
コードクリップ

4 個

パネル

1 個

取付けキット

1 個

取付説明書（本書）

1 部

ナビ取付ブラケット

1 個

サラ小ネジ
M5×6

4 本

バインド小ネジ
M5×6

4 本

小物入れ

1 個

スタンドベース

1 個

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。

車載用取付キット（トレイ固定式）

CA-PT71D品 番 :

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

内容物の確認
万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

取付説明書

ワンタッチ脱着シュー＊

＊印 ･･･ ワンタッチ脱着シューは、スタンドベースに取り付けられた状態で梱包されています。
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安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明し
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。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」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。

●●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）

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。

危険
運転中に操作したり、画像や表示を注視しない
交通事故やけがの原因になります。 
車載時は、必ず安全な場所に停車してご使用ください。 
必ず安全な場所に立ち止まってご使用ください。

視界や運転を妨げる場所※、同乗者に危険をおよぼす場所には、
取り付けない
交通事故やけがの原因になります。
※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など
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安全上のご注意

警告

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。

必ずロックした状態で使用し、各部の固定ネジをしっかり締
め付ける
走行中にナビゲーションが外れたり、飛び出すなど事故の原因にな
ります。

コードクリップなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところ
に置かない
誤って、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。

注意
必ず、付属品や指定の部品を使用する
機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因に 
なります。

※●本文中に記載のナビゲーション本体のイラストは取り付けかたをイメージさせ
るための一例です。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかね
ますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や、常識を超えた使い方をされた場合などは保証の
対象外となりますので正しくご使用ください。
仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

スタンド部の各固定ネジはしっかりと締めつけてください。

取り付けるにあたって

安全上のご注意
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ゆるめる

しめる
コイン

スライダーナット
丸みのある部分を
上下にする

ナビ取付ブラケット

スタンドベースのロック解除つまみを
両側から押しながらワンタッチ脱着●
シューを外す。

1●●

ワンタッチ脱着シューのネジをゆるめて、スライダーナットを
ナビ取付ブラケットの中央の●
溝に通す。

2●●
ロック解除つまみ

角度固定ネジ

ワンタッチ脱着シュー
スタンドベース

押しながら

引き抜く

ナビゲーションを準備してください。

ナビゲーションを取り付けるには

スタンド

ネジをワンタッチ脱着シューから外すとワッシャーも外れます。 
ワッシャーとネジの取り付け方法につきましては
z�「ワッシャーが外れた場合は…」6 ページをご覧ください。

●ナビゲーション本体にスタンドが装着されている機種を取り付ける
場合、うしろ側のスタンドは必ず閉じた状態で取り付けてください。
閉じていない状態で取り付けを行なうと、本機の破損、交通事故やけ
がの原因になります。

“カチッ”と音がするまでスタ
ンドを押してください。

お知らせ

お知らせ

お願い



6

ゆるむ

しまる

コイン

ワンタッチ脱着シューを
スタンドベースに“カチッ”と
音がするまで入れる。

ナビゲーションの溝に
ナビ取付ブラケットの
レールを合わせて、
“カチッ”と音がするまで
入れる。

角度固定ネジを
調整し、スタンド
角度を垂直に
する。

¡ナビゲーションをナビ取付ブラケットから外すには

ロックボタン

液晶
ディスプレイ

ナビ取付ブラケット

液晶ディスプレイを持って、本体を
取り付けたり、取り外したりしない
でください。

¡ナビ取付ブラケットのロックボタンを押しながら本体を上向きにスライドさせてください。

お願い

ワンタッチ脱着シューからネジを外した場
合、ワッシャー（1 枚）も一緒に外れます。
ネジを取り付ける際は、ワッシャーも一緒
に取り付けてください。

ワッシャーが外れた場合は‥‥

ネジ ワッシャー

●ワンタッチ脱着シューの
位置を調整し、ネジをしめて●
固定する。

3●●

●●スタンドベースにナビ取付ブラケットを装着し、ナビゲーションを
取り付ける。

4

ナビゲーションを取り付けるには
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左右に

角度固定ネジをゆるめて上下左右の角度を調整する
調整後、締めつけて固定する。

上
下
に

¡角度を調整する場合
ナビゲーションをスタンドベースより外し、
ネジをゆるめて、ワンタッチ脱着シューの
位置を調整後、しっかりと締めつけて固定
する。※上下の位置は約 5 mm程度しか動
かせません。

¡上下位置を調整する場合

ゆるむ

しまる

コイン
角度
固定ネジ

ナビゲーションの左右および上下の角度、前後位置を調整する

¡上下位置を調整する場合のスライダーナット取付方法
ワンタッチ脱着シューのネジをゆるめて、スライダーナットの凸部分をナビ取付ブラケット
の溝にはめ、ネジを締めて固定する。

＜良い取付方法＞ ＜悪い取付方法＞

コイン

ブラケット

溝にはまっている。 溝にはまって
いない。

ブラケット

スライダーナットの凸部分が、ナビ取付ブラケットの溝からはずれ
ないようにネジを締めてください。

お願い
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¡前後●位置を調整する場合
①リリースボタンを押しながら、ナビゲーションを固定したい

