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本機では、DVDデルNAVI専用ナビソフトドライブマップDVD全国版（DVDデルNAVIシリーズ：KX-
GT100V付属）は使用できません。また、KX-GT100Vで本機に付属の地図ディスク（DVDデルNAVI専
用ナビソフトドライブマップDVD全国版2）は使用できません。

次のような内容については、「株式会社ゼンリン　お客様相談窓口」へお問い合わせください。

03-5259-5077（有料）

ホームページ：http : / /www.zenr in .co . jp /
※お問い合わせの際に、予め地図ディスクのケース添付記載の注意事項などをご確認ください。

株式会社ゼンリン　お客様相談窓口

TEL

受付時間　10：00～12：00、13：00～17：00
月～金（祝日、弊社「ゼンリン」指定休日は除く）

地図ディスクの内容については、作成後の道路事情の変更や、時間帯・特定日・事故などによる通行規制、
いくつかの未確認の道路などの情報は反映されておらず、実態と異なる場合があります。
走行時には実際の道路標識や交通規制に従って運転してください。

C地図ディスクの内容は予告なしに変更することがあります。

C地図ディスクは基本的に毎年更新されます。更新された地図ディスクでは、一部の機能が使用できないことがあります。

C同じ出発地、目的地でも、地図ディスクによって、違うルートを作成することがあります。

C（株）ゼンリンから発売されている地図ディスクの品番
C収録地域や縮尺、検索データ（住所・電話番号など）の収録件数など
C地図の表示内容（地名や道路名など）に関するご質問
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別売品（オプション）について（別売品の各品番は �147ページ）

ビーコンユニット接続端子へ

C別売品をご購入される前に別売品の取り付け、接続を確認したい場合は、取扱販売店にお問い合わせください。

C別売品の取り付け、接続のしかたは各別売品の説明書をご覧ください。

Cナビゲーションシステムを他の車にのせかえて使うとき

CデルNAVIのせかえキット（ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナのセット）を
おすすめします。※（品番：KX-GNN70KT）

C別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ（KX-GNA300）を合わせてお求めいただくことをおす
すめします。※

※カーバッテリーコード取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

車内で使うとき

アームスタンド

KS-GA3

KX-GNS34

らくらくスタンド

車載用カラーカメラ バックカメラ
接続ケーブル

車内で使用する（KX-GT300V）（ダイバーシティセット/ユニットを使用しない場合）

バックカメラを使うとき

KX-GNCC03
TW-CC150B

KS-GNS24

1DINスペース取付スタンド
KX-GNS50

インダッシュスタンド 接続コネクター

車速パルス入力ケーブル

（バックカメラについて �145ページ）

ダッシュボードスタンド（付属）

KX-GNS06

ナビ本体
ワンタッチ着脱式

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使うとき

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使わないとき

［ハイブリッド航法（�45ページ）を使用するときのみ］

■インダッシュスタンド（KX-GNS50）での
取り付け

バックカメラ入力端子へ

（サービスパーツ 品番：PQJA10156Z）
Cお求めの場合は、お買い上げの販売店にご相談
ください。

光/電波ビーコンのVICS情報を
受信するとき
FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット
を取り付けているときのみ

(VICSについて�117ページ）

（ ）

KX-GNV12

光/電波ビーコン対応
VICSユニット

TW-CC200BA
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車内で使用する（KX-GT300V）（ダイバーシティセット/ユニットを使用する場合）

■ダッシュボードスタンド（付属）・アームスタンド（KS-GA3）・らくらくスタンド（KX-GNS34）・
1DINスペース取付スタンド（KS-GNS24）での取り付け

本体

KX-GNT70ANT

C別売品をご購入される前に別売品の取り付け、接続を確認したい場合は、取扱販売店にお問い合わせください。

C別売品の取り付け、接続のしかたは各別売品の取扱説明書をご覧ください。

Cナビゲーションシステムを他の車にのせかえて使うとき

CデルNAVIのせかえキット（ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナのセット）を
おすすめします。※（品番：KX-GNN70KT）

