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発売元：

取付作業者用

AV一体型ナビゲーション取付説明書

2150120

このたびは、スズキ純正用品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はAV一体型ナビゲーションの取付方法について記載してあります。
取付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けられたものについては、
取付作業者の責任となります。
取付け後は、本書および「取扱説明書」を必ずお客様にお渡しください。

安全に関する表示
この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。
「 警告」、「 注意」、「 アドバイス」のところは、とくにしっかりお読みください。

警告 取付け、取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大
な傷害を生じる可能性が想定される内容を示しています。

注意 取付け、取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、傷害を負う可能
性がある内容、または物的損害の発生が予想される内容を示しています。

アドバイス この用品のために守っていただきたいこと、および、知っておくと便利な
ことを示しています。

品番および適用車種

品　　番 適　用　車　種 適　用　年　式

99000-79Y51
99000-79Y52

アルト 型式 HA25S、HA25V、HA35S 2009年 12月～
エブリイ 型式 DA64W、DA64V 2005年 8月～
ジムニー 型式 JB23W 2004年 10月～
ラパン 型式 HE22S 2008年 11月～
MRワゴン 型式 MF33S 2011年 1月～
パレット 型式 MK21S 2008年 1月～
ワゴンR 型式 MH23S 2008年 9月～
エスクード 型式 TDA4W 2008年 6月～
ジムニーシエラ 型式 JB43W 2004年 10月～
キザシ 型式 RE91S、RF91S 2009年 10月～
ランディ 型式 SC26、SNC26 2010年 12月～
ソリオ 型式 MA15S 2011年 1月～
スプラッシュ 型式 XB32S 2008年 10月～
スイフト 型式 ZC72S、ZD72S、ZC32S 2010年 9月～
SX4 型式 YA11S、YB11S、YC11S 2006年 7月～

エブリイ（商用車種）に取り付ける場合は、別途ナビ信号延長ハーネス（99000-990A2-NA1）
が必要です。

ランディに取り付ける場合は、別途ハーネスキット（99000-79X64）が必要です。

キザシ及びスイフトに取り付ける場合は、別途アンテナケーブル（99000-79W72）が必要です。

キザシには99000-79Y52の設定はありません。

注意
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構成部品

No. 部　品　名　称
数量

79Y51 79Y52
q ナビゲーション本体 1 1
w 六角ネジ（5×8W） 8 8
e トリムパネル 1 1
r 電源コード 1 1
t アースケーブル 1 1
y GPSアンテナ 1 1
u AVコード【注1】 1 1
i ナビ信号ハーネス 1 1
o ハーネス固定テープ 15 10
!0 ワイヤーバンド 10 10
!1 miniB-CASカード 1 1
!2 クリーナー 2 1
!3 フィルムアンテナ（A） 2 1
!4 フィルムアンテナ（B） 2 1
!5 アンテナケーブル（A） 2 1
!6 アンテナケーブル（B） 2 1
!7 保護クッション 3 3
!8 USBケーブル 1 ―
!9 マイク 1 ―
@0 コードクランプ（マイク用） 5 ―
@1 取扱説明書 3 1
@2 取付説明書 1 1
@3 注意書 1 1
@4 保証書 1 1
@5 クーポン券 1 ―保証書 クーポン券取付 注意書取扱

取付けに必要な工具類
+ドライバー ニッパー ラジオ

ペンチ
ハンディ
リムーバー-ドライバー

はさみ ビニール
テープ 定規

■0ワイヤーバンドは、必要に応じてご使用く
ださい。

【注1】uAVケーブルの「VIDEO OUT」端子は、
99000-79Y51にはありますが、99000-
79Y52にはありません。



頁　4／92

取付け上の留意点

前方の視界を妨げる場所やハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作を
妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けな
いでください。交通事故やけがの原因となります。
エアバッグ（SRSデュアルエアバッグ、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッ
グ等）が装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部およ
び作動時の妨げになるような場所には取り付け、または配線しないでください。
 万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取り付け位置の安全性を
考慮し、販売店にご相談の上、取り付け位置を決めてください。）
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でください。
 誤って、飲み込むおそれがあります。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。
本機を取り付けるときやアースを取るときに、車体のボルトやナットを使用する場合
は、ハンドル・ブレーキ系統やタンクなどの保安部品は絶対に使用しないでください。
 これらを使用しますと制動不能や発火の原因となります。
電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にやめてください。
 電源コードの電流容量がオーバーし、火災・感電の原因となります。
『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に専用ケー
ブルを固定しないでください。
本機は12V車専用です。24Vの車（トラック、バスなど）では使用しないでください。
火災などの原因となります。 
車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認
の上、これらと干渉や接触することがないよう注意してください。火災の原因となります。
配線作業中は、バッテリーの-端子を外してください。ショート事故による感電やけ
がの原因となります。
コード類は、運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。
 ハンドルやシフトレバー・ブレーキペダルなどに巻付くと危険です。
取付けや配線が終わったら、ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカー、ワイパー
など、全ての電装品が正しく動くことをお確かめください。交通事故の原因となります。
接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁テープを巻い
て絶縁してください。ショートにより火災・感電の原因となります。
ヒューズを交換する時は、必ず規定容量のヒューズを使用してください。
 規定容量を超えるヒューズを使用すると火災の原因となります。
説明書にしたがって、正しく配線してください。正規の接続を行わないと、火災や事
故の原因となることがあります。
貼付許容範囲内に取り付けてください。国土交通省の定める保安基準に適合する位置・
寸法（貼付許容範囲内）に貼り付けないと、道路交通法違反となります。
　貼付許容範囲については、「貼り付け位置例」をご覧ください。
本機を分解したり、改造しないでください。
 事故・火災・感電の原因となります。

警告

禁止

強制・指示

分解禁止
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雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取付け
はさけてください。本機に水や湿気・ほこりが混入しますと発煙や発火の原因となる
ことがあります。
振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取付けはさけてください。
外れて事故やけがの原因となることがあります。
本機の通風孔や放熱板をふさがないでください。通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱
がこもり、火災の原因となることがあります。
miniB-CASカードをSDメモリーカード挿入口に差し込まないでください。
 miniB-CASカードが取り出せなくなり、故障の原因となることがあります。
指定されているユニット以外は接続しないでください。
 火災や故障の原因となることがあります。
車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らないでください。
 コネクター外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。
専用ケーブルは、高熱部を避けて配線してください。
本機の取付け・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずスズキ代理店
またはスズキ代理店が指定した販売店に依頼してください。
必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、本機内
部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。
車体やねじ部分・シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないように注意してく
ださい。断線やショートにより、事故や感電・火災の原因となることがあります。
はがれないようにしっかり取り付けてください。取り付け部の接着が弱いと、走行中
にはがれて、事故やけがの原因になります。時々点検してください。
安全のため、パーキングブレーキをかけないと、テレビ・DVDビデオを見る事はでき
ません。
専用ケーブルは、板金エッジ、樹脂バリ及び可動部に干渉しないように配線してくだ
さい。
コネクターは、カチッと音がするまで確実にはめ込んでください。
コネクターを外す際はリード線を引っ張らず、コネクターを持って外してください。
DVD、CDの出し入れは、シフトレバーが「P」の位置で行ってください。

