
ＤＣ１２Ｖ車専用 
車載用ワイド ２画面液晶カラーテレビ 

工 事 説 明 書 

品番TR-T70W2(7V型）  
品番TR-T90W2(9V型） 
 

    

商品構成一覧表（取り付け前にご確認ください。） 

ディスプレイユニット　１台 チューナーユニット　１台 ワイヤレスリモコン　 １コ 
（リチウム電池付属）　　　     

電源コード　　　    １本 
（圧着式コネクター  1コ付） 

ディスプレイ～チューナー  
接続ケーブル　　　  １本　 
（長さ：2.5ｍ） 

(図はTR-T70Ｗ2を示します。)

VIDEO　 OUT(黄 ） 

カーナビゲーションシステムとの接続 

　RGBケーブルで接続する場合(CN-VW007D/VW007XD/DV007D/DV2000D/DV2200Dの場合）　 

チューナーユニット 
カーナビゲーション 
システム 

RGBケーブル 
(松下通信工業(株）扱い） 

リモコン信号 

RGB、同期、スピーカー音声他 

ナビミュート（橙） NAVI　MUTE（橙） 

お願い 

・カーナビゲーションシステムのリモコン受光部および映像ケーブルは接続しないでください。　 
（お互いのリモコン受光部から入る信号により相互干渉を起こし正しく動作しないことがあります。） 
・カーナビのリモコンをディスプレイユニットのリモコン受光部に向け、操作してください。 
・RGBケーブルはカーナビの設置場所により異なります。詳しくはカーナビの説明書をご参照ください。 
・GPSアンテナはディスプレイユニットから30ｃｍ以上離して取り付けてください。　 
（ディスプレイユニットの近くに取り付けますと、相互干渉により自車位置が正しく表示されないことがあります。） 
・RGB端子にカーナビを接続した場合　 
　　　　を1秒以上押して、システム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ ＲＧＢ入力モード設定から 
「カーナビ設定」を選択してください。   
　また、スピーカー設定 ⇒ 「カーナビ専用」または「標準（操作画面）」を選択してください。 

　映像信号で接続する場合　 

カーナビゲーションシステム 

・カーナビゲーションシステムにリモコン受光部とスピーカーを接続してください。 
・ビデオ入力端子にカーナビを接続した場合　 
　　　　を1秒以上押して、システム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ ビデオ入力モード設定から 
 「カーナビ設定」を選択してください。 
　詳しくは取扱説明書をご参照ください。　 

ビデオ入力 
映像　左－音声－右 

抵抗なしピンコード 

 この表示の欄は、｢死亡または重傷などを負うことが 
想定される危害の程度」です。　 

 この表示の欄は、｢傷害を負うことが想定されるか、また 
 は物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。    

　このような絵表示は、気をつけていただきたい 
   「注意」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。 

　このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」 
   内容です。 

　 安全上のご注意 必ずお守りください 

お使いになる人や他の人への危害、物的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ときに生じる危害や物的損害の程度を、 
　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。 

運転や視界の妨げになる位置へは 
取り付けないでください 

前方視界やエアバックなどの安全装置の妨げに 
なる位置や、シフトレバーやブレーキ付近など 
運転に支障をきたす位置への取り付けは、事故 
の原因となります。 

ステアリングやブレーキなどの保安部品のボ 
ルトやナットを使用して取り付けると、事故 
の原因となります。 

取り付けには車両の保安部品のボ 
ルトやナットを絶対に使用しない 
でください 

　 

　

ＤＣ12Ｖマイナスアース車で使用して 
ください 

ダッシュボードに穴をあけるときは裏 
側に何もないことを確認してください 

ＤＣ１２Ｖマイナスアース車専用です。 
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車　 
（ＤＣ24Ｖ車）には使用できません。 
火災や故障の原因となります。 

