
アンテナベースの裏面のはくり紙をはがし,はり付けてください。
（接着面には手をふれないでください。またはり直しをしない
でください。片側のアンテナをはり付けた後,もう一方のアンテナ
のエレメントを広げ,対象となる位置に注意し,はり付けてくださ
い。）（①→②→③の順ではり付ける。）

はり付けた後,はり付け部分に空気が入ってないか車内から確認してく
ださい。空気が入っているようでしたら,さらに押しつけてください。

@1アンテナベースをガラス面に合わせて整形してください。
（このとき裏面のはくり紙をはがさないでください。）
（整形した後,ガラス面にあてがい,すきまがないことを確認してく
ださい。）

〔車速信号とは〕
＊車速信号はエンジンの燃料噴射とか，オートマチックトランスミッションなどを電子的に制御するための信号の
ひとつで，車の速度を電気的に変換させる車速センサーから出る信号のことです。

〔車速センサーとは〕
＊車速センサーの方式には，リードスイッチ式，ホール素子式，電磁ピックアップ式があります。車速センサーは
主にトランスミッションまたは，スピードメーターの中に取り付けられていて，車速センサーから出た車速信号
は直接か，いったんスピードメーターの中で信号の波形を変えたり（波形整形），信号のパルス数を1/2，1/4に
したり（分周）したあと電子制御装置に分配されます。

〔車速信号モード(波形)〕
＊車速信号の波形には矩形波，パルス波，正弦波の３種類があり，車によって異なります。また，車が１メートル
走行するときに出るパルス数（周波数）と電圧がカーメーカー，車種，年式によって異なります。

＊波形の電圧が，車の走行速度に対して変化しない車速信号をデジタル波と称し，主に矩形波とパルス波の場合に
あてはまります。走行速度に比例して変化する車速信号をアナログ波と称し，主に正弦波の場合にあてはまります。

取付説明書 
品番 CN-DV2001WD

お願い 
本機の取り付け，配線には専
門の技術と経験が必要です。 
安全のため必ずお買い上げの
販売店に依頼してください。 

7型ワイドテレビ付き 
DVDカーナビゲーションシステム 
 

DV2001
DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

PUSH

お買い上げ日 年　 月　 日 品番 CN-DV2001WD

お 客 様
ご 相 談 窓 口

販 売 店 名
1（ ） －

1（ ） －

便利メモ　　　　　　 （おぼえのため，記入されると便利です。）

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)
YEFM292547       B0699-0

テレビアンテナケーブルの引き回しかた

＊どの方向からも来るGPS衛星からの電波が受信できるよ
う，GPSアンテナは車のルーフに取り付けてください。

保護シートの裏紙をはがし，ルーフの平らな面に貼
り付け，その上にアンテナを乗せて磁石の力で固定
させます。

コードを車内に引き込みます。

zコードを車内に引き込む場所までクランパ
ーで固定します。

x防水ゴムにコードを通し，車体側のウェザ
ーストップがトランクリッドに当たる部分
に防水ゴムを貼り付けます。

c車内に入ったコードをクランパーで車体に
固定させます。

1

ルーフ 

2 oGPSアンテナ 

!0防水ゴム 

!3クランパー 

コード 

ウェザーストップ 

トランクリッド 

車速信号について

20

40

80 100 120

140

160
1800

スピードメーター 
（波形整形，分周） 

エンジン 

車速センサー 

デジタル波 
矩形波 

パルス波 

アナログ波｛正弦波 エンジン電子制御装置（ECU） 

＊GPSアンテナを車内に取り付けたり，トランクリッドに取り付けますとGPS衛星
からの電波が良好に受信できず，走行中の自車位置が正しく表示しなくなりま
すので，GPSアンテナはルーフ中央の平らな所に取り付けてください。
＊ルーフにスキーキャリア等が取り付けられている場合は，スキーキャリア等か
ら，できるだけ離してGPSアンテナを取り付けてください。
＊GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。GPSアンテナの感度が低
下することがあります。また，雪などが積もった場合にも感度が低下しますの
で取り除いてください。
＊洗車機に車を入れる時は，必ずGPSアンテナを取り外してください。
＊アンテナを外す時は，アンテナコードを引っ張らないでください。コードが抜
けたり車のボディにキズをつけたりすることがあります。

お願い

安全に正しくお使いいただくために
ご使用の前にこの取付説明書と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いくだ

さい。そのあと大切に保存し，必要なときお読みください。

安全上のご注意
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。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を，次の表示で区
分し，説明しています。