注意

強制・指示

取付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。

車からの振動を抑えるため、しっかりと固定してください。

アドバイス

禁止



頁　6／92

GPSアンテナの取付方法（全車共通）下記の要領で、各車の取付場所に取り付けてください。

取付要領 取付作業

ダッシュボード

はく離紙をはがす

GPSアンテナ

GPSアンテナ

（1）yGPSアンテナのはく離紙をはがし、ダッシュ
ボード（左図参照）に貼り付けてください。

（2）ピラーのトリムを取り外してください。
（3）付属のyGPSアンテナのコードをピラーから

インパネ方向へ引き回してください。
（4）ピラーのトリムを元に戻してください。

ダッシュボードのyGPSアンテナを貼り付ける
面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてくだ
さい。汚れ等が残っていると、接着力が低下しま
す。

アドバイス

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーのマイナス端子を外しておいてください。
この際、マイナス端子がプラス端子と接触しないようにご注意ください。

オーディオやナビゲーションが取り付けてある車では、バッテリー端子を外すとこれらのメモリーが全
て消えてしまうことがあります。
このような場合は、配線・取付け終了後、もう一度メモリーを設定してください。

アドバイス

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。
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隙間

隙間

ナビゲーションを取付け、ガーニッシュを取付けた後、
必ずナビゲーションのモニター部とガーニッシュの上下
左右の隙間を確認してください。隙間がないと、モ
ニターの開閉時にガーニッシュと擦れたり、特に下側
に隙間がない場合は、モニターの開閉はできてもチ
ルトができないという症状が発生します。
チルト＝ ▲ (OPEN)ボタンを押し、画面上の
 ▲ または

▲

ボタンをタッチする度に
モニター部が傾き、5段階の角度設定が
できます。

隙間がおかしい場合は、ブラケットを固定してい
るネジ、ブラケットにナビゲーションを固定して
いるネジを緩め調整してください。

ナビ信号ハーネスの
　5ピンコネクター

5ピンコネクター
（白色）

※エブリイはタイプによって接続方法が異なりま
す。
　車種別取付要領を（頁29／92）ご覧ください。

スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法

ナビゲーション取付けにおける注意点（全車共通）

車両のオーディオ取付スペースの20ピンコネクターの近くにある5ピンコネクター（白色）に、付
属のiナビ信号ハーネスの5ピンコネクターを接続してください。

!1miniB-CASカードは、地上デジタルテレビ放送を受信する為に必要なカードです。
パッケージを開封することで「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意したとみなされますの
で、!1miniB-CASカードのパッケージは開封せずに、取扱説明書および注意書と一緒に車両のグロー
ブボックス等に入れ、お客様へ渡してください。

miniB-CASカードについて

miniB-CASカード
［開封しないでください］

※ 図は「カード台紙」（例）です。
※ 台紙の大きさ／印刷内容は、予告なく変更になる場合があります。
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取付要領 取付作業

メーターパネル

マイク

ステアリングコラムカバーの左図の位置に!9マイ
クを貼付けます。
メーターパネルがひとつのものはコラムカバーの
真中付近の平らな面に貼付けてください。
各メーターが下図のようにわかれているものは各
メーター間の平らな面に!9マイクを貼付けてくだ
さい。

!9マイクは、メーターパネル表示部の視界を妨げ
ない所に設置してください。

注意

メーターパネル

マイク

コードを@0コードクランプ（マイク用）で固定し
ます。

ステアリングがチルト又はテレスコピックする
車種に!9マイクを配線する際、コードが引っ
張られたり噛み込んだりしないよう十分注意し
て配線してください。
配線後にステアリングのチルト又はテレスコ
ピック操作を行い、コードと干渉しないことを
確認してください。

注意

ステアリングコラムカバー

マイク

コードクランプ
  （マイク用）

コードクランプ
  （マイク用）

マイクの取付方法（全車共通）【99000-79Y51のみ】

ステアリングコラムカバー

コードクランプ
  （マイク用）
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取付要領 取付作業

USBケーブルの取付方法（全車共通）【99000-79Y51のみ】

!8USBケーブルを左図のように配線してくださ
い。

USBケーブル

1

ハーネス固定テープ

グローブ
ボックス

200mm

※ ハーネス固定テープは半分又は3等分にカットして
　使用してください。

※本イラストはグローブボックスを裏側から見た状態です。

USBケーブル

（1） グローブボックス内に!8USBケーブルが約
200mm残るように、グローブボックス裏面
にoハーネス固定テープで固定してくださ
い。

（2） !8USBケーブル先端をグローブボックス内に
収納してください。

板金エッジ、樹脂エッジ及び可動部に干渉しない
ように配線、固定してください。

注意

別売のUSB接続ケーブル（99000-79X48）を装着する場合は!8USBケーブルの取り付けは出来ま
せん。

注意

2
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●!3フィルムアンテナ(A)および!4フィルムアンテナ(B)は、検査標章・点検整備済ステッカーと重
ならないように貼り付けてください。（目安としてセラミックラインの端から110mm程度離した
位置です。）

●!3フィルムアンテナ(A)および!4フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウの車内側に貼り付
けてください。それ以外の場所には貼り付けないでください。

検査標章
セラミックライン110mm程度 110mm程度

10mm以上 10mm以上

下端から25mm
（貼付許容範囲）

セラミックライン

点検整備済
ステッカーなど

セラミックライン

給電部a
給電部a

※アルト、ワゴンR ※アルト、ワゴンR
　以外

※アルト、ワゴンR
　以外

※アルト、ワゴンR

110mm
程度

110mm
程度

給電部（図中の ）は、必ず貼付許容範囲内（　　　部）に貼り付けてください。
貼付許容範囲内外に貼り付けると、車検に不適合となります。

■貼付許容範囲について

※セラミックライン…フロントウインドウ端の黒い部分、および黒いドット（点々のこと）部分

a

■フロントウインドウの側面に取り付ける際、アルト、ワゴンR以外の車両の場合は、給電部の端をセラミックラインの端に合わせ、
　アルト、ワゴンRの場合は、エレメントの外側の端をセラミックラインの端に合わせて貼り付けてください。

フィルムアンテナ(A)
および
フィルムアンテナ(B)

フィルム
　アンテナ(B)

フィルム
　アンテナ(B)

フィルム
　アンテナ(B)

フィルム
　アンテナ(A)

フィルム
　アンテナ(A)

フィルム
　アンテナ(A)

フィルムアンテナの取付方法
取付準備作業
●貼り付け・配線をするためには、フロントウインドウ周りの内装を一時的にとりはずす必要が
ありますので、ご了承ください。
●必ずフロントウインドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。
　 保安基準

※
に適合させるため、本書をよくお読みのうえ、正しく貼り付けてください。

　※保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運
輸省（当時）告示第820号をいいます。

　 本商品はフロントウインドウ専用です。それ以外の場所（リアウインドウなど）に貼り付け
ると受信感度が低下します。

●水などでダッシュボードを汚さないように、布やシートなどで覆ってください。
●アンテナの表面保護用ビニールをはがしたあと、アンテナ貼付面には手をふれないでください。
指紋やゴミが付着し、とれません。
一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼りなおしできません。

車検適合させるため、また、性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に貼り付けてください。
!3フィルムアンテナ(A)および!4フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウ上面および側面に
取り付けてください。側面の貼付位置は車種によって異なります。下図を参照してください。

貼り付け場所
【99000-79Y51の場合】
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●!3フィルムアンテナ(A)および!4フィルムアンテナ(B)は、検査標章・点検整備済ステッカーと重
ならないように貼り付けてください。（目安としてセラミックラインの端から110mm程度離した
位置です。）

●!3フィルムアンテナ(A)および!4フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウの車内側に貼り付
けてください。それ以外の場所には貼り付けないでください。

