
データ2入力コード (16 cm) (緑) 

ナビミュートコード (16cm) (橙)

ON/OFF出力コード (17 cm) (白)

アースコード (0.8 m)(黒)

アクセサリー電源 (ACC電源) 入力コード (2 m)(赤) 

FMトランスミッター用アンテナ (0.6 m)(紫)

サイドブレーキコード (1.5 m)(灰)

ヒューズ (3 A) (3A 以外は使用しない)

車体の金属部分へ 

車載用カラーカメラとの接続用 
(「車載用カメラを接続する」参照)

車体のACC電源へ 

(「サイドブレーキコードを接続する」参照)

(先端は何も接続しません)

音が最も大きく、雑音が出ない場所へ、線を伸ばして引き
回してください。受信感度の確認は必ず行ってください。 
(「テレビ操作編」12、16ページ参照)

カーナビのナビミュートコードへ 

チューナーユニット接続端子 

前面 後面 

アンテナ入力端子 
テレビアンテナを接続する端子 

拡張AV出力端子 
2台目のモニターを接続する端子（映像、音声左、音声右） 

ディスプレイユニット接続端子 
ディスプレイユニットを接続する端子 

電源コネクター 
電源コードを接続する端子 

RGBコネクター 
ナビゲーション本体を接続する端子 

この端子は現在使用しておりません。 

ビデオ入力端子2 
車載用カメラ、車載用ビデオ、ビデオカメラなどを 
接続する端子（映像、音声左、音声右） 

ビデオ入力端子1 
車載用ビデオ、ビデオカメラなどを接続する端子（映像、音声左、音声右） 

電源コードを接続する

a 電源コード
（テレビ用）

ナビゲーション画面時において、画面の明るさが一定でない、もしくはエンジン
の回転数に比例したノイズが出る場合には、チューナーユニットの電源コードの
アースとナビゲーションの電源コードのアースを同じ場所に接続してください。

お願い

各部の名前とはたらき

X ディスプレイユニット

Y チューナーユニット

ビデオ入力 

映像 

音声 

左 右 

音声 
右 
(赤)

(黄)

(白) (赤)

音声 
左 
(白)

映像(黄)

拡張AV出力端子 

※映像用および音声用 
　コードは別売です。 

他の機器を接続する

車載用ビデオやビデオカメラを接続する

ビデオ出力 

映像 

音声 

左 右 

音声 
右 
(赤) (黄)

(白) (赤)

音声 
左 
(白)

映像(黄)

ビデオ入力1端子 

※映像用および音声用コードは 
　別売です。 

※コネクターの位置は接続する
機器によって異なります。

※コネクターの位置は接続する
機器によって異なります。

2台目のモニターを接続する
■2台目のモニターでテレビを見るとき “ チューナーユニットと接続するY チューナーユニット

Y チューナーユニット

カメラ 

電源 映像 

出力 

ビデオ入力2端子 

その他の配線については、車載用カメラの
取扱説明書をご参照ください。

車載用カメラを接続する
ここではパナソニックTW-CC100Bを例にします。

ON/OFF出力コード（白）

データ2入力コード（緑） データ1出力
リード（緑）

映像用コード
（カメラに付属）

車載用カラーカメラ
（TW-CC200B/100B）

ON/OFF入力リード（白）

カメラ
コントローラー部

Y チューナーユニット

a 電源コード
（テレビ用）

ビデオ入力 

映像 

音声 

左 右 

(黄)

映像(黄)

(白)

音声(白)

映像出力端子 

※映像用および音声用コードは 
　別売です。 

音声出力端子 

※コネクターの位置は接続する
機器によって異なります。

■2台目のモニターでナビゲーション画面を見るとき “ ナビゲーション本体と接続する

1 ナビゲーション本体

●2台目のモニターにはナビゲーションの画面は映りません。

お知らせ

●2台目のモニターがチューナーを内蔵していない場合は、2台目のモニターでテレビを見ることはできません。

お知らせ

SIDE BRAKE

ハンドブレーキの場合 フットブレーキの場合 
サイドブレーキスイッチ 

ナビゲーション用 
電源コードのサイド 
ブレーキコード（青／黄） 

切断する 

テレビ用電源コードの 
サイドブレーキコード 
(灰)

ブレーキランプ 

バッテリー 車体 

b 圧着式コネクター 
U 圧着式コネクター 

2本のコードのうち、常時、車体にアース
されていない（サイドブレーキが解除の状
態のとき）方のコードに接続してください。 

サイドブレーキコードを接続する

●サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。
●配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者に依頼してください。
●サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

お願い

圧着式コネクターはテレビ用（1個）とナビゲーション用（4個）の2種類があります。
お買い上げいただきました現物を確認していただき、上記のいずれかの図を参照し、接続してください。

お知らせ

圧着式コネクターの接続方法
1 テレビ用電源コードのサイドブレーキ
コードの先端に圧着式コネクターを取り
付ける。

2 圧着式コネクターをナビゲーション用電
源コードのサイドブレーキコードに接続
する。

ここまで差し込む

テレビ用電源コードの
サイドブレーキコード（灰）

ナビゲーション用電源コードの
サイドブレーキコード（青／黄）

圧着式コネクターの接続方法
圧着式コネクターを車両側
配線コードの適当な位置に
取り付けます。
接続するコードが細い場合
（0.3 mm2以下）接触が不
十分になりますのでご注意
ください。

1 ナビゲーション用電源コー
ドのサイドブレーキコード
の先端をコネクターの穴に
通す。

2 コードがコネクターから
抜けないよう注意しなが
らペンチ等でエレメント
を押し込む。

3 パチンと音がするまで完
全にカバーをかぶせる。

車両側配線コード
コードの先端がこ
の部分に突きあた
るまで差し込む。

ナビゲーション用電源
コードのサイドブレー
キコード（青／黄）
エレメント

カバー

ここを切る 

長さがたりないときは、ここを
カッターナイフで切って、コード
の二股部分を長くしてください。 

左側用 
45° 

右側用 
45° 

 

ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する

X ディスプレイユニット

Y チューナーユニット

` RGBコード（4 m）

●コネクターは確実に差し込んでください。
●コードは高熱部を避け、クランパーやテープで固定してください。
●ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。
●テレビアンテナのコードは、ナビゲーションの電源コード、GPSアンテナのコード、RGBコードとはできるだけ離し
て配線してください。

●チューナーユニットは次のようなところには取り付けないでください。
水のかかるところ、足でふまれるところ、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたるところ。

お願い

1 ナビゲーション本体

B ビーコンアンテナ（コード 5.5 m）

Pボイスコントロール用マイク
（コード6 m）

W RGB変換コード (0.2 m)

= GPSアンテナ（コード 5 m）

■車のラジオ用アンテナまたは別売のFMアンテナをナビゲーション本体に接続して使用する場合

Y チューナーユニット1 ナビゲーション本体

突起部と穴の位置を
あわせてはめ込む。

X ディスプレイユニット

V FMアンテナ変換コード（150㎜）

テレビアンテナ（4本のうち1本）を
FM多重受信用として使用します。

FMアンテナ
CL-F50D (別売)

ディスプレイ 
ユニット側 チューナー 

ユニット側 

■ロック付きのコードの取りはずしかた
矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

Z ユニット接続コード = GPSアンテナのコード

` RGBコード

W RGB変換コード

B ビーコンアンテナのコード

FM多重放送を受信するために、
アンテナエレメントは引き伸ば
してご使用ください。

お願い

Z ユニット接続コード
（2.5 m）

[ テレビアンテナ本体（コード 6 m）