C別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ（KX-GNA300）を合わせてお求めいただくことをおすす
めします。※

※カーバッテリーコード取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

ダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに付属

ダイバーシティセットまたはダイバー
シティユニットに付属

光/電波ビーコンのVICS情報を
受信するとき
FM-VICS内蔵テレビチューナー
ユニットを取り付けているときのみ

(VICSについて�117ページ）

（ ）

KX-GNV12

光/電波ビーコン対応
VICSユニット

ダイバーシティセット
FM-VICS内蔵テレビ
チューナーユニット（付属）

KX-GNT70
ダイバーシティユニット

または

アンテナ接続コード

テレビを見るとき
（ダイバーシティユニットを使用のとき）

市販のカーアンテナダイバーシティアンテナ

TY-CA39DA

Cダイバーシティセットを使用のときは、フィルムア
ンテナが付属しています。

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使うとき

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使わないとき

次ページへH

ナビゲーションシステム用
接続コード

車載用カラーカメラ バックカメラ
接続ケーブル

バックカメラを使うとき

KX-GNCC03

TW-CC150B

（バックカメラについて �145ページ）

TW-CC200BA
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別売品（オプション）について（別売品の各品番は �147ページ）

■インダッシュタンド（KX-GNS50）での取り付け

ナビゲーションシステム用
接続コード
ダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに付属

本 体

KX-GNS50
インダッシュスタンド

接続コネクター

テレビを見るとき
（ダイバーシティユニットを使用のとき）

市販のカーアンテナ

ダイバーシティアンテナ

TY-CA39DA

Cダイバーシティセットを使用のときは、フィルム
アンテナが付属しています。

FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット（付属）

ダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに付属

アンテナ接続コードKX-GNT70ANT
ダイバーシティセット

KX-GNT70
ダイバーシティユニット

または

光/電波ビーコンのVICS情報を受信するとき
FM-VICS内蔵テレビチューナーユニットを
取り付けているときのみ

(VICSについて�117ページ）

）（
KX-GNV12

光/電波ビーコン対応VICSユニット

車内で使用する（KX-GT300V）（ダイバーシティセット/ユニットを使用する場合） つづき

車載用カラーカメラ バックカメラ
接続ケーブル

バックカメラを使うとき

KX-GNCC03

TW-CC150B

（バックカメラについて �145ページ）

TW-CC200BA

車速パルス入力ケーブル

［ハイブリッド航法（�45ページ）を使用するときのみ］

（サービスパーツ 品番：PQJA10156Z）
Cお求めの場合は、お買い上げの販売店にご相談
ください。
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バックカメラ入力端子へ

ビーコンユニット接続端子へ

C別売品をご購入される前に別売品の取り
付け、接続を確認したい場合は、取扱販
売店にお問い合わせください。

C別売品の取り付け、接続のしかたは各別
売品の説明書をご覧ください。

Cナビゲーションシステムを他の車にのせ
かえて使うとき

CデルNAVIのせかえキット（ダッシュボ
ードスタンド、カーバッテリーコード、
GPSアンテナのセット）をおすすめし
ます。※（品番：KX-GNN70KT）

C別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵
GPSアンテナ（KX-GNA300）を合わせて
お求めいただくことをおすすめします。※