検査標章
セラミックライン

下端から25mm
（貼付許容範囲）

セラミックライン

点検整備済
ステッカーなど

セラミックライン

給電部a

110mm
程度

110mm
程度

給電部（図中の ）は、必ず貼付許容範囲内（　　　部）に貼り付けてください。
貼付許容範囲内外に貼り付けると、車検に不適合となります。

■貼付許容範囲について

※セラミックライン…フロントウインドウ端の黒い部分、および黒いドット（点々のこと）部分

a

フィルムアンテナ(A)
および
フィルムアンテナ(B)

フィルム
　アンテナ(B)

フィルム
　アンテナ(A)

車検適合させるため、また、性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に貼り付けてください。
!3フィルムアンテナ(A)および!4フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウ上面に取り付けて
ください。

【99000-79Y52の場合】
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フィルムアンテナの取付方法（全車共通）
　下記の要領で、各車の取付場所に取付けてください。

フロントピラー
インナートリム

〈車内から見た図〉

フロントウインドウ横のフロントピラーインナー
トリム左右を取り外します。
フロントピラーインナートリムは、クリップや、
ネジ等で固定されており、無理に外すと破損した
り変形することがあります。

※キザシ、スイフト及びSX4の場合は、
 次頁（頁13／92～15／92）をご覧ください。

取付要領 取付作業

1

※エレメント貼り付けについてご注意

エレメントのはくり紙は、エレメントののりの強さとフィルムののりの強さでバランスをとっていま
すが、エレメントが細いためまれに移行がうまくいかないことがあります。その場合はあせらず、一
度元の状態に戻し、強くこすり付けてからやり直してください。

エレメント貼り付け直後（3時間以内）は貼り付けたエレメントにガラスクリーナー等を吹きつけたり、
エレメントの上から直接ガラスを拭いたりしないでください。また、エレメント上を直接拭くときは
時間にかかわらず、柔らかい布等を使用し、エレメントに傷が付かないよう注意してください。

注意

※以降の取付説明書イラストは、フロントウインドウの左側（縦向き）に取付ける際のイラストになって
います。フロントウインドウの左側（横向き）、および右側（縦向き、横向き）に取付ける際は、90°
回転または、対称になります。
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取付要領 取付作業

※キザシの場合

1-1

フロントピラー
インナートリム

フロントウインドウ横のフロントピラーインナー
トリム左右を取り外します。

クリップ（下部）

クリップ（下部）

フロントピラー
インナートリム

ロック

ロック

※フロントピラーインナートリム取付方法

・ フロントピラーインナートリム左右を取り外す
際は、q上部のクリップ部を車両内側に向けて
外し、w下部のクリップ部を上にスライドさせ
取り外してください。

・ 取り外し時にw下部のクリップは車体側に残り
ます。

注意

・ フロントピラーインナートリム左右を取り付け
る際は、車体に残ったクリップ（下部）を外し、
フロントピラーインナートリムにはめてから取
り付けてください。この時、クリップのロック
部を押さえて外してください。無理な力を加え
て外した場合は、クリップを新品に交換してく
ださい。

・ クリップ（下部）をフロントピラーインナート
リムに取り付ける際は、スライドさせて確実に
固定させてください。

・ クリップ（下部）が車体側に残ったまま、フロ
ントピラーインナートリムを取り付ける事はで
きません。

注意
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取付要領 取付作業

※スイフト（カーテンエアバッグ装着車）の場合

1-2

フロントピラー
インナートリム

フロントウインドウ横のフロントピラーインナー
トリム左右を取り外します。

・ ここでは、カーテンエアバッグ装着車における
フロントピラーインナートリムの取り外し方法
を示します。

・ フロントピラーインナートリム左右を取り外す
際は、q上部のクリップ部を車両内側に向けて
外し、w下部のクリップ部を上にスライドさせ
取り外してください。

・ 取り外し時にw下部のクリップは車体側に残り
ます。

注意

クリップ（下部）

クリップ（下部）

フロントピラー
インナートリム

※フロントピラーインナートリム取付方法

・ フロントピラーインナートリム左右を取り付け
る際は、車体に残ったクリップ（下部）を外し、
フロントピラーインナートリムにはめてから取
り付けてください。この時、クリップのロック
部を押さえて外してください。無理な力を加え
て外した場合は、クリップを新品に交換してく
ださい。

・ クリップ（下部）をフロントピラーインナート
リムに取り付ける際は、スライドさせて確実に
固定させてください。

・ クリップ（下部）が車体側に残ったまま、フロ
ントピラーインナートリムを取り付ける事はで
きません。

注意
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フロントピラー
インナートリム
フロント

※カーテンエアバッグ車　：ボルト
　カーテンエアバッグ無車：クリップ

フロントピラー
インナートリムリヤ

※SX4の場合

フロントウインドウ横のフロントピラーインナー
トリムフロント左右とフロントピラーインナート
リムリヤ左右を取り外します。
フロントピラーインナートリムフロントを外して
からフロントピラーインナートリムリヤを取り外
してください。

※フロントピラーインナートリムリヤの固定方法は
カーテンエアバッグの有無により異なります。

1-3

取付要領 取付作業

（1）頁10／92または11／92を参照して貼り付け位
置を決めてください。

（2）位置決めのためのマーキング（セロハンテー
プなど）を貼り付けてください。

2

フロントピラートリム

マーキング（セロハンテープなど）

（1）フロントウインドウの汚れ（ゴミ・油など）
やくもり止めを付属の!2クリーナーで拭き
取ってください。

3 マーキング（セロハンテープなど）

クリーナー

ガラス面が完全に乾いていない状態ですと貼り
付かない恐れがありますので、ガラスは十分に
乾いた状態にしてから作業を行ってください。

ガラス面に水分が残っているとエレメントが貼
り付きません。冬場などは霜取り(デフ）及びガ
ラス面を暖めて(20℃以上）から作業を開始し
てください。またフィルム自体も暖めてくださ
い。

界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでく
ださい。エレメントがガラスに貼り付かなくな
ります。

注意

位置決めのためのマーキング（セロハンテープな
ど）は、車外側のフロントウィンドウに貼り付け
てください。

注意
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取付要領 取付作業

Ⅰのタグを持ってゆっくりとセパレータをはがし
てください。

4

B

給電部

ここからはがす

Ⅰのタグ

セパレータ

エレメント

セパレータを急に剥がしたり、エレメントを強
く曲げたりしないでください。エレメントが断
線したり、エレメントがセパレータに残る恐れ
があります。

セパレータを剥がした後は、のり面（エレメン
ト色黒色の方側）に指紋やほこりなどがつかな
いように注意してください。エレメントが貼り
付かなくなります。

注意

（1）車内から文字（ı）が読めることを確認して
からマーキング（セロハンテープ）に合わせて
横方向のエレメントを貼り付けてください。

5

マーキング
（セロハンテープなど）

セラミックライン
B

空気が入ったり、しわが寄ったりしないように端
から貼り付けてください。

一度エレメントがガラスに貼り付くと貼り直し
はできませんのでご注意ください。

注意

Ⅱのタグを持ってフィルムからゆっくりとセパ
レータをはがしながら、縦方向のエレメントを貼
り付けてください。

6

B

Ⅱのタグ

マーキング
（セロハンテープなど）

セパレータ

Ⅱのセパレータをはがす際に途中で止めると、エ
レメント部に白濁が残ります。スムーズに加圧し
ながら貼り付けてください。

注意
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取付要領 取付作業

（1）全面貼り付け後、エレメント上を強く押さえ、
しっかりと密着させてください。

7

給電部は気泡が残りやすいので念入りに加圧し
てください。

この時、給電部に気泡が残っているとその部分
が剥がれ易くなりますのでご注意ください。

加圧が不足するとフィルムをはがす際にエレメ
ントがはがれたり断線する恐れがあります。

フィルムをフロントウインドウに貼り付けた状
態で車外から貼付部に気泡が残っていないか確
認し、残っている場合は再度その部分を加圧し
て気泡がなくなることを確認してください。