 
裏側を確認しないで穴をあけると、車両のワイ 
ヤーハーネスとショートして発火や故障の原因 
となります。 

決められたヒューズを使用してください 

必ず規定のヒューズをご使用ください。 
規定以外のヒューズを使用すると、火災や故 
障の原因となることがあります。 

ショートや断線により、発火や故障の原因となるこ 
とがあります。 

コードをかみ込ませたり、引っ張ったり 
傷つけないでください 

正しく配線を行ってください 

誤った配線をすると発火や事故の原因となり 
ます。 
特にリード線がねじやシートレールの可動部分 
にかみ込まないよう整形し、固定してください。 

M0302-0

松下電器産業株式会社　テレビシステムプロダクツ事業部 
　　　　　　　　　〒567‐0026　大阪府茨木市松下町1番1号 
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カメラ映像入力 

接続のしかた 

オーディオ 
アンプなど 
との接続用 

ＤＶＤプレ 
ーヤーとの 
接続用 

オーディオアンプコントロール出力 
（テレビＯＮ時１２Ｖを出力） 

ＤＶＤプレーヤーコントロール出力 
（Ｌ/ＤＶＤプレーヤーＯＮ） 
ＤＶＤプレーヤーＯＮ入力 
（５～１２Ｖ） 

ナビミュート入力 カーナビと 
の接続用 

車載用カラ 
ーカメラと 
の接続用 

ＯＮ/ＯＦＦ出力 
 
カメラ強制入力 

パーキングブレーキ入力 

アクセサリー電源（ACC電源）入力 
（ＤＣ１２Ｖ入力） 
エンジンキーを抜いたとき電源が切れるカーラ 
ジオ、シガーライター用電源（+）へ接続してくだ 
さい。 
常時電源が入っている個所には接続しない！ 

アース 
（車体の金属部分へ接続してください。） 

 通
常
は
こ
の
３
本
を
接
続
し 

て
く
だ
さ
い
。 

ＦＭワイヤレスアンテナ 
線をのばし音が最も大きく、かつ雑 
音が出ない場所へ引き回してくださ 
い。 

注意 
3A以外は 
使用しない 

先端は何も接続しません。 

コネクターを外すとき 
は 
ストッパーを押しながら 
引き抜いてください。 ディスプレイユニット 

ディスプレイ～チューナー接続ケーブル 
　　 （長さ：２．５ｍ） 
アンテナケーブルからできるだけ離し、引き回 
してください。 

ケーブルの長さが届かない場合は 
別売のディスプレイユニット延長ケーブル　  
（TW-BLTC６３、長さ：３ｍ）をお求めください。 

お知らせ 

・ナビミュートとは・・・　 
　カーナビ以外の画面を表示しているとき、 
　交差点拡大などの表示をさせるタイミング 
　でテレビ内蔵スピーカーの音声が自動的に 
　カーナビの音声に切り換わる機能をいいます。　 
 （パナソニックのカーナビとのシステムアップ 
　のときのみはたらきます。） 
・ →は信号の流れを示します。 

チューナーユニット(前） 

（Ｌ/カメラＯＮ、５Ｖ/カメラＯＦＦ） 
 
（Ｌ/カメラＯＦＦ、５Ｖ/カメラＯＮ） 

拡張ＡＶ出力端子 
に接続した２台目 
のテレビ 

映像/音声コード 

映像 左－音声－右 

ダイバーシティアンテナ 
 

このプラグはどのアンテナ 
入力端子に接続しても 
さしつかえありません。 
 

テレビ画面への妨害を防 
ぐため、アンテナのケー 
ブルは他のケーブルから 
できるだけ離し、引き回 
してください。 

車載用ＤＶＤプレーヤー 
(ＴＲ-ＤＶＰ１5)

車載用ビデオ/カーナビ 
 

映像/音声コード 

 

または 

チューナーユニット（後） 

ANTENNA 
アンテナ入力 

ビデオ入力 

　 

　 

　 

＋ － 

　パーキングブレーキリードの接続　 

運転者からテレビが見える位置に取り付ける場合 

パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。　 
　サイドブレーキ　 

　圧着式コネクターの接続　 

付属の圧着式コネクターは２種類使用しています。 
お買い上げいただきました現物を確認していただき、次のいずれか（タイプ（A）、タイプ（B））の図を 
参照し、接続してください。 