※カーバッテリーコード取り付け時に、
パーキングブレーキセンサーへの接
続が必要です。

車内で使用するKX-GT200V（ダイバーシティセット/ユニットを使用しない場合）

■インダッシュスタンド（KX-GNS50）での取り付け

KX-GNS50

インダッシュスタンド

接続コネクター

車内で使うとき

アームスタンド

KS-GA3

KX-GNS34

らくらくスタンド

KS-GNS24

1DINスペース
取付スタンド

ダッシュボード
スタンド（付属）

KX-GNS06

ナビ本体
ワンタッチ
着脱式

光/電波ビーコンのVICS情報を
受信するとき
FM-VICS内蔵テレビチューナー
ユニットを取り付けているときのみ

(VICSについて�117ページ）

（ ）

KX-GNV12

光/電波ビーコン対応
VICSユニット

車載用カラーカメラ バックカメラ
接続ケーブル

バックカメラを使うとき

KX-GNCC03
TW-CC150B

（バックカメラについて �145ページ）

TW-CC200BA

自立航法ユニット
内蔵GPSアンテナ

KX-GNA300

FRONT

自立航法を使うとき
（自立航法について�45ページ）

自立航法
ユニット

KX-GNG05

FRONT KX-GNG05

GPSアンテナコードを延長するとき

自立航法ユニット（KX-GNG05）のコードを延長するとき

GPSアンテナ延長コード

KX-GNAC01
（コード長：5 m）

拡張ケーブル用延長コード

KX-GNJC20

（コード長：3 m）

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ
を使いたいとき

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ
を使わないとき

［自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ
（KX-GNA300）を接続し、ハイブリッド
航法（�45ページ）を使用するときのみ］

車速パルス入力ケーブル

（サービスパーツ
品番：PQJA10156Z）
Cお求めの場合は、お買い上げ
の販売店にご相談ください。

C自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ（KX-GNA300）と
自立航法ユニット（KX-GNG05）は併用できません。
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別売品（オプション）について（別売品の各品番は �147ページ）

車内で使用する（KX-GT200V）（ダイバーシティセット/ユニットを使用する場合）

■ダッシュボードスタンド（付属）・アームスタンド（KS-GA3）・らくらくスタンド（KX-GNS34）・
1DINスペース取付スタンド（KS-GNS24）での取り付け

本体

KX-GNT70ANT

ナビゲーションシステム用
接続コード
ダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに付属

ダイバーシティセット
またはダイバーシティ
ユニットに付属

光/電波ビーコンのVICS情報を
受信するとき
FM-VICS内蔵テレビチューナー
ユニットを取り付けているときのみ

(VICSについて�117ページ）

（ ）

KX-GNV12

光/電波ビーコン対応
VICSユニット

ダイバーシティセット
FM-VICS内蔵テレビ
チューナーユニット（付属）

KX-GNT70
ダイバーシティユニット

または

アンテナ接続コード

GPSアンテナコードを延長するとき

自立航法ユニット（KX-GNG05）のコードを
延長するとき

GPSアンテナ延長コード

KX-GNAC01

（コード長：5 m）

拡張ケーブル用延長コード

KX-GNJC20

（コード長：3 m）

テレビを見るとき
（ダイバーシティユニットを使用のとき）

市販のカーアンテナ

ダイバーシティ
アンテナ
TY-CA39DA

Cダイバーシティセットを使用のときは、
フィルムアンテナが付属しています。

自立航法ユニット
内蔵GPSアンテナ

KX-GNA300

FRONT

自立航法を使うとき（自立航法について�45ページ）

自立航法ユニット

KX-GNG05

FRONT KX-GNG05

直接ダイバーシティセットまたはダイバーシティ
ユニットに接続できます。

車載用カラーカメラ バックカメラ
接続ケーブル

バックカメラを使うとき

KX-GNCC03

TW-CC150B

（バックカメラについて �145ページ）

TW-CC200BAC別売品をご購入される前に別売品の取り付け、接続を確
認したい場合は、取扱販売店にお問い合わせください。

C別売品の取り付け、接続のしかたは各別売品の取扱説明
書をご覧ください。

Cナビゲーションシステムを他の車にのせかえて使うとき

CデルNAVIのせかえキット（ダッシュボードスタンド、
カーバッテリーコード、GPSアンテナのセット）を
おすすめします。※（品番：KX-GNN70KT）

C別売のスタンドと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ
（KX-GNA300）を合わせてお求めいただくことをお
すすめします。※

※カーバッテリーコード取り付け時に、パーキングブ
レーキセンサーへの接続が必要です。

C自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ（KX-GNA300）
と自立航法ユニット（KX-GNG05）は併用できません。

