
iPod/USB中継ケーブル接続端子 (iPod)
● 別売のケーブルを使って、市販のiPodや
 USBメモリーを接続することができます。
● 使用しないときはシールをはがさないで
 ください。

GPSアンテナ (コード 4 m)

車のラジオアンテナ

電源コネクター ※１ (POWER FUSE 15 A)

ヒューズ15 A内蔵

GPSアンテナ接続端子 (GPS ANT)

ラジオアンテナ入力端子 (FM/AM ANT)

車両・AVインターフェース接続端子 (AV I/F)

地上デジタルアンテナ接続端子 (DIGITAL TUNER ANT IN)

ビーコンアンテナ接続端子(BEACON)
別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続する。

車のラジオアンテナから
FM VICS・ラジオ放送を
受信します。

ナビゲーションユニット（後面）

排熱用ファン
周囲をふさがないでください。

スピーカーコード (リヤ 右 ⊕：紫)

スピーカーコード (リヤ 右 ⊖：紫/黒)

スピーカーコード (リヤ 左 ⊕：緑)

スピーカーコード (リヤ 左 ⊖：緑/黒)

スピーカーコード (フロント 右 ⊕：灰)

スピーカーコード (フロント 右 ⊖：灰/黒)

イルミネーションコード (橙/白)

スピーカーコード (フロント 左 ⊕：白)

スピーカーコード (フロント 左 ⊖：白/黒)

アクセサリーコード ※1(赤)

ヒューズ 3 A

車体の金属部へ

使用しません

車両6P
コネクター

車両10P
コネクター

BAT 15 A

アースコード (黒：55 ㎝)

バッテリーコード  ※1 (黄)

ヒューズ 7 A

ACC 3 A ACC 3 A 

オートアンテナコントロールコード (青)

リバースコード (紫/白)

7 A

3 A

BAT 7 A

サイドブレーキコード ※3 (若草色)

車速信号コード (桃色)
SPEED SPEED

ステアリングスイッチ1コード (茶)

ステアリングスイッチ2コード (青/黄)

ステアリングスイッチアースコード (黒)

AV IN
映像・音声入力コード(2 ｍ)

カメラ映像入力コード(20 ㎝)

サブウーファー接続コード(25 ㎝)

カメラ信号入力コード
(茶/黄：15 ㎝)

外部アンプコントロールコード
(青/白：20 ㎝)

映像出力コード(25 ㎝)
VIDEO OUT

CAMERA IN

BATTERY

ILLM

AMP CONT

CAMERA CONT IN

使用しません

車両5P
コネクター

車両20P
コネクター

(灰) (白)

この部分は回路保護部品です。
外さないでください。

 トヨタ車用接続ハーネス

映像(黄)

映像(黄)

S.W. OUT

別売の車載用カメラを接続する。

別売の2台目のモニターなどを接続する。

どの端子に接続しても構いません。

取り外さないでください。

取り外さないでください。

取り外さないでください。

取り外さないでください。

塗装などが施されていない、金属地が露出
している箇所に接続してください。

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく
録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合に
は画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。
著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

別売のマルチカメラシステム（CY-MCRS71KD ※2）
を接続する場合には、本機のリバースコードに
マルチカメラの信号コードを接続してください。

※2 生産完了品

より50㎝

より50㎝

より50㎝

より50㎝

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに
差し込んでください。

別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D)で
市販のiPodを接続する。
● iPodビデオを視聴できます。

別売のビデオカメラなどを接続する。
または

※1 電源コネクター、アクセサリーコード、バッテリー
コードにそれぞれヒューズがあります。

 必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

※3 本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキングブレーキ」などのことを、
 「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。



DSRC車載器接続端子（DSRC）
別売のDSRC車載器(CY-DRS110D)を接続する。
● 使用しないときはシールをはがさないでください。

地上デジタル
 アンテナB
 (緑)

地上デジタル
 アンテナA
 (紫)

地上デジタル
 アンテナB
 (緑)

地上デジタル
 アンテナA
 (紫)

地上デジタルアンテナ
 コードB (4 m)

地上デジタルアンテナ
 コードA (4 m)

地上デジタルアンテナ
 コードB (4 m)

地上デジタルアンテナ
 コードA (4 m)

別売のトヨタ車用アンテナ変換コード (CA-LTA003D)
を使用する場合は、オートアンテナコントロールコード
（青）の電源コネクターの近くを切断し、電源コネクター
側のコードを付属の圧着式コネクターで接続してく
ださい。

● 車両10Pコネクター側のコードは、先端をビニール
 テープなどで絶縁してください。
● 必ず作業後に、しっかりと圧着接続できていることを
 確認してください。接触不良の原因となります。

コネクターが合わない場合は、コードを切断して付属の圧着式コネクターで接続して
ください。

配線のしかた　（例）トヨタ・ダイハツ車の場合

　お願い　
		コネクターは確実に差し込んでください。
	各コードに接続するコネクターが合わない場合は、
お買い上げの販売店にご相談ください。
			コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触
を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を
固定してください。
		ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、または
お近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を
依頼してください。(→取扱説明書)
			使用しないコードやコネクターは、先端をビニール
テープなどで絶縁してください。
			キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを
外さないでください。
			電源コード/接続ハーネスや各種アンテナのコードが
ナビゲーションユニットに接触しないように配線し、
余ったコードはナビゲーションユニットから離して束ね
てください。映像・音声にノイズが入る原因となります。
	各種アンテナの受信感度低下を防ぐため、各種アンテナの
コードと電源コード/接続ハーネスは束ねずに別々に配線
し、余ったコードはナビゲーションユニットから離してく
ださい。
	スピーカーは最大入力50	W以上のハイパワー用で、
インピーダンスが4	Ωから8	Ωのものをご使用くだ
さい。

エレメントを
押し込む

オートアンテナコントロールコードなど

突きあたりまで
差し込む

別売のトヨタ車用アンテナ変換コード

■	圧着式コネクターの取り付けかた

地上デジタルアンテナコードA
地上デジタルアンテナコードB

GPSアンテナの
 コード

トヨタ車用接続ハーネス

(灰) (白)

■	ロック付きコードの取り外しかた
矢印の方向に押しながら、取り外す。
			無理に引っ張ると破損することがあります。
			必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り
外してください。

	圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないで
ください。


