use of the Apple
CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may aff ect wireless performance. iPhone, iPod, Lightning and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.　●iPod、iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に
複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。　●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。　●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標ま
たは登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。　●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

注意事項

※ナビゲーションロックボルトセットなしでもご購入いただけます。

オーディオ主要機能一覧表

●…機能あり　
▲…オプションで機能あり（別売品が必要）
×…機能なし

メーカー ケンウッド
サイズ 2DINモデル
品番 99096-69T03-K01
3年間6万km保証 ●
DVDビデオ再生（VRモード） ×
音声認識 ×

スマートフォン連携（注1）
●（※A1）

対応アプリ ●KENWOOD Remote
ステアリングオーディオスイッチ ●（※A2）
AM/FMラジオ ●
ワイド FM ●
音楽CD再生 ●MP3/WMA/AAC
iPod/iPhone
（注2）

Lightning
コネクタ端子

音楽再生 ●
充電対応 ●

USBメモリー（注3）
音楽再生 ●MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
動画再生 ×

Bluetooth®
（注4）

音楽再生 ●
ハンズフリー通話 ●
プロファイルバージョン AVRCP1.6.1対応

AUX入力
音声 ▲（※A3）
映像 ×

セレクトビューバックアイカメラ ×
ドライブレコーダー（ナビ接続タイプ）（注5） ×
音響・音質調整 ●
表示文字種 英数/記号
キーイルミネーション バリアブルカラー







ドライブレコーダー
機能一覧表

●…機能あり　
×…機能なし

前方・後方録画用 前方録画用 後方録画用

商品コード CADZ CADY CA68 CA6B
品番 9909B-69T73-P02 9909B-69T93-P01 99000-79BP5 99000-79BS0
ナビゲーション連動 ● ● × ×
ナビゲーション接続 × × ●（※C1） ×
パソコン再生 ●（※A1） ●（※B1） ●（※C2） ●（※D1）
有効画素数 約200万画素（※A2） 約200万画素 約300万画素 約300万画素
カメラ 1/2.8インチ カラーCMOS（※A2） 1/2.8インチ カラーCMOS 1/3インチ カラーCMOS 1/3インチ カラーCMOS
画角 水平117° 垂直63° 水平117° 垂直63° 水平117° 垂直63° 水平117° 垂直63°
記録方法 常時録画 常時録画 常時録画 常時録画
動画/音声圧縮方式 MP4（H.264+PCM） MP4（H.264+PCM） MP4（H.264+AAC） MP4（H.264+AAC）
映像フレームレート 28fps/14fps（※A3） 28fps/14fps（※B2） 27fps 27fps

画像サイズ
映像記録時間
（注1）

高画質 1920×1080 約280分 1920×1080 約400分 2304×1296 約100分 1920×1080 約70分
標準 1280×720 約520分 1280×720 約760分 1920×1080 約140分 1920×1080 約140分
長時間 - - 1280×720 約200分 1280×720 約230分

記録保護件数
衝撃検知 60ファイル（※A4） 60ファイル（※B3） 10件（※C3） 10件（※D2）
スイッチ操作 60ファイル（※A5） 60ファイル（※B4） 20件（※C4） 20件（※D3）
駐車時衝撃検知 60ファイル（※A6） 60ファイル（※B5） 40件（※C5） -

記録媒体 microSD 32GB付属 microSD 32GB付属 microSD 16GB付属 microSD 8GB付属
音声録音 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可 ON/OFF切替可
HDR（注2） ● ● ●（※C6） ●
GPS ●（※A7） ●（※B6） ● ●
動作温度範囲 -20℃～65℃ -20℃～65℃ -20℃～65℃ -20℃～65℃








