
〔トヨタ車に取り付ける場合〕－DINサイズ採用車
1．車両からカーラジオ，小物入れを取り外します。
2．本機に付属ねじyまたはoを利用して，車両側ブラケットを取り付けます。
3．本機を車両側に取り付けます。
取付例

※車両側で使用されているブラケットをご使用ください。
年式，車種，グレードにより，専用キット（別売）が必要な場合がありますので，別途販売店にご相談くだ
さい。なお，車両側と配線が容易にできる専用の中継コード（別売）が準備されておりますので，販売店に
ご相談の上お買い上げください。

お買い上げ日 年　 月　 日 品番 CN-DV2100D
CN-DV2100WD

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)
YEFM292668       B1000-0

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。

リモコン受光部の取り付けかた（CN-DV2100Dのみ）

車内（ダッシュボードやリアートレイ）に取り付ける場合

¡TR-8LW1，TR-7LW6，TR-DK7LW6，CQ-VA909WMDなどのディスプレイを使用する場合でRGB-INに映像
信号を入れる場合は，リモコン受光部の取り付けは必要ありません。

¡リモコン受光部は太陽光線に影響される場合がありますので，できるだけ太陽光線の直射が避けられる場所に
取り付けてください。

¡リモコン受光部はリモコンからの信号（赤外線）を受け易くするために，できるだけ受光面が垂直になるよう
に取り付けてください。

¡ご使用になる前に受光部の表面に貼り付けてある保護シートをはがしてください。

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

o ★皿小ねじ（φ5×6mm） ４

!0 スペーサー ２

!1 両面テープ ２

〔コンソールボックス設置関係〕

1 受光部の底に両面テープを
貼り付けます。

2 両面テープの裏紙を
はがし，取付面に貼
り付けます。

!9両面テープ 
（20×33） 

コード 

!8受光部 

POWER

!8受光部 

!6クランパー 

GPSアンテナの取り付けかた
¡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。

ルーフ中央の平らな面に取り付ける。

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
ストリ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。

番号 品　　　　名 個数

!2 GPSアンテナ（コード５m） １

!3 防水ゴム（GPSアンテナコードに付属） １

!4 ☆保護シート １

!5 金属シート １

!6 ☆クランパー（黒） 5

〔GPSアンテナ関係〕

★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

@1 電源コード（ACC，BATTERY等） １

@2 中継コード（SPEED用，若葉色） １

@3 圧着式コネクター 4

〔コード関係〕

1

ルーフ 

2 !2GPSアンテナ 

!3防水ゴム 

!7クランパー 

コード 

ウェザーストップ 

トランクリッド 

受光部を内蔵している上記カーオーディオに内蔵されている受光部を使用する場合，別途にリモコン受光部
を取り付け配線しますと，お互いの受光部から入る信号が干渉して正しく動作しなくなりますので，付属の
リモコン受光部は取り付けないでください。

＊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。

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。

¡表示された画像を注視し
ないでください。

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。

ルーフキャリヤの近くまたはトランクリ
ッドなどに取り付けると，車両のボディ
などで電波がさえぎられ，GPS衛星から
の電波を受信しにくくなります。

この受光部はCQ-AV300D, CQ-VA70D, CY-TV70DとRGBで接
続した場合にも必要となります。

¡アンテナは，各種電子機器（インダッ
シュテレビなど）から約20cm以上（推
奨値）離してください。電波の受信感
度が悪くなることがあります。

¡デフロスタの性能を妨げない位置に取
り付けてください。

¡必ず，付属の金属シートを使用してく
ださい。

¡金属シートは，折り曲げたり，切って
小さくしたりしないでください。

¡金属シートは車内専用です。車外では
使用しないでください。

¡あまったアンテナコードをまとめると
きは，本体から30cm以上離してくださ
い。

¡車内は，受信感度が低下し，電波状況に
よっては自車位置を誤って表示すること
があります。

¡車両のボディ形状により，電波がさえぎ
られることがあります。

¡電波を通さない一部のウィンドウガラス
により，電波がさせぎられることがあり
ます。

¡GPSアンテナを車内に取り付けて受信感
度がよくない場合は，車外に取り付けて
みてください。

!2GPSアンテナ 

!4保護シート 

裏紙をはがす 

¡ナビゲーション本体はトラ
ンクルーム等の土台のしっ
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。
※コンソールボックス
に設置する場合でも
同様です。