貼付直後はエレメントにガラスクリーナー等を
吹き付けたり、エレメントの上からガラスを拭
いたりしないで下さい。また時間に関わらず、
エレメント上を直接拭くときは柔らかい布等を
使用してパターンが傷付かないように注意して
下さい。

注意

Ⅲのタグを持ってフィルムをゆっくりとはがして
ください。

8

B

Ⅲのタグ

フィルム

エレメント

エレメントがフロントウインドウに転写されて
いるのを確認しながらゆっくりとはがしてくだ
さい。

Ⅲのタグ以外のところよりはがさないでくださ
い。また、勢いよくはがさないでください。エ
レメントが断線する原因となります。

Ⅲのタグからゆっくりとはがしてもフィルムと
共にエレメントがはがれる（フロントウインド
ウに転写されていない）場合は、再度フィルム
をフロントウインドウに貼り付け、エレメント
を強くこすり直してください。

フィルムをはがした後はエレメントの給電部に
ふれないでください。皮脂により給電部がさび
て性能が低下する恐れがあります。

貼付完了後には柔らかい布等で上から押さえつ
けるように加圧してください。このとき、エレ
メント部を拭くような行為はやめて、押さえつ
けるだけにしてください。

注意

マーキング
（セロハンテープなど）

セラミックライン
B

（2）マーキングをはがしてください。
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!6アンテナケーブル(B)の給電端子のはくり紙を
はがして、エレメントの給電部の▲印と給電端子
の先端の突起部を合わせながら、給電端子をエレ
メントに取り付けてください。

合わせる

エレメント

給電端子

はくり紙
給電端子

エレメント

給電端子の突起部を、
エレメントの▲印に
合わせて貼り付ける 

アンテナケーブル(B)

!3フィルムアンテナ（A）に!5アンテナケーブル（A）
を、!4フィルムアンテナ（B）には!6アンテナケー
ブル（B）を取り付けてください。

注意

9
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取付要領 取付作業

10 15mm

60mm

100mm

ルーフライニング

カットした
保護クッション
を取り付ける

保護クッション

アンテナケーブル（B）

アンテナケーブル（B）

フイルムアンテナ（B）

カットした
保護クッション

アンテナケーブル（B）

 ※ !7保護クッションは以下の位置に取り付けた
フィルムアンテナのアンテナケーブルに取り
付けます。

 ジムニーシエラ以外
 ‒ フロントウインドウの左側（縦向き）
 ‒ フロントウインドウの右側（縦向き、横向き）

 ジムニーシエラの場合
 ‒ フロントウインドウの左側（縦向き）
 ‒ フロントウインドウの右側（縦向き）

（1） !7保護クッションを図に示す寸法にカットし
てください。

（2） !7保護クッションのはくり紙をはがして、!7

保護クッションを!6アンテナケーブル(B)の
ハーネス部分に貼り付けてください。なお貼
付位置は次頁（頁20／92～22／92）のイラス
トも参考にしてください。

※ ここまでの手順と同様に、フロントウインドウ左側（横向き）【99000-79Y51のみ】に!3フィルムアンテナ(A)
および!5アンテナケーブル(A)を、右側（縦向き）に!3フィルムアンテナ(A)および!5アンテナケーブル(A)を、右
側（横向き）【99000-79Y51のみ】に!4フィルムアンテナ(B)および!6アンテナケーブル(B)を取り付けてください。

カットした!7保護クッションは、アンテナケーブ
ルがルーフライニングのすき間から出てこないよ
うにするためにハーネス部分へ貼り付けます。

フィルムアンテナの取付位置に応じ、下表の枚数
を配分してルーフライニング内を通るハーネス部
分に貼り付けてください。

注意

（3） !6アンテナケーブル(B)をルーフライニング
内に押し込んでください。

アンテナ取付位置 !7保護クッション
の貼付枚数

フロントウインドウの
左側（縦向き） 1

フロントウインドウの
右側（縦向き） 4～5

フロントウインドウの
右側（横向き） 5～6

!7保護クッション部が確実にルーフライニング内
に納まるようにしてください。

注意

※ ジムニーシエラはフロントウインドウの左右
（縦向き）に取り付ける場合に!7保護クッショ
ンを左右各1枚貼り付けてください。
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取付要領 取付作業

配線のしかた

 3等分にカットしたoハーネス固定テープを使用して、!5アンテナケーブル（A）および!6アンテ
ナケーブル（B）を固定しながらナビゲーション本体まで配線してください。

コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめてください。ステアリングやシフト
レバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

警告

フロントピラー
トリム

フロントピラー
トリム

ハーネス
固定テープ

ハーネス固定テープ
又は　ワイヤーバンド

※ ハーネス固定テープは、3等分にカットして使用してください。

ハーネス
固定テープ

アンテナ
　ケーブル（A）

アンテナ
　ケーブル（A）

フィルム
　アンテナ（B）

フィルム
　アンテナ（B）

フィルム
　アンテナ（A）

フィルム
　アンテナ（A）

アンテナケーブル（B）保護クッション 保護クッション

ワイヤーバンド
　※ケーブル余長束ね位置

ナビゲーション

アンテナケーブル（B）

キザシに取り付ける場合は、ルームミラー上のカバーを取
り外してから配線してください。

ルーフライニングを変形させないように注意しながら、!7

保護クッションを巻いた!5アンテナケーブル(A)および!6

アンテナケーブル(B)をルーフライニングのすき間に押し
込んでください。

フロントピラーインナートリムを取り付けた際に!5アンテ
ナケーブル(A)および!6アンテナケーブル(B)をかみ込ま
ない位置に配線してください。

注意

面ファスナー

カバー

ルームミラー

ジムニーシエラ以外

【99000-79Y51の場合】
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ワイヤーバンド
　※ケーブル余長束ね位置

ハーネス
固定テープ

フィルム
　アンテナ（B）

フィルム
　アンテナ（A）

アンテナ
　ケーブル（A）

アンテナ
ケーブル（B）

フロントピラー
トリム

フロントピラー
トリム

フィルム
　アンテナ（A）

フィルム
　アンテナ（B）

アンテナ
　ケーブル（B）

アンテナ
ケーブル（A）

ハーネス固定テープ
又は　ワイヤーバンド

保護クッション 保護クッション

ハーネス
固定テープ

ワイヤーバンド
　※ケーブル余長束ね位置

ハーネス固定テープ
又は　ワイヤーバンド

ジムニーシエラの場合

【99000-79Y52の場合】

フロントピラー
トリム

ハーネス
固定テープ

ハーネス固定テープ
又は　ワイヤーバンド

※ ハーネス固定テープは、3等分にカットして使用してください。

フィルム
　アンテナ（B） フィルム

　アンテナ（A）

保護クッション 保護クッション

ワイヤーバンド
　※ケーブル余長束ね位置

ナビゲーション

アンテナケーブル（B）

アンテナケーブル（A）ジムニーシエラ以外
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AUX入力用AVコードの配線（全車共通）
付属のAUX入力用、uAVコードは、下記の要領で配線してください。