電源側パーキングブレ 
ーキスイッチリード 

リードの先端がこの 
部分に突き当たる 
まで差し込む。 

パーキングブレーキ 
入力リード（灰） 

※接続するリードが細い場合（0.3mm2以下）、接触が不十分になりますのでご注意ください。 

　車載用カラーカメラと接続する場合　 

　カメラ強制入力リード  緑  の接続 ）  （ 

入力切換 

押すごとに切換わります。 

パーキングブ 
レーキ入力リ 
ード（灰）の 
先端に圧着式 
コネクターを 
取り付けます。 

パーキングブレーキ入力リー 
ド（灰）の先端をコネクター 
の穴に通します。 

圧着式コネク 
ターを電源側 
パーキングブ 
レーキスイッ 
チリードに接 
続します。 

  リード線がコネクターから　 
  抜けないように注意しなが 
  らペンチなどでエレメント　 
  を押し込みます。 

 “パチン”と音がする 
　までカバーをかぶせる。 

白 緑 

白 緑 
白 緑 

　フットブレーキ　 

エレメント カバー 

運転者からテレビが見えない位置（助手席方向専用に固定または後席専用）に取り付けた場合 

チューナーユニット 
アースリードと一緒に車体の 
金属部へ接続してください。 

パーキングブレーキ入力リード（灰） 

パーキングブレーキ 
入力リード（灰） 

電源側 
パーキングブレーキ 
スイッチリード 

ここまで通す 

カメラ強制入力リード（緑） 

切断する 

バックランプ 
圧着式コネクター 

バックランプを 
確認してく 
ださい。 

バックランプ 
取り付け部の裏側から 
取り出します。 

バッテリー  部分は、圧着式 
コネクターを使用して車両側 
電源コードと接続する場合、 
端子を切り離すことを示します。 

注） 

部分は、圧着式コネ
クターを使用して
TW-CC150B側白
リードと接続する場
合、端子を切り離す
ことを示します。 

注） 

白 

映像用ケーブル 
（カメラに付属） 

圧着式コネクター 
（カメラに付属） 

映像用ケーブル 
（カメラに付属） 

カメラ 
コントローラー 

カメラ 
コントローラー 

・TW-CC150Bの場合 

・TW-CC200BAの場合 

カメラ 

… 

… 

パーキングブレーキ 
スイッチ ブレーキランプ 

バッテリー 

車体 

圧着式コネクター 

チューナー 
ユニットより 

パーキングブレーキ接続リード（灰） 
パーキングブレーキを引いたときボディへアース  
パーキングブレーキを戻したとき１２Vの電圧が  
加わるリード線に接続 

青 

茶/白 

桃/白 

橙 

白 

緑 

灰 

映像 左－音声－右 

タ
イ
プ 

(A)

タ
イ
プ 

(B)

（TW-CC150Bを接続する場合） 

シフトレバーをリバース（R）に入れたとき点灯するバックランプ（後退灯、透明レンズが付いたラ
ンプ）の ＋ 線にカメラ強制入力リード（緑）を接続してください。 

・本機は１２Ｖ車専用です。 
・コネクターはまっすぐ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。 
・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 
　　ヒーターダクトの近くなど温風の当たるところ、 
　　カーペットの下などで熱がこもるところ。 
・ＦＭワイヤレス付テレビを２台接続する場合、２台目 
   のテレビのＦＭワイヤレスはＯＦＦにしてください。  
 （同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉により  
   音が出なくなります。） 
 

付属 

別売 

別売 

別売 

付属 

別売 

または 

ＲＧＢ ビデオ テレビ カメラ 

・カメラ映像入力端子にカラー 
カメラを接続した場合　 
　　　　を1秒以上押してシステ 
　ム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒  
　カメラ入力モード設定から「カ 
　メラ設定」を選択してください。 
　詳しくは取扱説明書の50ページ 
　をご参照ください。　 
 