■お守りいただく内容の種類を，次の絵表示で区分し，説明しています。
（下記は，絵表示の一例です。）

必ずお守りください。

警告 

注意 

この表示の欄は，「死亡または重傷などを負う可能性が想定さ
れる」内容です。

この表示の欄は，「傷害を負う可能性または物的損害のみが発
生する可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は，してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は，必ず実行していただく「強制」内容です。

警告 

注意 

実際の交通規制に従って
運転する

ナビゲーションによるルート
案内時でも，必ず道路標識な
ど実際の交通規制に従って運
転してください。
交通事故の原因になります。

運転者は走行中に操作をしない

走行中に操作をすると，前方
不注意となり交通事故の原因
になります。
操作は安全な場所に停車して
行ってください。

禁止 

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。

分解禁止 

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。

禁止 

ヒューズの交換は専門技術者に
依頼する

規定以外のヒューズを使用する
と，発煙・発火，故障の原因に
なります。ヒューズの修理や交
換は，お買い上げの販売店にご
依頼ください。

取り付け，配線は専門技術者に

依頼する
本機の取り付け，配線には専門
技術と経験が必要です。
安全のため，お買い上げの販
売店に依頼してください。

車のアンテナ取り付け面は，汚れなどをきれ
いにふきとってください。

お願い

oGPSアンテナ 

!1保護シート 

裏紙をはがす 

¡ナビゲーション本体はト
ランクルーム等の底面の
しっかりした場所に確実
に取り付けてください。

¡ナビゲーション本体の取り付け場所は，地図ディスクの
出し入れが容易にできる位置と向きを考慮して決めてく
ださい。

¡ナビゲーション本体
を縦にしたり，逆さ
にして取り付けます
と故障の原因となり
ますのでご注意くだ
さい。

¡ナビゲーション本
体は水平になるよ
うに取り付けてく
ださい。

¡許容傾斜角度は横
方向10°，奥行き方
向30°以下です。

カーペットを元に戻し，ベース
金具のボルトの頭が当たる部分
をカッターナイフで十文字に切
り込みを入れ，ボルトをカーペ
ットの上に出します。

ナビゲーション本体をベース

金具に取り付けます。

仮にナビゲーション本体をベ

ース金具の上に置き，ナビゲ

ーション本体の傾き具合を調

べ，許容傾斜角度（横方向

10
。
，奥行き方向30

。
以下）に

なるように調整し，水平にな

ったら座付き六角ナット

（φ5）uで固定します。

ナビゲーション本体の両側面にＬ型金具rを座
付ねじ（φ5×6）yで取り付けます。

※取り付け穴は以下の部分を使用します。

ベース金具を床上に取り付けます。

z カーペットをめくってナビゲーション本体を床上に置き，設置する位置を決めます。

x ベース金具eの穴に合わせ，車体にφ4.8mmの穴をあけます。（４カ所）

c 粘着テープtと座金組込みタッピンねじ（φ6×20）iを使用してＬ型金具に合致する床上にベース金具e

を取り付けます。

ナビゲーション本体の取り付けかた

1

2

3

4

DV2001■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

PUSH

qナビゲーション本体 

rＬ型金具×２ 

y座付ねじ（φ5×6）×４ 

DV2001■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

PUSH

u座付き六角ナット 
（φ5）×４ 

カーペット 

DV2001
DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

PUSH

DV2001

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

PUSH

10。以下 

30。以下 

DV2001

■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

PUSH

ナビゲーション本体が
動きますと，自車位置
が正しく表示されないこ
とがあります。

お知らせ
取り付け，配線は専門技術者に
依頼する

本機の取り付け，配線に
は専門技術と経験が必要
です。
安全のため，お買い上げ
の販売店に依頼してくだ
さい。

カーペット 

DV2001■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

PUSH

eベース金具×２ 

t粘着テープ×２ 
　（35×80） 

i座金組込みタッピンねじ 
（　6×20）×４ φ 

お願い 
穴あけ加工部と座金組込みタッピ 
ンねじに防錆材を塗ってください。 
（４カ所） 

●トランクルームに設置する場合

ナビゲーション本体は許容傾斜角度以下になるよう取り付けてください。ナビゲーション本体が許容傾
斜角度以上に傾いていますと，自車位置が正しく表示されないことがあります。