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使いたいとき

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを使わないとき
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■インダッシュタンド（KX-GNS50）での取り付け

ナビゲーションシステム用
接続コード
ダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに
付属

本 体

KX-GNS50
インダッシュスタンド

接続コネクター

テレビを見るとき
（ダイバーシティユニットを使用のとき）

市販のカーアンテナ

ダイバーシティ
アンテナ
TY-CA39DA

Cダイバーシティセットを使用のときは、
フィルムアンテナが付属しています。

FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット（付属）

ダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに付属

アンテナ接続コード

KX-GNT70ANT
ダイバーシティセット

KX-GNT70
ダイバーシティユニット

または

光/電波ビーコンのVICS情報を受信するとき
FM-VICS内蔵テレビチューナー
ユニットを取り付けているときのみ

(VICSについて�117ページ）
KX-GNV12

光/電波ビーコン対応
VICSユニット

GPSアンテナコードを延長するとき

自立航法ユニット（KX-GNG05）の
コードを延長するとき

GPSアンテナ延長コード

KX-GNAC01

（コード長：5 m）

拡張ケーブル用延長コード

KX-GNJC20

（コード長：3 m）

）（

自立航法ユニット
内蔵GPSアンテナ

KX-GNA300

FRONT

自立航法を使うとき（自立航法について�45ページ）

自立航法ユニット

KX-GNG05

FRONT KX-GNG05

直接ダイバーシティセットまたはダイバーシティ
ユニットに接続できます。

車速パルス入力ケーブル

［自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ（KX-GNA300）で
ハイブリッド航法（�45ページ）を使用するときのみ］

（サービスパーツ 品番：PQJA10156Z）
Cお求めの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

車載用カラーカメラ バックカメラ
接続ケーブル

バックカメラを使うとき

KX-GNCC03
TW-CC150B

（バックカメラについて �145ページ）

TW-CC200BA

C自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ（KX-GNA300）
と自立航法ユニット（KX-GNG05）は併用できません。
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■テレビやDVDビデオ※を見るとき/ルートを作るときなど

室内で使用する

別売のACアダプターと簡易スタンドが必要です。

CACアダプターで使用中は、FMトランスミッターの機能やVICS
の機能、自立航法ユニットは使えません。

CACアダプターで使用中、電源を入れた後、地図画面で約20分
間、何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。

を押してデモを終了させてください。（�114ページ）

Cディスクが回転しているときに、本機を転倒させると、ディス
クに傷が付くことがあります。必ず平らな安定した場所で簡易
スタンドを使ってください。

C別売のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因
になります。

C車内では簡易スタンドは使わないでください。（倒れて本体破
損・故障の原因になります。）

電源コード差込口

KX-GNE06

KX-GNS21

ACアダプター

簡易スタンド

■テレビやDVDビデオ※を見るとき/ルートを作るときなど

屋外で使用する

別売の充電式バッテリーパックが必要です。

■ バッテリーパックの残量が少なくなると
「ピピピッ、ピピピッ、ピピピッ」とアラーム音が鳴り、充電電池残
量警告のメッセージを表示して、数分後に自動的に電源が切れます。
充電電池を充電してください。

■ 連続使用時間

地図ディスク使用時 約110分

テレビ使用時 約200分

音楽CD使用時 約120分

DVDビデオ使用時※ 約110分

インターネット使用時※ 約110分

※ KX-GT300Vのみ
C満充電にて常温（温度20℃、
湿度60％）で使用時。

C温度などの条件により短くなる
ことがあります。

Cテレビの場合は、
マークが表示されます。

CDVDビデオの場合は、
「まもなく電池が切れます。
電池を充電してください」
と表示されます。

C充電式バッテリーパックの取り付けかたや充電方法については、別売品の説明書をご覧ください。

C充電式バッテリーパックで使用中は、FMトランスミッターの機能やVICSの機能、自立航法ユニットは使えません。

FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット（付属）

FM-VICS内蔵テレビチューナー
ユニット（付属）

KX-GNE08
充電式バッテリーパック

戻
る
�

※ KX-GT300Vのみ

※ KX-GT300Vのみ
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バックカメラを使う
別売の車載用カラーカメラ（TW-CC150BまたはTW-CC200BP）を取り付け、バックカメラ接続ケーブル
（KX-GNCC03）でナビゲーションシステムと接続すると、車を後退させるときに、画面に車載用カラー
カメラの映像を表示できます。