シフトレバーをリバース（R）に 
入れるとテレビ電源のON/OFFに 
関係なく自動的にカメラの映像が 
出ます。 

… 

自動操作の場合 

お願い 

カメラ 

チューナーユニット（前） カメラ映像入力 

POWER 
電源 

DISPLAY UNIT 
ディスプレイユニット 

RGB

拡張AV出力 

手動操作の場合 

POWER 
電源 

DISPLAY UNIT 
ディスプレイユニット RGB

赤 

黒 

紫 

お願い 

「カメラ強制入力リード（緑） 
の接続」をご参照ください。 

切断 
する 

POWER 
電源 

DISPLAY UNIT 
ディスプレイユニット RGB

電源 
映像 
出力 

カメラ入力 



カメラ映像入力 

接続のしかた 

オーディオ 
アンプなど 
との接続用 

ＤＶＤプレ 
ーヤーとの 
接続用 

オーディオアンプコントロール出力 
（テレビＯＮ時１２Ｖを出力） 

ＤＶＤプレーヤーコントロール出力 
（Ｌ/ＤＶＤプレーヤーＯＮ） 
ＤＶＤプレーヤーＯＮ入力 
（５～１２Ｖ） 

ナビミュート入力 カーナビと 
の接続用 

車載用カラ 
ーカメラと 
の接続用 

ＯＮ/ＯＦＦ出力 
 
カメラ強制入力 

パーキングブレーキ入力 

アクセサリー電源（ACC電源）入力 
（ＤＣ１２Ｖ入力） 
エンジンキーを抜いたとき電源が切れるカーラ 
ジオ、シガーライター用電源（+）へ接続してくだ 
さい。 
常時電源が入っている個所には接続しない！ 

アース 
（車体の金属部分へ接続してください。） 

 通
常
は
こ
の
３
本
を
接
続
し 

て
く
だ
さ
い
。 

ＦＭワイヤレスアンテナ 
線をのばし音が最も大きく、かつ雑 
音が出ない場所へ引き回してくださ 
い。 

注意 
3A以外は 
使用しない 

先端は何も接続しません。 

コネクターを外すとき 
は 
ストッパーを押しながら 
引き抜いてください。 ディスプレイユニット 

ディスプレイ～チューナー接続ケーブル 
　　 （長さ：２．５ｍ） 
アンテナケーブルからできるだけ離し、引き回 
してください。 

ケーブルの長さが届かない場合は 
別売のディスプレイユニット延長ケーブル　  
（TW-BLTC６３、長さ：３ｍ）をお求めください。 

お知らせ 

・ナビミュートとは・・・　 
　カーナビ以外の画面を表示しているとき、 
　交差点拡大などの表示をさせるタイミング 
　でテレビ内蔵スピーカーの音声が自動的に 
　カーナビの音声に切り換わる機能をいいます。　 
 （パナソニックのカーナビとのシステムアップ 
　のときのみはたらきます。） 
・ →は信号の流れを示します。 

チューナーユニット(前） 

（Ｌ/カメラＯＮ、５Ｖ/カメラＯＦＦ） 
 
（Ｌ/カメラＯＦＦ、５Ｖ/カメラＯＮ） 

拡張ＡＶ出力端子 
に接続した２台目 
のテレビ 

映像/音声コード 

映像 左－音声－右 

ダイバーシティアンテナ 
 

このプラグはどのアンテナ 
入力端子に接続しても 
さしつかえありません。 
 

テレビ画面への妨害を防 
ぐため、アンテナのケー 
ブルは他のケーブルから 
できるだけ離し、引き回 
してください。 

車載用ＤＶＤプレーヤー 
(ＴＲ-ＤＶＰ１5)

車載用ビデオ/カーナビ 
 

映像/音声コード 

 

または 

チューナーユニット（後） 

ANTENNA 
アンテナ入力 

ビデオ入力 

　 

　 

　 

＋ － 

　パーキングブレーキリードの接続　 

運転者からテレビが見える位置に取り付ける場合 

パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。　 
　サイドブレーキ　 

　圧着式コネクターの接続　 

付属の圧着式コネクターは２種類使用しています。 
お買い上げいただきました現物を確認していただき、次のいずれか（タイプ（A）、タイプ（B））の図を 
参照し、接続してください。 