AV コード

（1） ナビゲーション後面中央の8ピンコネクタ（白
色）に、uAVコードのコネクタを接続します。

 ※ 「接続のしかた」頁 83／92～ 86／92参照
（2） uAVコードは助手席側よりフロアに降ろし、

フロアカーペットの下を助手席の下まで配線
します。

 助手席下のuAVコードは、RCA端子を外部
機器に接続できるようにカーペットの上へ出
しておいてください。

取付要領 取付作業

ワイヤーバンド
　※ケーブル余長束ね位置

ハーネス
固定テープ

フィルム
　アンテナ（B）

アンテナ
ケーブル（B）

フロントピラー
トリム

フロントピラー
トリム

フィルム
　アンテナ（A）

アンテナ
ケーブル（A）

ハーネス固定テープ
又は　ワイヤーバンド

保護クッション 保護クッション

ハーネス
固定テープ

ワイヤーバンド
　※ケーブル余長束ね位置

ハーネス固定テープ
又は　ワイヤーバンド

ジムニーシエラの場合
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取付要領 取付作業

ナビゲーション本体の取付方法

アルトの場合

1

コラムロアカバー

コラムロアカバーを取り外してください。

 シフトレバーを一番手前に引いた状態で作業を
行ってください。引かずに作業をすると、シフ
トレバーに傷が付くおそれがあります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意

アクセサリーソケットのコネクターを外し、セン
ターロアカバーを取り外してください。

2

アクセサリーソケットコネクター

センターロアカバー

スクリュー（2本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュ又は標準オーディオを取り外してくださ
い。
この時、オーディオ用コネクター及びアンテナ用
コネクターの接続を取り外してください。

3

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ
または、標準オーディオ

オーディオレス車の場合

ブラケットを固定しているスクリュー（4か所）
を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外
してください。

インパネセンターガーニッシュ

4
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取付要領 取付作業

スクリュー（左右各2個）を外し、ポケット及び目
かくしパネルをブラケット左右から取り外してく
ださい。

5

ポケット

目かくしパネル
ブラケット右ブラケット左

（1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

7

5ピンコネクター

20ピンコネクター

ラジオアンテナ
コネクター

トリムパネル 

電源コード

ナビ信号ハーネス

AVコード

ブラケット

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ブラケット

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

取付穴位置

六角ネジ（5×8W）

ナビゲーション本体

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

標準オーディオ装着車の場合

スクリュー（左右各2か所）を外して、ブラケッ
ト左右を標準オーディオから取り外してくださ
い。

ブラケット右

ブラケット左

標準オーディオ6

別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディ
オ交換ガーニッシュ）が必要です。

注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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取付要領 取付作業

8

インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体
 7で準備したqナビゲーション本体を、4で取
り外したスクリュー（4個）にてインパネセンター
ガーニッシュに取り付けてください。
標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）を使用してください。

（1）tアースケーブルを図のように配線し、片側
をオーディオ取付スペース左上の車両スク
リューと共締めしてください。

（2）tアースケーブルの反対側をナビゲーション
左側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

車両スクリュー ステアリング
サポートメンバー

ナビゲーション本体へ

アースケーブル

※左側面図

ブラケットナビゲーション本体

アースケーブル 六角ネジ（5×8W）

9

 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）が必要です。

 スクリューを確実に締め付けてください。

注意
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（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

アンテナプラグ 
20ピンコネクター 

5ピンコネクター 

10

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ11 （1） インパネセンターガーニッシュを取り付け、
スクリュー（2本）にて固定してください。

（2） アクセサリーソケットのコネクターを接続し、
センターロアカバーを取り付けてください。

（3） コラムロアカバーを取り付けてください。

取付要領 取付作業
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取付要領 取付作業

標準オーディオまたは
目かくしパネル

ポケット

スクリュー スクリュー
2 （1）ブラケットを固定しているスクリュー（4か

所）を取り外してください。
（2） 標準オーディオ装着車の場合：ブラケット（標

準オーディオ・ポケットがついたまま）を取
り出してください。この時、標準オーディオ
に接続されている車側の20ピンコネクター及
びアンテナプラグを外してください。
オーディオレス車の場合：目かくしパネルを
外し、ブラケット（ポケットがついたまま）
を取り出してください。この時、ポケットに
接続されている車側の20ピンコネクター及び
アンテナプラグを外してください。

インパネセンターガーニッシュを取り外してくだ
さい。

1 インパネセンターガーニッシュ

ポケット

ブラケット

3 標準オーディオ装着車の場合：スクリュー（左
右各4か所）を外して、標準オーディオをブラケッ
トから取り外してください。
 オーディオレス車の場合：スクリュー（左右各2
か所）を外して、ポケットをブラケットから取り
外してください。

エブリイの場合
ナビゲーション本体の取付方法

 シフトレバーを一番下げた状態で作業を行って
ください。シフトレバーに傷が付くおそれがあ
ります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意
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取付要領 取付作業

4

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

5ピンコネクター

電源コード

20ピンコネクター

ブラケット
ラジオアンテナ
コネクター

ナビ信号ハーネス
トリムパネル

AVコード

六角ネジ（5×8W）

ナビゲーション本体

（1）tアースケーブルを図のように配線し、片側
をオーディオ取付スペース左下の車両スク
リューと共締めしてください。

（2）tアースケーブルの反対側をナビゲーション
左側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

ナビゲーション本体へ

※左側面図

ブラケットナビゲーション本体

六角ネジ（5×8W）

アースケーブル車両スクリュー

アースケーブル

5

（1） r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2） iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3） uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体とブラケットを左右各4か所で止めてくだ
さい。

qナビゲーション本体に取にり付ける際、ブラ
ケットの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5） eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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20ピンコネクター ※5ピンコネクターアンテナプラグ

6 （1） ブラケットを取り付けたqナビゲーション本
体をインパネに挿入してください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。（頁83
／92または85／92を参照）

　※ 5ピンコネクターがあるのは乗用車種だけで
す。

（3） 付属のyGPSアンテナ及び!5!6アンテナケー
ブル(A)(B)をqナビゲーション本体に接続し
てください。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

取付要領 取付作業

スクリュー スクリュー

ブラケット

7 スクリュー（4個）にてブラケットをインパネに
固定してください。

インパネセンターガーニッシュ8 インパネセンターガーニッシュを取り付けてくだ
さい。

スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法

乗用車種の場合
オーディオ取付スペースの5ピンコネクターに接続します。（頁7／92参照）

商用車種の場合
別売のナビ信号延長ハーネス（99000-990A2-NA1）を使用して各信号線に接続します。
接続方法については、ナビ信号延長ハーネスの取付説明書を参照ください。
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ジムニー／ジムニーシエラの場合

取付要領 取付作業

（1）灰皿を取り外してください。
（2）スクリュー（2本）を外し、インパネセンター

ガーニッシュを取り外してください。
（3）ハザードスイッチコネクター及びシガライ

ターコネクターの接続を外してください。

1

インパネセンター
ガーニッシュスクリュー

ナビゲーション本体の取付方法

（1） ブラケットを固定しているスクリュー（4か
所）を取り外してください。

（2） 標準オーディオ装着車の場合：ブラケット（標
準オーディオ・ポケットがついたまま）を取
り出してください。この時、標準オーディオ
に接続されている車側の20ピンコネクター及
びアンテナプラグを外してください。

 オーディオレス車の場合：目かくしパネルを
外し、ブラケット（ポケットがついたまま）
を取り出してください。この時、ポケットに
接続されている車側の20ピンコネクター及び
アンテナプラグを外してください。

