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　エアバッグダミーハーネス
純正カプラー使用で確実な警告灯消灯が可能！

車輌の入替でボスはあるけどエアバッグの
カプラーが合わない時にダミーだけ欲しい時に

お薦めです。下記画像と裏面の適合を
ご確認の上でご利用下さい。

ステアリングボスとのマッチング
については裏面の適合表をご覧
下さい。

設定品番は下記の１３種類をご用
意しております。

Ｄ－１
主に トヨタ

Ｄ－２
主に トヨタ スズキ

Ｄ－３
主に 日産

Ｄ－４　※注
主に 汎用

Ｄ－５
主に ホンダ

Ｄ－６
主に ホンダ イスズ

Ｄ－８
主に ホンダ

Ｄ－７
主に ホンダ 三菱

Ｄ－９　※注
主に 三菱 外車

Ｄ－１０
主に スバル

Ｄ－１１
主に マツダ

Ｄ－１２
主に ダイハツ

Ｄ－１３
主に スズキ

※注：Ｄ－４とＤ－９の写真は車両側の
配線を表示しています。またメーカーに
より色や形状が異なりますので代表的な
形状を表示しています。

新車に乗り換えたけど・・・
ボス本体は合うがダミーが合わない・・・新しいボスを買うともったいない。

ダミーハーネスだけあればいいんだけど・・・

今のダミーは使えない・・・ この形状のが欲しい。

こういう場合にダ
ミーハーネス単品で
の販売はピッタリで
す。



トヨタ 該当品番 該当品番 三菱 該当品番 該当品番 マツダ 該当品番 該当品番
○708 D-1 ○406 設定なし ○601 設定なし
○710共用 D-1 D-2 ○407 D-9 ○602 D-11
○711 D-1 ○408 D-2 ○603 設定なし
○712 D-1 ○409 D-2 ○604 設定なし
○713共用 D-1 D-2 ○410 D-2 ○605 設定なし
○714 D-2 ○411 D-7 ○606 D-11
○715 D-2 ○607 D-11
○717 D-1 スバル 該当品番 該当品番 ○608 D-11
○718共用 D-2 ○156 設定なし ○609 D-4X2
○719 D-2 ○157 D-10 ○610 設定なし
○720 D-4 ○158 設定なし ○611 D-11
○721 D-4 ○159 D-9 ○612 D-11
○722 D-4X2 ○501 D-10 ○613 D-4
○723 D-2 ○502 設定なし ○614 D-4X2
○724 D-4X2 ○503 D-10 ○615 D-4X2
○725 D-4 ○504 設定なし ○616 D-4
○726 D-4X2 ○505 D-10 ○617 D-4X2
○727 D-4 ○506 D-10 ○618 D-4
○728 D-4 ○507 D-4 ○619 D-4

○508 D-4 ○620 D-4
日産 該当品番 該当品番 ○509 D-10

○234共用 D-3 ○510 D-4X2 ダイハツ 該当品番 該当品番
○234・B D-3 ○511 D-4X2 ○173 設定なし
○235 D-3 ○512 D-4 ○174 D-12
○236 D-3 ○513 D-4 ○176 D-12
○237 D-4 ○514 D-4X2 ○177 D-4
○239 設定なし ○515 D-4X2 ○178 D-4
○240 D-4 ○179 D-4
○241 D-4 イスズ 該当品番 該当品番 ○770 D-4
○242 D-4 ○095 設定なし
○243 D-4 ○096 D-6 スズキ 該当品番 該当品番
○244 D-4 ○184 D-13

ＶＷ 該当品番 該当品番 ○185 D-13
ホンダ 該当品番 該当品番 ○108 D-9 ○189 D-2

○313共用 D-5 D-6 ○801 D-2
○314共用 D-5 D-6 ＢＬＭＣ 該当品番 該当品番 ○802 D-4
○315 設定なし ○106 D-9 ○803 D-4
○316 D-6 ○804 D-4
○317 D-7 ＡＵＤＩ 該当品番 該当品番
○318 D-7 ○105 D-9
○319 D-8

※該当品番が２種類ある場合は現車の形状を確認する必要があります。
　 また、Ｘ２と記載がある品番は２個必要となります。

品番
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Ｄ－６
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エアバッグダミーハーネス適合表

２００９年１月現在

大恵産業株式会社

4964334025510
4964334025527
4964334025534
4964334025541
4964334025558
4964334025565
4964334025572
4964334025589
4964334025596

￥４，７２５（￥４，５００）

4964334025602
4964334025619
4964334025626
4964334025633

仕切 備考ＪＡＮコード 定価（税抜価格）
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