電源側パーキングブレ 
ーキスイッチリード 

リードの先端がこの 
部分に突き当たる 
まで差し込む。 

パーキングブレーキ 
入力リード（灰） 

※接続するリードが細い場合（0.3mm2以下）、接触が不十分になりますのでご注意ください。 

　車載用カラーカメラと接続する場合　 

　カメラ強制入力リード  緑  の接続 ）  （ 

入力切換 

押すごとに切換わります。 

パーキングブ 
レーキ入力リ 
ード（灰）の 
先端に圧着式 
コネクターを 
取り付けます。 

パーキングブレーキ入力リー 
ド（灰）の先端をコネクター 
の穴に通します。 

圧着式コネク 
ターを電源側 
パーキングブ 
レーキスイッ 
チリードに接 
続します。 

  リード線がコネクターから　 
  抜けないように注意しなが 
  らペンチなどでエレメント　 
  を押し込みます。 

 “パチン”と音がする 
　までカバーをかぶせる。 

白 緑 

白 緑 
白 緑 

　フットブレーキ　 

エレメント カバー 

運転者からテレビが見えない位置（助手席方向専用に固定または後席専用）に取り付けた場合 

チューナーユニット 
アースリードと一緒に車体の 
金属部へ接続してください。 

パーキングブレーキ入力リード（灰） 

パーキングブレーキ 
入力リード（灰） 

電源側 
パーキングブレーキ 
スイッチリード 

ここまで通す 

カメラ強制入力リード（緑） 

切断する 

バックランプ 
圧着式コネクター 

バックランプを 
確認してく 
ださい。 

バックランプ 
取り付け部の裏側から 
取り出します。 

バッテリー  部分は、圧着式 
コネクターを使用して車両側 
電源コードと接続する場合、 
端子を切り離すことを示します。 

注） 

部分は、圧着式コネ
クターを使用して
TW-CC150B側白
リードと接続する場
合、端子を切り離す
ことを示します。 

注） 

白 

映像用ケーブル 
（カメラに付属） 

圧着式コネクター 
（カメラに付属） 

映像用ケーブル 
（カメラに付属） 

カメラ 
コントローラー 

カメラ 
コントローラー 

・TW-CC150Bの場合 

・TW-CC200BAの場合 

カメラ 

… 

… 

パーキングブレーキ 
スイッチ ブレーキランプ 

バッテリー 

車体 

圧着式コネクター 

チューナー 
ユニットより 

パーキングブレーキ接続リード（灰） 
パーキングブレーキを引いたときボディへアース  
パーキングブレーキを戻したとき１２Vの電圧が  
加わるリード線に接続 

青 

茶/白 

桃/白 

橙 

白 

緑 

灰 

映像 左－音声－右 

タ
イ
プ 

(A)

タ
イ
プ 

(B)

（TW-CC150Bを接続する場合） 

シフトレバーをリバース（R）に入れたとき点灯するバックランプ（後退灯、透明レンズが付いたラ
ンプ）の ＋ 線にカメラ強制入力リード（緑）を接続してください。 

・本機は１２Ｖ車専用です。 
・コネクターはまっすぐ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。 
・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 
　　ヒーターダクトの近くなど温風の当たるところ、 
　　カーペットの下などで熱がこもるところ。 
・ＦＭワイヤレス付テレビを２台接続する場合、２台目 
   のテレビのＦＭワイヤレスはＯＦＦにしてください。  
 （同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉により  
   音が出なくなります。） 
 

付属 

別売 

別売 

別売 

付属 

別売 

または 

ＲＧＢ ビデオ テレビ カメラ 

・カメラ映像入力端子にカラー 
カメラを接続した場合　 
　　　　を1秒以上押してシステ 
　ム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒  
　カメラ入力モード設定から「カ 
　メラ設定」を選択してください。 
　詳しくは取扱説明書の50ページ 
　をご参照ください。　 
 

シフトレバーをリバース（R）に 
入れるとテレビ電源のON/OFFに 
関係なく自動的にカメラの映像が 
出ます。 

… 

自動操作の場合 

お願い 

カメラ 

チューナーユニット（前） カメラ映像入力 

POWER 
電源 

DISPLAY UNIT 
ディスプレイユニット 

RGB

拡張AV出力 

手動操作の場合 

POWER 
電源 

DISPLAY UNIT 
ディスプレイユニット RGB

赤 

黒 

紫 

お願い 

「カメラ強制入力リード（緑） 
の接続」をご参照ください。 

切断 
する 

POWER 
電源 

DISPLAY UNIT 
ディスプレイユニット RGB

電源 
映像 
出力 

カメラ入力 
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