
取付説明書【詳細編】

品 番 CN-L800SED
対応車種（2012年2月現在）

ニッサンメーカー 

車　両 セレナ

平成22年11月～年　式

型　式 ニッサン DBA-C26/FC26/NC26/FNC26

8V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

別冊の取付説明書【基本編】で基本的な取り付けかたを確認したあと、本書に従って
取り付けてください。

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。

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。
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取付概要
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車両部品の取り外しかた 作業を始める前にバッテリーの　　端子を外してください。

　1.パネルインストサイドを取り外す。

　2.フロントピラーガーニッシュを取り外す。
　　 (SRSカーテンエアバッグ非装着車のみ)

　3.助手席側レジスターパネルを取り外す。

　4.助手席側アッパーボックスを取り外す。

図は助手席側を示しています。
(運転席側も同様に取り外してください。)

地上デジタルアンテナ

GPSアンテナ
ナビゲーションユニット

iPod中継ケーブル

フロントピラーガーニッシュ
(SRSカーテンエアバッグ
 非装着車のみ)

助手席側アッパーボックス

助手席側レジスターパネル

パネルインストサイド

タッピンねじ×2

タッピンねじ(トルクスT20)
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　5.グローブボックスを取り外す。

　6.グローブボックス内のポケットを取り外す。

　7.運転席側カウルサイドトリムを取り外す。

　8.運転席側アンダーカバーを取り外す。

グローブボックス

運転席側カウルサイドトリム

六角ボルト

運転席側アンダーカバー

樹脂ナット

グローブボックス内の
ポケット

　9.エアコンコントロールパネルを取り外す。

10.レジスターパネル(センター)を取り外す。

エアコンコントロールパネル

レジスターパネル(センター)

タッピンねじ(トルクスT20)
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11.オーディオブラケット/ユニットを取り外す。

12.クラスターリッドCを取り外す。

　1.車室内から地上デジタルアンテナの位置
　　 決めをする。

タッピンねじ(黒)

タッピンねじ×4

クラスターリッドC

タグ

地上デジタルアンテナ

セラミックライン

位置決めのため、ビニールテープなどでマーキング

100
mm

100
mm

100 mm 100 mm

セパレーターセパレーター

■分解図

オーディオブラケット/ユニット

地上デジタルアンテナの取り付けかた

・アンテナは2層構造になっています。

・アンテナは折り曲げないよう、お取り扱い

　にご注意ください。

取り外したクラスターリッドCは使用しませ
んので、お客様へお渡しください。
本機を取り外した際に、使用する場合が
あります。

地上デジタルアンテナ

セラミックラインのドット部内側にセパレーター端を合わせる

地上デジタル
アンテナ

助手席側

セラミックラインのドット部
内側にセパレーター端を
合わせる

セラミックラインのドット部
内側にセパレーター端を
合わせる

運転席側

地上デジタル
アンテナ

給電部

アンテナ
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　2.フロントガラス (車室内側)のアンテナ設置
　　 面の汚れ(ごみ、油)などをクリーナーで拭
　　 き取る。

　3.地上デジタルアンテナのタグを持ってセパ
　　 レーターをはがし、マーキングに合わせて
　　 貼り付ける。

　4.他の3枚も同様に貼り付ける。

・強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどし
　ないでください。断線の原因になります。
・貼付位置を確認してから貼り付けてくだ　
　さい。(貼りなおせません。)

・貼り付けたあと、矢印の方向に、指など　
　で均等に押し付け、ガラス面に密着させ
　てください。
　断線の原因となりますので、硬いもので
　は押し付けないでください。
・車室外から見て、ガラスに密着している　
　ことを確認してください。

クリーナー
(地上デジタルアンテナ用)

マーキング

タグ

タグ

フロントガラス

マーキング
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　5.アンテナコードの裏紙をはがし、端子を給
　　 電部に貼る。

　6.ルーフライニング内からピラーにかけて地   
　　 上デジタルアンテナコードを配線する。

助手席側 運転席側

地上デジタルアンテナ

カットした　 ケーブル固定
テープを使用して固定する

地上デジタル
アンテナコード

地上デジタルアンテナコード

端子の突起部と給電部の
●印を合わせて貼り付ける

裏紙をはがす

　 地上デジタルアンテナコードに
　 ケーブル固定テープをカットして
巻き付け、ルーフライニング内に
入れ込む ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップ　

　に干渉しないよう配線してください。
・図は助手席側を示しています。
　(運転席側も同様に配線してください。)

SRSカーテンエアバッグ非装着車の場合

地上デジタルアンテナ

地上デジタルアンテナ

地上デジタルアンテナコード
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　7.オーディオスペースに向けて地上デジタル
　　 アンテナコードを配線する。

　1.金属シートの裏紙をはがし、運転席側ダッ
　　 シュボード上に貼り付ける。

　 2.GPSアンテナを金属シートに取り付ける。

・ 地上デジタルアンテナコードの固定は
　ケーブル固定テープおよびケーブル固　
　定バンドを使用してください。
・ 余った地上デジタルアンテナコードは
　ケーブル固定バンドを使用して、10 cm　
　以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定
　テープで車両側へ固定してください。

ピラー沿いの配線は、　 コードレールをフロント
ガラス側に貼り付け、各コード類を通す

ルーフライニング内に配線する

地上デジタルアンテナコード

オーディオスペース

GPSアンテナ

金属シート

ピラー(運転席側)

カーテンエアバックの動作の妨げになりますので、必ず
　 コードレールとピラーとの間に5 mm以上隙間をあけて
ください。
保安基準に適合させるため、フロントガラス端から25 ㎜
以内に取り付けてください。（⇒取付説明書【基本編】参照）」

