
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。

取付説明書
オンダッシュ用貼付けスタンド

品 番：CA-FND010D

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●		本説明書および接続する機器の説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

●		ご使用前に、｢安全上のご注意｣ を必ずお読みください。
●		お読みになったあと大切に保管し、必要なときにお読み	
ください。

適合機種：CN-MP50D（2008年 2月現在）

松下電器産業株式会社
パナソニック オートモーティブシステムズ社
〒224–8539　横浜市都筑区佐江戸町600番地
お客様ご相談センター
●	電話	 	 	0120–50–8729
	 フリーダイヤル	受付	9:00～17:00/365日
●	一般電話	 	045–929–1265（携帯電話・PHSなど）
●	F A X	 045–938–1573
	 一般電話・FAX	 	受付	9:00～17:00	

（土・日・祝日・当社休日を除く）
	 ※	 	一般電話、および FAXをご利用の際の通信料は、お客様

のご負担となります。
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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 年　　月　　日 品番 CA-FND010D

販 売 店 名
（　　　　 ）　　　　 －　　　　　 

■   表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる
危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

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。

運転や視界を妨げる場所には、絶対に取り付けない
前方・後方の視界を妨げる場所への取り付けは、
交通事故やけがの原因になります。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところ
に置かない

あやまって、飲み込む恐れがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに	
医師にご相談ください。

分解・修理、および改造をしない
事故の原因になります。

エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り
付け・配線しない

エアバッグが正常に動作しなかったり、動作した
エアバッグで本機や部品が飛ばされ、事故やけが
の原因になります。車両メーカーに作業上の注意
事項を確認してから作業を行ってください。

指定に従って配線・取り付けをする
説明書に従って正しく配線・取り付けをしな
いと、火災や事故の原因になります。

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。

■  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。）

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。
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安全上のご注意 必ずお守りください

振動の多いところや不安定な場所に取り付けない
傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、
走行中にはずれる・落下するなど、事故やけ
がの原因になることがあります。

配線・取り付け/取りはずしは、専門技術者に依頼する
配線・取り付け /取りはずしには、専門技術
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。

必ず付属品や指定の部品を使用する
指定以外の部品を使用すると、機器の内部を
損傷したり、しっかりと固定できずにはずれ
るなど、事故や故障、火災の原因になること
があります。

はずれたり・落下しないようにしっかり取り付ける
取り付け場所の汚れやワックスなどをきれい
に拭き取り、確実に固定してください。
再貼り付けや汎用の両面テープなどで取り付
けると接着が弱くなり、走行中にはずれて落
下し、事故やけがの原因になります。ときど
き接着や取り付けの状態（ねじがゆるんでい
ないかなど）を点検してください。
●			特にスタンドは、テープだけでは強い保持
力が得られません。必ず、指定のスタンド
を使用し、付属のタッピンねじで、しっか
りと固定してください。

内容物の確認

品　名 数量
スタンド 1

タッピンねじ
（φ3×12	mm）

5

クッション材 1

クリーナー 1

取付説明書（本書） 1

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。	

仕　様

外形寸法
（幅×高さ×奥行き）

94	ｍｍ× 80	ｍｍ× 140	ｍｍ

質量 130ｇ
●		本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更する
ことがあります。

●			イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



取り付け位置について

●		指定のスタンドを使用し、はずれたり落下しない
ように、しっかり取り付けて安定させてください。

●		下記のような場所には絶対に取り付けないでくだ
さい。落下する原因になります。

●  貼付面全体が密しない
ような強い曲面

●  約 30°以上傾いた場所
 ( 推奨 15°以下 )

●  不安定な場所 ●  垂直な面

スタンドの破損に至る
場合もあります。

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正（平
成17	年 1	月 1	日）に伴い、下記の範囲内の視界を確
保することが義務付けられました。
ダッシュボード上に機器（オンダッシュモニター、ポー
タブルカーナビゲーションなど）を取り付ける際は、運
転者の視界を妨げないように取り付けてください。

0.3 m

0.9 m

0.7 m

2 m

2 m

1 m

0.3 m

上 面 図

側 面 図

●	前方視界基準
■ 対象車種
	 	 ①		専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員 11人

以上のものを除く）
	 	 ②		車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

■ 基準概要
　		自動車の前方2	mにある高さ 1	m、直径 0.3	mの円
柱（6	歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認
できること。

※	図は右ハンドル車の例です。
	 	 	左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

●		取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれな
どが必要です。

●		ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっす
ぐ確実に行ってください。

●		付属のクリーナーで設置面の汚れ ( ごみ、油など ) を
きれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

●		気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めて
ください。

	ナビゲーション（別売）をスタンドに仮止めし、取り
付ける位置を確認してください。
貼りなおすと粘着力が弱くなります。

取り付けの前に

1 スタンドの向き・高さを調整する

1  ロックをゆるめる。

2  アームを 180°回転
させる。

3  取付ステーの角度
を調整する。

アーム

2 スタンドをダッシュボードの平らな面に
取り付ける

●		設置面（ダッシュボード）の形状に合わせて、スタンド
を強く押し付けてなじませ、確実に密着させてください。

●			固定力を強くするため、ナビゲーションを取り付けずに
24時間以上放置してください。

タッピンねじ（5箇所）

裏紙をはがす

■	24時間以上経過したら…
ナビゲーション（別売）をスタンドに取り付けてくだ
さい。（+右記）

3 ナビゲーション（別売）をスタンドに取り付ける

■		ダッシュボードに取付ステーが近接するときは
●			振動でノイズが発生する原因になります。クッション材
を貼り付けてナビゲーションを安定させてください。

 －取付例－

クッション材

ナビゲーションの溝を、取付ステーのレールに沿わせて
スライドさせる。

取りはずすには

取付ステーの取りはずしボタンを押しながら、
ナビゲーション（別売）を上にスライドさせる。

取りはずしボタン

4  ロックをしっかりと
締める。

●		安全のため、付属のねじ
で固定してください。

	 	( ダッシュボードに穴が開く
ことをご了承ください。）

スタンドを取り付ける

ポータブル SD カーナビステーション
CN-MP50D

スタンド

別売

取付ステー

ゆるむ 締まる

回す向きを確認して
ください。
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