¡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。
※コンソールボック
スに設置する場合
でも同様です。

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）で固定します。

ナビゲーション本体の両側面にＬ型金具を座付
ねじ（φ5×6）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 粘着テープと座金組込
みタッピンねじ（φ

6×20）を使用してＬ

型金具に合致する床上

にベース金具を取り付

けます。

ナビゲーション本体の取り付けかた

1

2

3

4

qナビゲーション本体 

rＬ型金具×２ 

y座付ねじ（φ5×6）×４ 

u座付き六角ナット 
（φ5）×４ 

カーペット 

• FM MULTIPLEY RECEIVER

• MEMORY CARD SLOT

MEMORY CARD SLOT

DV2000

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

DV2000

CD·IN

PHONE

TM 10。以下 

30。以下 

YEHICLE INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM

IN-DASH WIDE NAVIGATION SYSTEMWV007

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。

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 

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 

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） 

お願い 

〔日産車，本田車，三菱車に取り付ける場合〕－DINサイズ採用車
¡上記メーカーのDINサイズ採用車には，メーカー別の標準取り付けキット（別売）が準備されておりますので，
別途販売店にご相談ください。

¡なお，年式，車種，グレードにより専用キット（別売）が必要な場合もありますので，販売店にご相談の上お
買い上げください。

〔上記以外の車に取り付ける場合〕
汎用（別売）または車種別に専用キット（別売）が準備されておりますので，別途販売店にご相談ください。

車両のブラケット取付穴形状が右図
のような場合に使用します。下図参
照のうえ正しく取り付けてください。

DINサイズ採用車とは，オーディオスペースに通称セット幅180mm，高さ50mmサイズが搭載できる車です。

●トランクルームに設置する場合

●コンソールボックスに設置する場合（奥行きがありますので，取り付かない車種が一部あります。詳しくは販売店にご相談してください）

スペーサーについて

ブラケット 
取付穴形状 
（断面図） 

（ブラケット） 
（車両側） 

本機 

付属ねじy

ブラケット（Ｌ） 
（車両側） 

!0スペーサー 

!1両面テープ 

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。

注意 

付属ねじ 
yまたはo

※車両側ブラケット（Ｌ） 

※車両側ブラケット（Ｒ） 

付属ねじ 
yまたはo

本機 

●ねじはブラケットの穴形状に合わせてお選びください。 

y座金 
　付きねじ 
　ø 5×6 mm

o皿小ねじ 
　ø 5×6 mm

1DINTVモニター/カーオーディオ等 

“Ｔ”の刻印が 
トヨタ車用穴です。 

番号 品　　　　名 個数

!7 リモコン １

!8 受光部（コード3m）（CN-DV2100Dのみ） １

!9 ☆両面テープ（20mm×33mm） １

@0 単３形乾電池（R6PU） ２

〔リモコン/受光部関係〕

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。

取り付け穴

ナビゲーション本体がコンソールパネルに取り付けられない車種が一部あります。詳しくはお買い上げの販売店にてご相談ください。

本機の取り付けは，必ず付属のね
じをご使用ください。
長さの異なるねじを使用されます
と故障の原因となります。

お客様へのお願い

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ご依頼ください。

販売店様へのお願い

本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へ
ご返却ください。

DVDカーナビゲーションシステム 
7型ワイドテレビ付 DVDカーナビゲーションシステム 

〈7型ワイドテレビ付〉 

取付説明書（本体） 

CN-DV2100D
CN-DV2100WD

品 番

CAR NAVIGATION
SYSTEM

VOL

PANASEARCH

C
H

A
N

N
E

L

POWER

ASPECT

POWER NAVIMODE ASPECT MENUVOLUME CHANNEL

WIDE COLOR LCD TV

■4CH DIVERSITY TV TUNER

■FM MULTIIPLEX RECEIVER

■ALL IN VIEN GPS PECEIVER

• FM Multiplex Receiver

• 4 x speed DVD-ROM Deck Mechanism 

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

DVD CAR NAVIGATION SYSTEM

CN-DV2100
CN-DV2100
CN-DV2100

インダッシュテレビ 

約20cm以上 

貼付け面の汚れを落としてから 
裏紙をはがして固定する 

フロントガラスまたは 
リアーガラスへ向ける 

!5金属シート 

お願い

お願い

お願い

お願い

お願い

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お願い

お願い

ダッシュボードやリアートレイの中央部のガラス近くに水平に取り付ける。