バックカメラの詳しい接続のしかたについては、バックカメラ接続ケーブル（KX-GNCC03）の取扱説明書をご覧くだ
さい。

C車載用カラーカメラとコントローラ部の取り付け・配線には、専門知識が必要です。お買い上げの販売店にご
相談ください。

Cインダッシュスタンド（KX-GNS50）をお使いの場合は、ダイバーシティセット（KX-GNT70ANT）または
ダイバーシティユニット（KX-GNT70）が必要です。

バックカメラとの接続について

TW-CC150B

カメラ入力�電源� 映像�
出力�

車載用カラーカメラの�
コントローラ部�
（カラーカメラに付属）�

車載用カラーカメラ�

（別売）�

TW-CC150B

バックカメラ�
接続ケーブル�
（別売）�
KX-GNCC03

保護回路� 圧着式コネクター�

映像出力端子へ�

赤色のコード�

ヒューズ2A

バックランプの＋極へ�

GNDへ接続　�
（ボディーアース）�

本　体�

�

バックカメラ�
入力端子�

バックカメラ接続ケーブル(別売)�
KX-GNCC03

ダイバーシティセット(別売)�
KX-GNT70ANT�
または�
ダイバーシティユニット(別売)�
KX-GNT70

ダイバーシティユニットに接続する場合�

バックカメラ入力端子�

または�
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バックカメラの映像を見る

# ブレーキをかけ、車のシフトレバーをバック（R：リバース）にする

C表示中の画面を中断し、バックカメラの映像に自動的に切り替わる。

Cシフトレバーをバック以外にすると、切り替わる前の画面に戻ります。

C車を後退させるときは、周囲の安全を確かめてから行ってください。バックカメラの映像は、あくまでも後方の
安全を確認するための補助として利用してください。

Cバックカメラをお使いになるときは、車載用カラーカメラの説明書もよくお読みください。

■パナソニック製バックカメラに関するお問い合わせ先

0466-34-2757（有料）

松下電器産業株式会社　映像事業グループ

TEL

C受付時間： 9:00～12:00 13:00～17:30
（月曜日～金曜日）

C定休日： 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇など

（2003年1月現在）

バックカメラとの接続について つづき

TW-CC200BP
本　体�

�

カメラ入力�
電源�

映像�
出力�

映像出力端子へ�

データ1出力リード�
（緑色）�保護回路�

車載用カラーカメラの�
コントローラ部�
（カラーカメラに付属）�

車載用カラーカメラ�

（別売）�

TW-CC200BP

バックカメラ�
接続ケーブル�
（別売）�
KX-GNCC03

バックカメラ�
入力端子�

バックカメラ接続ケーブル(別売)�
KX-GNCC03

ダイバーシティセット(別売)�
KX-GNT70ANT�
または�
ダイバーシティユニット(別売)�
KX-GNT70

ダイバーシティユニットに接続する場合�

バックカメラ入力端子�

または�

CTW-CC160Bの接続については、上記のTW-CC200BPと同じです。
（詳細については、TW-CC160Bの説明書をお読みください。）
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別売品一覧

ダイバーシティセット KX-GNT70ANT 15,000円
（ダイバーシティユニットとフィルムアンテナのセット）
ダイバーシティユニット KX-GNT70 12,800円
（ダイバーシティアンテナ使用時に必要）
ダイバーシティアンテナ TY-CA39DA [松下電器産業（株）映像事業グループ扱い] 18,000円
リアウインドー貼り付け型（ケーブル長：6.5 m）