位置まで移動し、リリースボタンをはなしてください。 押しながら押しながら

リリースボタン

固定ネジ

ゆるめる　しめる ゆるめる　しめる

取付けキット

スタンドベース

ネジ穴ネジ穴

固定ネジはしっかりと締めつけてください。ただし、強く締めすぎますと取付
キットの上部が変形してしまいますのでご注意ください。また、締めつけが弱
いとネジのゆるみの原因となり大変危険です。締めつけの強弱は確認をしなが
ら行なってください。また、固定ネジはスタンドベースの固定位置にあわせて、
ネジ穴の位置を変えてください。

¡固定位置は最初のクリック感のある位置から5 mmおきに12段
階に設定できます。車に合った位置で固定してください。

¡リリースボタンが途中までしか出てこないときは、リリースボタン
のロックが不完全な状態です。ナビゲーションを手で持って前後に
ゆすってロックが完全にかかった事を確認してください。

¡リリースボタンを押さないで前後位置を調整しようとすると取付
キットが壊れるおそれがあります。必ずリリースボタンを押しなが
ら調整してください。

¡スタンドベースのロックができなくなりますので、必ずクリック感
のある位置に設定してください。

お願い

お願い

②スタンドベースの固定ネジを取付キットの上部にあたるよう
に軽く締め、スタンドベースを固定してください。
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押す押す

リリースボタン

エスカッション

小物入れを取り付けるには

入れる

リリースボタン

押しながら

小物入れを引き出すには

リリースボタン

引き出す

押しながら押しながら

●●リリースボタンを押し込む。
：ロック解除状態となります。

1

●●リリースボタンを押し込んだ状態のまま、小物入れを収納する。
：収納した後、リリースボタンをはなすと固定されます。

2

●●リリースボタンを押し込む。
：ロック解除状態となります。

1

●●リリースボタンを押し込んだ状態のまま、
小物入れの中に指を入れ引き出す。

2

リリースボタンを押さないで、小物入れを収納もしくは引き出しま
すと取付キットの故障の原因になるおそれがあります。
必ずリリースボタンを押しながら行ってください。

お願い

ナビを使用しない時はスタンドベース部をはずして小物入れスペースとして活用
することもできます。
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エスカッションとリリースボタンの位置関係でロックの状態がわかります。
ボタンが同一面の時………●ロック解除状態

ナビゲーションや小物入れを挿入、 
移動ができます。

ボタンが外側にある時……●ロック状態
ナビゲーションや小物入れを挿入、 
移動はできません。

ロック状態について

¡リリースボタンが外側にあるときは、“カチッ”と音がするまでボタ
ンを押し込んでください。誤ってロックが解除されないように深め
にロック解除位置を設定していますので最後まで押してください。

¡スタンド各部の固定ネジはしっかり締めつけてください。締めつけが
弱いと、自動車の振動などでネジがゆるみ、ナビゲーションの取付角
度が変わったり、ナビゲーションが外れるおそれがあり危険です。

¡各部の固定ネジがゆるんでいないか、定期的に点検してください。

お願い
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純正取り付け金具

ポケッ
トボッ

クス
取り付けネジ

付属のネジ

または

（1で外したもの）

既設のカース
テレオ

本機

（例）

純正取り付け金具 既設のカース
テレオ

ポケッ
ト

　　
ボック

ス取り付けネジ

車種によっては、純正
取り付け金具の突起が
当る部分があります。
このときは、突起部を
ハンマーなどでたたい
て、平らにしてから取
り付けてください。

純正取り付け金具の形状は車種により異なりますので、本機側面の取り付け
穴は純正取り付け金具の合うところを使用してください。

※下記の取り付け方法はトヨタ車の一例です。

取り付けかた
取り付けかたは、車種や年式によって異なります。
車種によっては取り付けできない場合があります。また、取り付け位置や方法
を決めかねるときや、ご自分で取り付けが困難と思われるときは、お買い上げ
の販売店にご相談ください。

●●●カーステレオ等と重ねて取り付けるときは、カーステレオなどの操作を妨げな
いよう、本機を上側に取り付けてください。

1.

●●●●付属のネジ（バインド小ネジ M5×6 または サラ小ネジ M5×6）を使用して
純正取り付け金具に取り付けてください。

2.

●●●●既設のカーステレオから純正取り付け金具を外します。（このとき、外したネジ
をなくさないようにご注意ください。）

1

●●●●本機とポケットボックスまたはカーステレオを取り付けネジで固定します。2
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パネルを取り付けるには

GPSの受信について
本製品を使用した場合、GPSの電波が受信しにくくなる場合があります。GPS
情報画面の捕捉数が少ない場合は別売のGPSアンテナ（CA-PN20D）をご購入さ
れることをおすすめします。
※ GPS捕捉数の確認は、お手持ちのナビゲーションの取扱説明書「GPS情報を

見る」をご覧ください。

車種によっては、周囲にすき間ができるもの
があります。この場合は、付属のパネルを取
り付けてください。

●2DINタイプの車でパネルの下側が●
当たる場合は、右図の様にパネルの
下側をカットしてください。

カット

パネル

取り付けかた
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