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音が出ない。

内蔵スピーカーの音が
出ない。

車のエンジンスイッチが
入っていない。
電源が“ON”になってい
ない。

スピーカー設定が“OFF”
になっている。

メニューの“入出力設定”で“ス
ピーカー設定”をOFF以外に設定
してください。

音量が下がっている。 音量を上げてください。

結露している。

アースコードが正しく接
続されていない。

車のエンジンスイッチを“ACC”
または“ON”にしてください。
POWER または モード を押して，
電源を“ON”にしてください。

バッテリー電源コードが正
しく接続されていない。
アクセサリー電源コードが
正しく接続されていない。

各コードが正しく接続さ
れていない。 各コードを正しく接続してください。

バッテリー電源コードを，常時通電
している端子に接続してください。
アクセサリー電源コードを，車の
ACC電源へ接続してください。
アースコードを，車体の金属部へ
接続してください。
しばらく放置してからご使用くだ
さい。

8

18

16

8

取付説明書

取付説明書

取付説明書

取付説明書

―
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故障と思われる前に（つづき）

■共通本機の清掃について
¡乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン，シンナー類を使
いますと，ケースや塗装が変質しますので，避けてください。

¡化学ぞうきんをご使用の際は，その注意書にしたがってください。

ベ
ン
ジ
ン 

シ
ン
ナ
ー 

お手入れのしかた

お願い
本機内に水が入ると故障の原因になりますので，洗車や雨のときに水がかからないようにご注意
ください。

禁止 

万一異常(ヒューズの溶断など)が起りましたら，必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相
談窓口」(別紙参照) に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと，思
わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので，特にご注意ください。

故障についてのお願い

故障や異常のまま使用しない
音が出ない，煙が出る，変な匂
いがする等の異常な状態で使用
すると発火の原因になります。
直ちに使用を中止してお買い上
げの販売店にご相談ください。

分解や改造はしない
本機を分解したり改造すると，
発煙・発火の原因になります。

禁止 分解禁止 

注意 

電源が入らない。

車のエンジンスイッチが
入っていない。

バッテリー電源コードが正
しく接続されていない。
アクセサリー電源コードが
正しく接続されていない。

ヒューズが切れている。

各コードが正しく接続さ
れていない。

車のエンジンスイッチを“ACC”
または“ON”にしてください。

“故障についてのお願い”の項をご
参照のうえ，ヒューズの交換をご
依頼ください。

各コードを正しく接続してください。

バッテリー電源コードを，常時通電
している端子に接続してください。
アクセサリー電源コードを，車の
ACC電源へ接続してください。

8

取付説明書

取付説明書

取付説明書
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故障と思われる前に
■電源

映像が出ない。

雑音のみで，映像が出
ない。
映りが悪い。

TVモードになっていない。

アンテナがはずれている。

チャンネルが合っていな
い。または，電波が弱い。

まわりに障害物があるな
どで，受信状態が良くな
い。

モード を押して，TVモードに切り
替えてください。
アンテナが正しく接続されている
か，確かめてください。

チャンネルを切り替えてください。

受信状態の良い場所に移動してく
ださい。

21

取付説明書

22～23

―

■テレビ
参照ページ処　　　　置原　　因症　　状

映像が出ない。

画面が暗い。

画面が白っぽい。

色あいが悪い。
色が薄い。

赤・青または
緑の点

画面のコントラスト，明
るさ，色の濃さ，色あい
の調整が適切でない。

メニューの“画面調整”で，各項
目（“コントラスト”“明るさ”“色
の濃さ”“色あい”）の調整をして
ください。

ディスプレイ特有の現象。 故障ではありません。

11～14

―

■ディスプレイ

・

参照ページ処　　　　置原　　因症　　状
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仕様

仕様および外観は，改良のため予告なく変更することがありますので，ご了承ください。

ディスプレイ ： 7型ワイド
画面寸法 ： 幅 15.6 cm・高さ 8.7 cm・対角 17.8 cm
画素数 ： 336,960 画素（縦 234×横 480×3）
有効画素率 ： 99.99%以上
表示方式 ： 透過型カラーフィルター方式
駆動方式 ： TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリックス方式
使用光源 ： コの字型冷陰極蛍光灯
スピーカー ： 4.0 cm 丸型1個
音声出力 ： 0.5 W
外形寸法 ： 幅 181×高さ 130.5×奥行き 34（mm）
質量 ： 0.6 kg