2 標準オーディオまたは
目かくしパネル

ポケット

スクリュー スクリュー

標準オーディオ装着車の場合：スクリュー（左
右各4か所）を外して、標準オーディオをブラケッ
トから取り外してください。

オーディオレス車の場合：スクリュー（左右各2
か所）を外して、ポケットをブラケットから取り
外してください。

3

ポケット

ブラケット

取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は
再使用します。紛失しないでください。

注意
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取付要領 取付作業

（1） r電源コードの20ピンコネクターとラジオアン
テナコネクターを、qナビゲーション本体後部
の20ピンコネクター部とラジオアンテナコネク
ター部に接続してください。（頁83／92または
85／92を参照）

（2） iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3） uAVコードをqナビゲーション本体後部の8ピ
ンコネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体とブラケットを左右各4か所で止めてくだ
さい。

4

5ピンコネクター

電源コード

20ピンコネクター

ラジオアンテナ
コネクター

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

ブラケット

ナビ信号ハーネス
トリムパネル

AVコード

六角ネジ（5×8W）

ナビゲーション本体

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

tアースケーブルの片側をナビゲーション左側面
の図示w六角ネジ（5×8W）で共締めしてくださ
い。

※左側面図

六角ネジ（5×8W）アースケーブル

ブラケットナビゲーション本体

5

 tアースケーブルの反対側は、手順7にてスク
リューで共締めします。

アドバイス

（5） eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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8

インパネセンター
ガーニッシュスクリュー

ハザードスイッチ インパネセンターガーニッシュ、ハザードスイッ
チのコネクター及びシガライターのコネクターを
取り外した時と逆の手順で取り付けてください。

取付要領 取付作業

7 ーュリクス

アースケーブル

スクリュー

ブラケット

スクリュー（4個）にてブラケットをインパネに
固定してください。この際tアースケーブルの反
対側を図示スクリューで共締めしてください。

6

アンテナプラグ 20ピンコネクター
5ピンコネクター

（1） ブラケットを取り付けたqナビゲーション本
体をインパネに挿入してください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。（頁83
／92または85／92を参照）

（3） 付属のyGPSアンテナ及び!5!6アンテナケー
ブル(A)(B)をqナビゲーション本体に接続し
てください。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

※オーディオレス車のアンテナフィーダー線とコ
ネクターはステアリングサポートメンバーの後
下側にあります。
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ラパンの場合

取付要領 取付作業

ナビゲーション本体の取付方法

標準オーディオ

スクリュー2

1

インパネアッパーボックス

インパネドライバーインサイドガーニッシュ

シフトレバー

（1）インパネアッパーボックスのふたを開け、イ
ンパネアッパーボックスを取り外してくださ
い。

（2）インパネドライバーインサイドガーニッシュ
を取り外してください。

スクリュー（4本）を外し、標準オーディオを取
り外してください。
この時、オーディオ用コネクター、アンテナ用コ
ネクター及びハザードスイッチコネクターの接続
を取り外してください。

 シフトレバーを一番下げた状態で作業を行って
ください。シフトレバーに傷が付くおそれがあ
ります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意

（1） スクリュー（左右各3か所）を外して、ブラ
ケットを標準オーディオから取り外してくだ
さい。

（2） ツメを押して、ハザードスイッチを標準オー
ディオから取り外し、別売のインパネセン
ターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッ
シュ）に取り付けてください。

3

ツメ

ハザード
スイッチ

 別売のインパネセンターガーニッシュ（オー
ディオ交換ガーニッシュ）が必要です。

 ツメを破損させないよう、慎重に作業を行って
ください。

注意
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取付要領 取付作業

電源コード 

20ピン
コネクター 

トリムパネル 

ラジオアンテナ
 コネクター 

5ピンコネクター

ナビ信号ハーネス

AVコード

六角ネジ（5×8W）

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

ナビゲーション本体4

5

インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体
4で準備したqナビゲーション本体を、別売の
スクリュー（4個）でインパネセンターガーニッ
シュに取り付けてください。

 別売のスクリュー（4個）が必要です。

 スクリューを確実に締め付けてください。

注意

（1） r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2） iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3） uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体とブラケットを左右各4か所で止めてくだ
さい。

qナビゲーション本体に取にり付ける際、ブラ
ケットの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5） eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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アンテナプラグ
20ピンコネクター

5ピンコネクター

7

取付要領 取付作業

（1）tアースケーブルを図のように配線し、片側
をオーディオ取付スペース右下の車両スク
リューと共締めしてください。

（2）tアースケーブルの反対側をナビゲーション
右側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

ナビゲーション本体へ

※右側面図

アースケーブル 車両スクリュー

六角ネジ（5×8W）

ブラケット アースケーブル

ナビゲーション本体

6

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（5） ハザードスイッチのコネクターを接続してく
ださい。
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スクリュー

インパネセンターガーニッシュ

8 （1） インパネセンターガーニッシュを取り付け、
スクリュー（4本）にて固定してください。

（2） インパネドライバーインサイドガーニッシュ
を取り付けてください。

（3） インパネアッパーボックスを取り付けてくだ
さい。

取付要領 取付作業
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MRワゴンの場合

取付要領 取付作業

ナビゲーション本体の取付方法

1

インパネセンターアッパーガーニッシュを上へ引
き、取り外してください。

・ シフトレバーを一番下げた状態で作業を行って
ください。シフトレバーに傷が付くおそれがあ
ります。

・ 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意インパネセンターアッパー
ガーニッシュ

2

ルーバーキャップ

①

②

①

②

ルーバーキャップを取り外してください。

・ ルーバーキャップのツメが破損しないよう、矢
印のように慎重に取り外してください。

・ ルーバーキャップは再使用します。紛失しない
でください。

注意

3

スクリュー

スクリュー
インパネセンター
ガーニッシュ又は
標準オーディオ

スクリュー（4本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュ又は標準オーディオを取り外してくださ
い。
この時、ハザードスイッチコネクター、オーディ
オ用コネクター及びアンテナ用コネクターの接続
を外してください。
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取付要領 取付作業

オーディオレス車の場合
ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を
外し、インパネセンターガーニッシュを取り外し
てください。

4

スクリュー（左右各 2本）を外し、ポケット及び
目かくしパネルをブラケットから取り外してくだ
さい。

5

インパネセンターガーニッシュ

ブラケット左

ポケット

目かくしパネル

ブラケット右

スクリュー

スクリュー

標準オーディオ装着車の場合

（1） ツメを外し、エアコンルーバーをインパネセ
ンターガーニッシュから取り外し、別売の
オーディオ交換ガーニッシュに取り付けてく
ださい。

（2） ツメを押して、ハザードスイッチを標準オー
ディオから取り外し、別売のインパネセン
ターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッ
シュ）に取り付けてください。

ツメ 標準オーディオ

ツメ
エアコン
ルーバー

ツメ

ツメ

ハザード
スイッチ

6

・ 別売のインパネセンターガーニッシュ（オー
ディオ交換ガーニッシュ）が必要です。

・ ツメを破損させないよう、慎重に作業を行って
ください。

注意
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取付要領 取付作業

8

5ピンコネクター

20ピンコネクター

ラジオアンテナ
コネクター

電源コード

ナビ信号ハーネス

AVコード

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ブラケット

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

取付穴位置

六角ネジ（5×8W）

トリムパネル 

ブラケット

ナビゲーション本体

スクリュー（左右各 3本）を外して、ブラケット
を標準オーディオから取り外してください。

標準オーディオ ブラケット左ブラケット右

7

9

インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体
8 で準備した qナビゲーション本体qを、4
で取り外したスクリュー（4 本）にてインパネ
センターガーニッシュに取り付けてください。
標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4本）を使用してください。

