
このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにあ
りがとうございます。

¡ 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのう
え、正しく安全にお使いください。

¡ ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
¡ この説明書は大切に保管してください。
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（3 個） （1 個）

マグネット

取付説明書（本書）

（1 部）

内容物の確認

パーキングブレーキ*接続ケーブル 
（オートマチック車シフトレバー取付）

¡ 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
¡ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
¡ ＊印…パーキングブレーキはサイドブレーキ（ハンドブレーキ）／フットブレーキと

　　   同一の意味を表します。

適合機種：（2011年 4月現在）
CN-GP710VD/SP710VL

※詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

CN-GP510VD/SP510VL

便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日 年　　月　　日 品番 CA-PMBX1D

販 売 店 名
 ☎ （             ）             －



注意警告

警告
安全上のご注意 必ずお守りください

クランパーなどの小物部品は、乳幼児の
手の届くところに置かない
あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医
師にご相談ください。

分解禁止

分解・修理、および改造をしない
分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の
機器の電源を取るのは絶対におやめください。
火災や感電、事故の原因になります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線
をする
火災や故障の原因になります。作業が困難な
場合は、お買い上げの販売店（専門業者）へご
依頼ください。
コード類は、運転を妨げないように引き
回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル
などに巻きつくと、交通事故の原因になります。
作業後は、車の電装品※の動作確認をする
正常に動作しないと、火災や感電、交通事故
の原因になります。
※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、
　ウィンカーなど

コードを破損しない
傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ね
じる、 加工する、重いものをのせる、熱器具へ
近づける、 車の高温部に接触させるなどしない
でください。断線やショートにより､ 火災や
感電、事故の原因になることがあります。
¡車体やねじ・可動部（シートレールなど）へ

挟み込まないように、引き回してください。
¡ドライバーなどの先で押し込まないでください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に
防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説
明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 
　 を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 
　 （次は図記号の例です）

警告 「死亡や重傷を負うおそれが 
ある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



手順        配線をする前に1. 手順        配線する2.

※車種によって異なります。詳しくは、車をお買い上げの販売店またはカーディー
ラーにご相談ください。

● パーキングブレーキがハンドブレーキ
　 の場合

● パーキングブレーキがフットブレーキ
　 の場合

■ 配線タイプの場合

■ マグネットタイプの場合

①  マグネットにワイヤーバンドをとおす。

※ リードスイッチ付コードのスイッチと、マグネットの距離が3 mm
以上離れる場合は、

「■ 配線タイプの場合  」（上記）の方法で配線してください。

（例） セ ン タ ー コ ン
ソールを外します

パーキングブレーキ
信号ライン

（例） パーキングブレーキ
信号ライン

マグネット

ワイヤーバンド

セルフロックコネクター

（1 個）

パーキングケーブル

（1 本）

クランパー

（3 個）

リードスイッチ付コード

（1 本）

ワイヤーバンド

（1 本）

マグネット

（1 個）

クランパー

（3 個）

配線のしかた

2.5φミニジャックコード

（1 本）

2.5φミニジャックコード

（1 本）

パーキングブレーキ接続ケー
ブルを接続するときは、パー
キングブレーキをかけてエン
ジンを切ってから行ってくだ
さい。車が動いて、事故の原
因になります。

①  マグネットとスイッチの取り付け位置について

② シフトレバーをパーキング（ P ）の位置にし、マグネットのはくり紙を
　 はがしてシフトレバーに貼り付ける。

③ マグネットにとおしているワイヤーバンドで
　 しっかりと締める。
※ 締めたあと、ワイヤーバンドが長すぎた場合は、はさみなどで
　切ってください。

④ スイッチのはくり紙をはがし、マグネットの▲印とスイッチの▲印が向かい合
　わせになるように貼り付ける。
　 ※マグネットとスイッチの間隔は 3 mm 以下になるように貼り付けてください。

□ シフトレバーの上側に 
取り付けるとき

□ シフトレバーの下側に 
取り付けるとき

※ 車のシフトレバーをパーキング（ P ）の位置にしてから取り付けてください。

2.5φミニジャック
コード

カーナビゲーション

※フットブレーキの場合も電気的
 接続方法は同じです。

車のパーキングブレーキレバー

パーキングブレーキ
スイッチ

リードスイッチ
付コード

パーキングケーブル

パーキングブレーキ
ランプ

車のパーキングブレーキ
信号ライン

シフトレバー

はくり紙

はくり紙を
はがす

クランパー

※必ずクランパー
 で留めてくださ

クランパー

マグネット

スイッチ

スイッチ

マグネット

▲印を向かい合わせにしてください。

3 mm以下

スイッチ
マグネット

▲印を向かい
 合わせにして
 ください。

3 mm以下

ワイヤー
バンド

■ 配線タイプの場合

■ マグネットタイプの場合

下記内容物を準備してください。

下記内容物を準備してください。

¡マグネット／スイッチ部分に水分などがかからないようにしてく
ださい。故障の原因となります。

¡シフトレバー側マグネットは磁気を帯びていますので時計や磁気
カードなどを近づけないでください。

　※時計や磁気カードが故障したり、使用でき
なくなることがあります。

¡スイッチは強い衝撃を与えると正常に作動し
なくなることがあります。

　取付時は以下の点に注意して大切に取り扱っ
てください。

　・スイッチを硬いところにぶつけたりしない
　でください。

　・スイッチを持って作業を行ってください。
　・やむを得ずコードを持つ時は、可能な限り

　スイッチに近い部分を持ってください。

絶縁カバー部分

起こす

パーキングケーブル

プライヤーで金具を押し込んで取り付ける。

プライヤー

ロックする

絶縁カバーを倒してロックする。

セルフロックコネクター

パーキング
ブレーキランプ

パーキングブレーキをかけている時に、
車体のアースにつながる配線に接続して
ください。

パーキング
ブレーキスイッチ
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