10 cm以上の
円にする

GPSアンテナの取り付けかた

50 mm 車両前

SRSカーテンエアバッグ装着車の場合

ケーブル固定バンド

ケーブル固定テープ
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　3.オーディオスペースに向けてGPSアンテナ
　　 のコードを配線する。

■コード/ケーブルの仮配線
　1.日産車用接続ハーネスの車速信号コード
　　 (桃色)を車速信号中継コードに接続する。

　 2.日産車用接続ハーネスを車両20Pコネク
　　 ターに接続する。

　 3.アンテナ変換コードを車両アンテナおよび
　　 日産車用接続ハーネスのオートアンテナ　
　　 コントロールコード(青)に接続する。

　4.車両側に日産車用接続ハーネス、車速信
　　 号中継コードおよびiPod中継ケーブルを　
　　 仮配線する。

・ GPSアンテナのコードの固定はケーブル
　固定テープおよびケーブル固定バンドを
　使用してください。
・ 余ったGPSアンテナのコードはケーブル
　固定バンドを使用して、10 cm以上の円　
　を作って　まとめ、ケーブル固定テープで
　車両側へ固定してください。

GPSアンテナのコード

車速信号中継
コード(桃色)

サイドブレーキコード(若草色)

車速信号コード(桃色)

車両20Pコネクター車両アンテナ

オートアンテナコントロール
コード(青)アンテナ変換コード

日産車用接続ハーネス

日産車用接続ハーネス

ケーブル固定バンド

10 cm以上の
円にする

オーディオスペース

ナビゲーションユニットの取り付けかた

(灰)
(白)

リバースコード(紫/白)

iPod中継ケーブル

配線のしかたについては、取付説明書
【基本編】を参照してください。

車速信号中継コード(桃色)

ケーブル固定テープ
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■車速信号/サイドブレーキ信号の接続
　1.圧着式コネクターを使用して日産車用接　
　　 続ハーネスのサイドブレーキコード(若草　
　　 色)および車速信号中継コード(桃色)を車　
　　 両4Pコネクターに接続する。

■リバース信号の接続
　1.圧着式コネクターを使用して日産車用接　
　　 続ハーネスのリバースコード(紫/白)を車　
　　 両24Pコネクターに接続する。

・ 圧着式コネクターの接続方法につきまし
　ては、取付説明書【基本編】を参照してく
　ださい。
・ 車両側の配線色が異なる場合は、端子
　番号を優先してください。

・ 圧着式コネクターの接続方法につきまし
　ては、取付説明書【基本編】を参照してく
　ださい。
・ 車両側の配線色が異なる場合は、端子
　番号を優先してください。

車速信号中継
コード(桃色)

サイドブレーキコード
(若草色)

リバースコード(紫/白)

車両4Pコネクター

車両24Pコネクター

車両4Pコネクター

車両側車速信号コード(2番ピン・白)に
　 車速信号中継コード(桃色)を接続

車両側パーキングブレーキ信号コード(4番ピン・灰)に
サイドブレーキコード(若草色)を接続

車両24Pコネクター

車両側リバース信号コード(14番ピン・茶)に
リバースコード(紫/白)を接続

運転席側

助手席側
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■iPod中継ケーブルの配線
　1.グローブボックス取付部内にiPod中継ケー
　　ブルを固定する。

■エアコンコントロールユニットの移設
　1.車両側エアコンコントロールパネルからエ
　　 アコンコントロールユニットを取り外す。

　2.エアコンコントロールパネルにエアコンコン
　　 トロールユニットを取り付ける。

600 mm
引き出す

iPod中継ケーブル

タッピンねじ×2

タッピンねじ×2

エアコンコントロールユニット

エアコンコントロールユニット

車両側エアコンコントロールパネル

エアコンコントロールパネル

ツメ×2

ツメ×4

■コード/ケーブルの固定
　1.接続を行ったコード/ケーブルはケーブル　
　　固定テープを使用して車両側へ固定する。

余ったコード/ケーブルはケーブル固定バ
ンドを使用して束ね、ケーブル固定テープ
で車両側へ固定してください。

取り外した車両側エアコンコントロールパ
ネルは使用しませんので、お客様へお渡
しください。
本機を取り外した際に、使用する場合が
あります。

助手席側ケーブル固定バンドで固定する
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　2.取り付けブラケット(L/R)にナビゲーション
　　ユニットおよびユニットを取り付ける。

　3.ナビゲーションユニットにコード/ケーブル
　　を接続する。

　4.オーディオスペースにナビゲーションユニット
　　を取り付ける。

　5.エアコンコントロールパネルを取り付ける。

取り付けブラケット(R)取り付けブラケット(L)

ユニット

ナビゲーションユニット

ナビゲーションユニット

座付きねじ(M5×8)×8

タッピンねじ(黒)

日産車用接続ハーネスの
アースコード(黒)

配線のしかたについては、取付説明書
【基本編】を参照してください。

日産車用接続ハーネスのアースコード(黒)
を共締めしてください。

エアコンコントロールパネル

タッピンねじ×4

■ナビゲーションユニットの取り付け
　1.オーディオブラケットからユニットを取り外　
　　す。

タッピンねじ
(トルクスT20)×2

タッピンねじ(トルクスT20)×2

オーディオブラケット(R)

オーディオブラケット(L)

ユニット

取り外したオーディオブラケットは使用しま
せんので、お客様へお渡しください。
本機を取り外した際に、使用する場合が
あります。



■車両部品の復元
　1.取り外しの逆手順で車両部品を復元する。
　2.バッテリーの　　端子をもとに戻す。

■取り付け・配線の確認

車両部品の復元/取り付け・配線の確認

取付説明書【基本編】を参照してください。

工具を使用して、しっかり固定してください。

YEFM0410371　NF0212-0Panasonic Corporation 2012
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