 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）が必要です。

 スクリューを確実に締め付けてください。

注意

（1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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取付要領 取付作業

アンテナプラグ 
20ピンコネクター 

5ピンコネクター 

11

（1）tアースケーブルを図のように配線し、片側
をオーディオ取付スペース左下の車両スク
リューと共締めしてください。

（2）tアースケーブルの反対側をナビゲーション
左側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

ナビゲーション本体へ

※左側面図

アースケーブルステアリングサポートメンバー

六角ネジ（5×8W）

ブラケットナビゲーション本体

車両スクリュー

アースケーブル

10

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（5） ハザードスイッチのコネクターを接続してく
ださい。
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スクリュー

インパネセンターガーニッシュ

12 （1） インパネセンターガーニッシュを取り付け、
スクリュー（4本）にて固定してください。

（2） ルーバーキャップを取り付けてください。
（3） インパネセンターアッパーガーニッシュを取

り付けてください。

取付要領 取付作業
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パレットの場合

取付要領 取付作業

インパネサイドガーニッシュ（右）、及び（左）
を取り外してください。

1 インパネサイドガーニッシュ（右）

インパネサイドガーニッシュ（左）

ナビゲーション本体の取付方法

2

インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオ

（1）インパネアッパーガーニッシュを取り外して
ください。

（2）センタースピーカーカバー又はインパネアッ
パーポケットを取り外してください。

3 インパネアッパーガーニッシュ

センタースピーカーカバー
又はインパネアッパーポケット

スクリュー（4本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュ又は標準オーディオを手前側にうかして
ください。

 シフトレバーを一番下げた状態で作業を行って
ください。シフトレバーに傷が付くおそれがあ
ります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意
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取付要領 取付作業

4 オーディオ用コネクター アンテナ用コネクター

ハザードスイッチ用コネクター
インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオ

オーディオ用コネクター及びアンテナ用コネク
ターの接続を外す際は、インパネアッパーガー
ニッシュ部から手を入れて外してください。

アドバイス

オーディオ用コネクター、アンテナ用コネクター
及びハザードスイッチ用コネクターの接続を外
し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オー
ディオを取り外してください。

スクリュー（左右各2か所）を外して、ポケット
及び目かくしパネルをブラケットから取り外して
ください。

6
ブラケット右

ブラケット左

ポケット

目かくしパネル

5

インパネセンターガーニッシュ

オーディオレス車の場合
ブラケットを固定しているスクリュー（4か所）
を取り外し、インパネセンターガーニッシュを取
り外してください。
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取付要領 取付作業

8

電源コード 

20ピン
コネクター 

トリムパネル 

ラジオアンテナ
 コネクター 

5ピンコネクター

ナビ信号ハーネス

AVコード

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

六角ネジ（5×8W）

ナビゲーション本体

7

ハザードスイッチツメ

標準オーディオ装着車の場合

（1） スクリュー（左右各3か所）を外して、ブラ
ケットを標準オーディオから取り外してくだ
さい。

（2） ツメを押して、ハザードスイッチを標準オー
ディオから取り外し、別売のインパネセン
ターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッ
シュ）に取付けてください。

別売のインパネセンターガーニッシュ（オー
ディオ交換ガーニッシュ）が必要です。

ツメを破損させないよう、慎重に作業を行って
ください。

注意

（1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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9

インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体 8で準備したqナビゲーション本体を、5で取り
外したスクリュー（4個）で、インパネセンターガー
ニッシュに取り付けます。
標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）を使用してください。

 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）が必要です。

 スクリューを確実に締め付けてください。

注意

取付要領 取付作業

（1）tアースケーブルを図のように配線し、片側
をオーディオ取付スペース右下の車両スク
リューと共締めしてください。

（2）tアースケーブルの反対側をナビゲーション
右側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

ナビゲーション本体へ

※左側面図

車両スクリュー

アースケーブル

ブラケットナビゲーション本体

六角ネジ（5×8W）アースケーブル

10
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取付要領 取付作業

インパネサイドガーニッシュ（右）、及び（左）を
取り付けてください。

14 インパネサイドガーニッシュ（右）

インパネサイドガーニッシュ（左）

13

インパネセンターガーニッシュ

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スク
リュー（4本）にて固定してください。

12 インパネアッパーガーニッシュ

センタースピーカーカバー
又はインパネアッパーポケット

（1） センタースピーカーカバー又はインパネアッ
パーポケットを取り付けてください。

（2） インパネアッパーガーニッシュを取り付けて
ください。

11

アンテナプラグ

20ピンコネクター

5ピンコネクター

取付完了後、各ボタン操作がしやすいよう画面を
一段階チルトアップさせてください。チルトの方
法は、頁7/92を参照してください。

注意

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（5） ハザードスイッチのコネクターを接続してく
ださい。
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ワゴンRの場合

取付要領 取付作業

ナビゲーション本体の取付方法

インパネアッパーガーニッシュを取り外してくだ
さい。

1
インパネアッパーガーニッシュ

シフトレバー

標準車の場合

インパネアッパーガーニッシュ

シフトレバー

スティングレーの場合

 シフトレバーを一番下げた状態で作業を行って
ください。シフトレバーに傷が付くおそれがあ
ります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意
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取付要領 取付作業

スクリュー（3本）を取り外し、インパネセンター
ガーニッシュ又は標準オーディオを取り外してく
ださい。
この時、オーディオ用コネクター、アンテナ用コ
ネクター及びハザードスイッチコネクターの接続
を取り外してください。

2

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオ

標準車の場合

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオ

スティングレーの場合

オーディオレス車の場合

ブラケットを固定しているスクリュー（4か所）
を取り外し、インパネセンターガーニッシュ及び
目かくしパネルを取り外してください。

3

インパネセンターガーニッシュ

目かくしパネル

イラストのインパネセンターガーニッシュはス
ティングレーです。標準車のガーニッシュは形状
が異なりますが、取り外し方法は同じです。

アドバイス
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スクリュー（左右各 2か所）を外して、ポケット
をブラケットから取り外してください。

4

ポケット

ブラケット

取付要領 取付作業

標準オーディオ装着車の場合

（1） ネジ（左右各3か所）を外して、ブラケット
を標準オーディオから取り外してください。

（2） ツメを押して、ハザードスイッチを標準オー
ディオから取り外し、別売のインパネセン
ターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッ
シュ）に取り付けてください。

5

ハザードスイッチツメ

標準オーディオ

 別売のインパネセンターガーニッシュ（オー
ディオ交換ガーニッシュ）が必要です。

 ツメを破損させないよう、慎重に作業を行って
ください。

注意

イラストのインパネセンターガーニッシュはス
ティングレーです。標準車のインパネセンター
ガーニッシュは形状が異なりますが、取り外し方
法は同じです。

アドバイス
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取付要領 取付作業

6 トリムパネル

ブラケット

六角ネジ（5×8W）

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

5ピンコネクター

電源コード

ナビ信号ハーネス

20ピンコネクター

ラジオアンテナ
コネクター

AVコード

ナビゲーション本体

（1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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取付要領 取付作業

（1）tアースケーブルを図のように配線し、片側
をオーディオ取付スペース左下の車両スク
リューと共締めしてください。

（2）tアースケーブルの反対側をナビゲーション
左側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

※左側面図

ナビゲーション本体へ
車両スクリュー

アースケーブル

六角ネジ（5×8W）アースケーブル

ブラケットナビゲーション本体

8

7

インパネセンター
ガーニッシュ

ナビゲーション本体 6で準備したqナビゲーション本体を、3で取
り外したスクリュー（4個）でインパネセンター
ガーニッシュに取り付けてください。
標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）を使用してください。