受信チャンネル ： VHF 1～12ch，UHF 13～62ch（TVステレオ，音声多重）
実用感度 ： 37dB/μV
ビデオ入力端子（VIDEO-IN） ： 1.0Vp-p（75ΩRCAピンジャック）
プリアウト出力端子（PRE OUT）： 0.5Vrms（RCAピンジャック）

テレビ／ビデオ部

ディスプレイユニット

ディスプレイの明るさや
色の調整が適切でない。

ビデオが正しく接続され
ていない。

色が正しく出ない。

再生した映像が出ない。

ディスプレイの明るさや色の調整
をしてください。

ビデオを正しく接続してください。 取付説明書

11～14

■ビデオ
参照ページ処　　　　置原　　因症　　状

参照ページ処　　　　置原　　因症　　状

後方確認カメラが正しく
接続されていない。

後方確認カメラの映像
が出ない。

後方確認カメラを正しく接続して
ください。 取付説明書

■後方確認カメラ

原　　因症　　状

映像が揺れる。
映像が2重，3重になる。
雑音が出る。

だんだん映りが悪くなる。
色が出たり，消えたりする。
雑音が出る。

画面にはん点が出る。
音声は正常。

ビルとビルの間・送電線の付近・山かげ・電車の近くを通過・
上空を飛行機が通過。

山や木立のかげ・放送局から遠い。

自動車・バイク・高圧線・ネオンサイン等の近く。

色縞模様が出る。
色が消える。
音声は正常。

ラジオ放送・アマチュア無線局の放送アンテナの近く。
車内・外で無線機を使用している。

故障と思われる前に（つづき）

こんなときは故障ではありません
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■ 保証書（別に添付してあります。）
保証書は，必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取って
いただき，内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

■ 修理を依頼されるとき
“故障と思われる前に”の項に従って調べていただき，直らない場合には必ず電源を切ってから，
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

¡ 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので，恐れ入りますが
製品に保証書を添えてご持参ください。
お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には，お近くの「お客様ご相談窓口」（別紙参照）
にご連絡ください。

¡ 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については，ご希望により
有料で修理をさせていただきます。販売店にご依頼にならない場合には，お近くの「お客様ご
相談窓口」（別紙参照）にご連絡ください。

■ 補修用性能部品の最低保有期間
本機の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）は，製造打ち切り後，最低６年間保
有しております。

■ アフターサービスなどについて，おわかりにならないとき
お買い上げの販売店または，お近くの「お客様ご相談窓口」（別紙参照）にお問い合わせください。

保証期間－お買い上げ日から１年間

アフターサービスについて メモ



品番 

 

取扱説明書 

● この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ，正しくお使いください。 
　 そのあと保存し，必要なときにお読みください。 
● 保証書は，「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ，販売店 
　 からお受け取りください。 

保証書別添付 

7型ワイドテレビ付 
DVDカーナビゲーションシステム 

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

WITH 7 WIDE COLOR LCD TV 

(テレビ操作編)

CN-DV2001WD
<7型ワイドテレビ付＞ 

WIDE COLOR LCD TV
HIGH PICTURE QUALITY

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社カーシステム事業部
〒224 - 8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

1 (045) 932 - 1231（大代表）

YEFM283360     B0699-0

年 月 日 品番 CN-DV2001WD

1（ ） －

1（ ） －

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

販 売 店 名

お客様ご相談窓口
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