お願い

取り付け穴

部品表
＊本機は下記の部品で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。

番号 品　　　　名 個数
q ナビゲーション本体 １
w 地図ディスク １
e ベース金具 ２
r Ｌ型金具 ２
t ☆粘着テープ（35mm×80mm） ２
y ★座付ねじ（φ5×6mm） ４
u ★座付き六角ナット（φ5） ４
i ★座金組込みタッピンねじ（φ6×20mm） ４

〔ナビゲーション本体関係〕

番号 品　　　　名 個数
9 GPSアンテナ（コード5m） １
!0 防水ゴム（GPSアンテナコードに付属） 1
!1 ☆保護シート 1

〔GPSアンテナ関係〕

番号 品　　　　名 個数
!2 リモコン １
!3 ☆クランパー 5
!4 単3形乾電池（R6PU ) 2

〔リモコン関係〕

★印部品は，ねじキット部品です。
☆印部品は，両面テープキット部品です。

番号 品　　　　名 個数
!5 電源コード（ACC，BATTERY等） １
!6 中継コード（SPEED用，若葉色） １
!7 圧着式コネクター 4

〔コード関係〕

番号 品　　　　名 個数
!8 ディスプレイユニット １
!9 ディスプレイ～ナビゲーション接続コード（6m） １

〔液晶カラーテレビ関係〕

番号 品　　　　名 個数
@0 アンテナ本体左右（コード6m） 各１
@1 アンテナベース(アンテナ本体に装着して出荷) 2
@2 クリーナーセット 一式
@3 ケーブルカバー 4
@4 ケーブルクランパー 6
@5 六角レンチ 1

〔テレビアンテナ関係〕

GPSアンテナの取り付け方

〔車速信号の取り出し箇所はどこ〕
＊車速信号は主にエンジン電子制御装置から取り出します。これはエンジン電子制御装置が主に室内に取り付け
られていて車速センサー回路から直接取るより場所の確認と配線作業が容易なためです。

〔車速信号の配線はどこに接続するのか〕
＊車種，年式，エンジン型式の違いに準じた下の図のような「車速信号取出箇所案内図」（例）と照合し，車速
信号が接続されているエンジン電子制御装置の端子を確認します。

エ ン ジ ン 型 式 AB12 車速信号の種類

車速信号取出箇所の名称 ECU(エンジンコントロール コンピューター ユニット) デ ジ タ ル 信 号

設　　置　　位　　置 接　　続　　箇　　所

ECU

●グローブボックスの上。 

26P 16P

A B C

＊コネクターD（22ピン）， 
　上段　右から８番目の黒/赤色の線 
 

12P

D

テレビアンテナのはり付けかた
●はり付ける前に

¡雨天時には野外ではりつけない。
接着力が弱くなり、走行中にはがれる危険性があります。（車庫内では,ドライヤー等を利用し,水分を取り
除いてください。）

¡ガラスの表面温度が低いとき（外気温20℃以下）は暖める。
5分間程度リアウインドーデフォッガースイッチおよび車内ヒーターを入れ ,暖めてからはり付けてくださ
い。（接着力を上げるため）

¡はり付けたあと24時間以内は,雨中の走行や,水をかけたり,引っぱったりしない。
車接着力が弱くなりはがれる危険性があります。（通常の走行にはさしつかえありません。）

●このアンテナがとり付けられる車種は・・・
トランクがある3BOXカー（4ドア,2ドア車）
専用です。1BOXカー,2BOXカーにははり付け
られません。（アンテナエレメントが目に当
たったり,バックドアの開閉でケーブルが断
線したりする恐れがあるため。）

3BOXカー 1BOXカー 2BOXカー

●はり付け場所
¡リアウインドー上部の左側と右側のコーナーでアンテナベースが密着する場所にはり付けてください。
¡左右のアンテナのはり付け間違いのないようご注意ください
¡リアウインドーのコーナーにはり付けると上側エレメントがボディの外側にでる場合は,リアウインドー
のコーナーからはなしてはり付けてください。

¡ガラスの曲面がきつくアンテナベースがガラス面にフィットしない場合は,コーナーからはなしてはり付
けてください。

¡はり付ける前に左右のエレメントが対称になるように,ビニールテープ等で仮固定し,はり付け位置を確認
した後はり付けてください。（一度はり付けるとはり直しできません。）

このエレメントが 
内側になること 

ワイパーに 
当たらないこと 

●はり付け方法（左右同じです。）
付属のクリーナー液をウエス（布）に付け,はり付ける部分のほこり,油,ワックス等をきれいにふきとってください。
クリーナー液が白く乾いたら布でからぶきをしてください。（粘着力を上げるため。）