ダッシュボードスタンド KX-GNS06（付属品） 4,000円
アームスタンド（全長：約43 cm） KS-GA3 [サエキエンタープライズ扱い] 11,300円
らくらくスタンド KX-GNS34 7,800円
インダッシュスタンド KX-GNS50 14,800円
1DINスペース取付スタンド KS-GNS24 [サエキエンタープライズ扱い] 11,000円
GPSアンテナ（コード長：5m） KX-GNA04 10,000円
カーバッテリーコード（コード長：2m） KX-GNE04 4,000円

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

※1 FM多重用（VICS）フィルムアンテナは付属していません。サービスルート扱いになりますので、ご注文の場合は、お買い上げ
の販売店にご相談ください。また、カーバッテリーコードの取り付け時に、パーキングブレーキセンサーへの接続が必要です。

※2 車速パルス入力コード付カーバッテリーコード付属
※3 インダッシュスタンドに取り付けてハイブリッド航法を使用する場合のみ必要となります。サービスルート扱いになり

ますので、ご注文の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
※4 KX-GT300Vのみ　　※5  自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ（KX-GNA300）ではご使用になれません。

（2003年1月現在）

自立航法ユニット KX-GNG05 20,000円
自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ※2 KX-GNA300（KX-GT300Vには付属） 18,000円
車速パルス入力ケーブル※3（ケーブル長：5m） PQJA10156Z（サービスパーツ扱い） 2,200円

光/電波ビーコン対応VICSユニット KX-GNV12 39,800円

品　　名 品　　番 希望小売価格（税別）

より正確なナビゲーションをしたいとき

光/電波ビーコンの情報を見るとき（付属のVICS内蔵テレビチューナーユニットが必要です）

車内でテレビを見るとき

家で使うとき

車で使うとき

GPSアンテナ延長コード（コード長：5m）※5 KX-GNAC01 4,800円
拡張ケーブル用延長コード（コード長：3m） KX-GNJC20 4,500円

デルNAVIのせかえキット KX-GNN70KT 12,800円
(ダッシュボードスタンド、カーバッテリーコード、GPSアンテナ）※1

テレビチューナーユニット KX-GNT23 13,800円

接続コードを延長して使うとき

他の車にのせかえて使うとき

ACアダプター（簡易スタンドとセットでお使いください） KX-GNE06 7,000円
簡易スタンド KX-GNS21 1,800円
テレビ用ロッドアンテナ KX-GNT03 2,800円
注）テレビ用ロッドアンテナは車内では使用できません

屋外で使うとき

■ DDIポケットの　　　 （エッジ）・　　　　（フィールエッジ）・
対応電話機を接続するとき

（フィールエッジ）・　　　（エッジ）・
対応電話機接続ケーブル（ケーブル長：50 cm） KX-GNWC05 4,000円

■デジタル携帯電話機を接続するとき
デジタル携帯電話接続ケーブル（ケーブル長：50 cm） KX-GNWC01 4,000円

■ au電話のcdmaOne電話機を接続するとき
cdmaOne電話機接続ケーブル（ケーブル長：50 cm） KX-GNWC03 4,000円

電話機を接続するとき※4

車載用カラーカメラ TW-CC150B [松下電器産業（株）映像事業グループ扱い] 21,000円
車載用カラーカメラ TW-CC200BP[松下電器産業（株）映像事業グループ扱い] オープン価格
車載用カラーカメラ TW-CC160B [松下電器産業（株）映像事業グループ扱い] 31,000円
バックカメラ接続ケーブル（ケーブル長：5m） KX-GNCC03 4,000円

バックカメラを使うとき

■電源のないところで使うとき
充電式バッテリーパック（充電器とリチウムイオン充電電池2個付） KX-GNE08 25,000円

リチウムイオン充電電池（1個） KX-GNE80（充電式バッテリーパックに付属） 7,500円
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