付属のクリーナー以外のものを使用するとはがれる危険性があります。フッ素樹
脂処理（水滴や泥水等をはじきやすくさせるはっ水処理）された塗装面,ガラス面
および再塗装された塗装面にははり付けできません。（走行中にアンテナがはがれ
て落下します。）

おしらせ

お願い
¡このアンテナは車載用テレビ専用です。（カーラジオに
は接続できません。）

¡アンテナ本体およびケーブルをアルコール,ベンジン,シ
ンナー,ガソリン等揮発性のものでふかないでください。

¡アンテナエレメントにゴミ等が付着した場合（アンテナ
のエレメントがスムースに伸縮しなくなった場合）はね
り状ワックス等で磨いてください。

¡アンテナ取り付けねじは時々点検し,ゆるみのある場合は
増し締めをしてください。

¡アンテナは車幅および車の前後部からはみださない位置
をえらんで取り付けてください。歩行者等に接触して事
故の原因になることがあります。

1 はり付ける部分 

リアウインドガラス 

2
ガラスの曲面に合わせて曲げてください。
お願い

@1アンテナベース 

ガラスの曲面に合 

わせて少しひねる。
ガラス面が前後方向に曲がっている場合 ガラス面が左右方向に曲がっている場合

3 ゴムパッキン 

はくり紙 

q

w

e

@1アンテナベース 

はり付けた後は・・・
確実に密着するように強く押しつけてください。

@3ケーブルカバーをリアウインドーガラスの曲面カーブに合わせてはり付け,ケーブル
を固定してください。
（ケーブルカバーは4本付属しています。）

4 @3ケーブルカバー 
カッター等で必要な 
長さに切断する。 

●アンテナの調整と着脱方法

調 整

@0アンテナ 水平より 
少し上向きに 

45度 
ねじ 

ねじ 

エレメントを引き伸ばしてください。 六角レンチで角度調整します。
エレメントがボディの外側に出る場
合は,図のねじをゆるめ調整し,ねじを
締め付けてください。

自動洗車機で洗車または長時間駐車される場合は外し,トランク内へ収納してください。

エレメントを縮める。
エレメントを縮める時は太い部分から
順番に収納してください。
先端は細いのでていねいに扱ってくだ
さい。

1
外しかた

q
w

e

2 アンテナを外す。

両サイドのボタンを押しながら 
上へスライドさせ持ち上げる。 

取り付けかた ケーブルの引き出しかた

左側用 右側用 

左側より 
出す。 

右側より 
出す。 

前の溝にはめる（“カチッ”と音が 
することを確認する。） 

溝に差し 
込む 

q

w

アンテナaトランクルーム トランクルームaナビゲーション

上面図

後面図側面図

ゴムパッキン 

防水ゴムは、ゴム 
バッキンと平行に 
してください。 

@4ケーブル 
　クランパー 

¡アンテナを外してトランク
ルームへ収納し、再度取り
付けるとき防水ゴムは必ず
図の位置へ取り付けてくだ
さい。

（平らな面を 　上にする　） 
防水ゴム 
 @4ケーブルクランパー 

@4ケーブルクランパー 
ゴム 
パッキン 

両面 
フロント側 

防水ゴム ゴム 
パッキン 

@4ケーブル 
　クランパー 

お願い
トランク内に水が入らないよう
に,ゴムパッキンより低い位置に
はり付けてください。

お知らせ
雨水等の侵入を防ぐためトランク部
分の引き回しには十分注意してくだ
さい。

qナビゲーション本体 

リヤシートクッション 

テーブルで固定する。 

スカッフプレート 
アンテナ 
ケーブル 

スカッフ 
プレート 

スカッフ 
プレートを外し、 
フロアカーペットの 
下を引き回してください。 

お願い
¡ケーブルはふまれたり,はさまれ
たりしない所を通し,テープ等で
固定してください。（いすを前後
に移動してもケーブルが破損しな
いよう,ケーブルを引き回し,固定
してください。）

¡AMラジオ放送に雑音が入るとき
は,車両のワイヤーハーネスおよ
びカーナビの本体からアンテナケ
ーブルをはなしてください。

車速信号の取り出しはお買い上げの販売店に依頼してください。
お願い

番号 品　　　　名 個数
@7 モニタースタンド 1
@8 モニター調整金具 1
@9 取付けねじ 5
#0 コードクランパ 3

〔テレビスタンド関係〕