イラストのインパネセンターガーニッシュはス
ティングレーです。標準車のインパネセンター
ガーニッシュは形状が異なりますが、取り付け方
法は同じです。

アドバイス

 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）が必要です。

 インパネセンターガーニッシュにブラケットを
スクリューで締め付ける際、インパネセンター
ガーニッシュネジ受け部を指で押さえながら行
なってください。

 スクリューを確実に締め付けてください。

注意
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アンテナプラグ

20ピンコネクター
5ピンコネクター

9

取付要領 取付作業

スクリュー
インパネセンター
ガーニッシュ

スティングレーの場合

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スク
リュー（3本）にて固定してください。スクリュー

インパネセンター
ガーニッシュ標準車の場合10

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（5） ハザードスイッチのコネクターを接続してく
ださい。
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取付要領 取付作業

11 インパネアッパーガーニッシュを取り付けてくだ
さい。

インパネアッパー
ガーニッシュ標準車の場合

インパネアッパー
ガーニッシュスティングレーの場合

取付完了後、各ボタン操作がしやすいよう画面を
一段階チルトアップさせてください。チルトの方
法は、頁7/92を参照してください。

注意
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エスクードの場合

取付要領 取付作業

インパネサイドオーナメント（左・右）を取り外
してください。

1 インパネサイドオーナメント

ナビゲーション本体の取付方法

スクリュー（6本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュを取り外してください。この時、オー
ディオ用コネクター、アンテナ用コネクター及び
エアコン関係の各コネクターの接続を外してくだ
さい。

2
インパネセンターガーニッシュ

スクリュー スクリュー

ブラケットを固定しているスクリュー（4か所）
を外し、目かくしパネルを取り外してください。

3

ブラケット

目かくしパネル

インパネセンター
ガーニッシュ

 シフトレバーを一番手前にした状態で作業を
行ってください。シフトレバーに傷が付くおそ
れがあります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意
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取付要領 取付作業

スクリュー（左右各2か所）を外して、ポケット
をブラケットから取り外してください。

4

ポケット

ブラケット

5

電源コード

20ピンコネクター

ラジオアンテナ
コネクター

5ピンコネクター

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

ナビゲーション本体

ブラケット

ナビ信号ハーネス
トリムパネル

AVコード

六角ネジ
 （5×8W）

（1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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5で準備したqナビゲーション本体を、3で取り
外したスクリュー（4か所）で、インパネセンター
ガーニッシュに取り付けます。

6

インパネセンター
ガーニッシュ

ナビゲーション本体

スクリューを確実に締め付けてください。

注意

取付要領 取付作業

7

※左側面図
ブラケット

六角ネジ（5×8W）

シフトレバー センターコンソール
ロアボックス

車両スクリュー

アースケーブル

アース
　ケーブル

ナビゲーション本体

ナビゲーション
　本体へ

（1） tアースケーブルを図のように配線し、片側
をセンターコンソールロアボックス左上の車
両スクリューと共締めしてください。

（2） tアースケーブルの反対側をナビゲーション
左側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。



頁　57／92

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スク
リュー（6本）にて固定してください。

9 インパネセンターガーニッシュ

スクリュー スクリュー

インパネサイドオーナメント（左・右）を取り付
けてください。

インパネサイドオーナメント

取付要領 取付作業

10

8

アンテナプラグ
20ピンコネクター 5ピンコネクター

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）
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キザシの場合

ナビゲーション本体の取付方法

取付要領 取付作業

1

センターコンソールボックスリッド

エアコンパネル

センターコンソールボックスリッド

シフトレバー

（1）センターコンソールボックスリッドを開けて
ください。

（2）エアコンパネルを手前に引き、コネクターを
外してください。

（3）エアコンパネルを取り外してください。

 シフトレバーを一番手前にした状態で作業を
行ってください。シフトレバーに傷が付くおそ
れがあります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意

スクリュー（2本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュを取り外してください。

2

A

矢視 A

スクリュー

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ

インパネセンターガーニッシュ

スクリュー（2本）は、インパネセンターガーニッ
シュ下側の奥にあります。

アドバイス



頁　59／92

スクリュー（左右各2個）を外し、ポケット及び
目かくしパネルをブラケットから取り外してくだ
さい。

4
ブラケット右

ブラケット左

ポケット

目かくしパネル

取付要領 取付作業

ブラケットを固定しているスクリュー（4個）を
外し、インパネセンターガーニッシュを取り外し
てください。

インパネセンターガーニッシュ
ブラケット右

ブラケット左

3

電源コード

カットする

カット部の先端を
ビニールテープで巻く

カット部と 電源コードの電線部を
まとめてビニールテープで巻く

アンテナケーブル
※使用しません

5 （1） r電源コードを左図のようにカットしてくだ
さい。

カット部の先端を確実におおうように絶縁処理を
してください。カット部がおおわれていないと、
ショートの原因となります。

注意

カットしたアンテナケーブルは使用しません。

アドバイス

（2） カット部の先端をおおうように、ビニール
テープを巻いてください。

（3） カット部をr電源コードの電線部とまとめて
ビニールテープを巻いてください。
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取付要領 取付作業

7

インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体

 6で準備したqナビゲーション本体を、3で取
り外したスクリュー（4個）にてインパネセンター
ガーニッシュに取り付けてください。

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ブラケット

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

取付穴位置

5ピンコネクター

電源コード

ナビ信号ハーネス
AVコード

六角ネジ（5×8W）

トリムパネル 

（別売）アンテナ
ケーブルコネクター
（99000-79W72）

20ピン
コネクター

ナビゲーション本体

6

スクリューを確実に締め付けてください。

注意

（1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁84／
92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁84／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
84／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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アンテナコネクター
20ピンコネクター 

5ピンコネクター 

9

取付要領 取付作業

（1）tアースケーブルを図のように配線し、片側
をオーディオ取付スペース左上の車両スク
リューと共締めしてください。

（2）tアースケーブルの反対側をナビゲーション
左側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

※左側面図

ナビゲーション本体へ

車両スクリュー

六角ネジ（5×8W）アースケーブル

ブラケットナビゲーション本体

アースケーブル

8

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁84／92を参照）

（4） !8USBケーブル及び!9マイクをqナビゲー
ション本体に接続してください。（頁84／92
を参照）

（5） ハザードスイッチのコネクターを接続してく
ださい。
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A

矢視 A

スクリュー

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ

インパネセンターガーニッシュ

10 インパネセンターガーニッシュを取り付け、スク
リュー（2本）にて固定してください。

センターコンソールボックスリッドセンターコンソールボックスリッド

エアコンパネル

（1） コネクターを接続しエアコンパネルを取り付
けてください。

（2） センターコンソールボックスリッドを閉じて
ください。

11

取付要領 取付作業
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ソリオの場合

取付要領 取付作業

ナビゲーション本体の取付方法

1

 シフトレバーを一番下げた状態で作業を行って
ください。シフトレバーに傷が付くおそれがあ
ります。

 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等
は再使用します。紛失しないでください。

注意エアコンルーバー

エアコンルーバーを取り外してください。

2

ハザードスイッチ

ツメ コネクター

インパネセンター
ガーニッシュ

スクリューインパネセンター
ガーニッシュ

スクリュー（2本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュ又は標準オーディオを取り外してくださ
い。この時、ハザードスイッチコネクター、オー
ディオ用コネクター及びアンテナ用コネクターの
接続を外してください。

ハザードスイッチコネクターは、ハンディリムー
バー等でツメを押し接続を外してください。

アドバイス

3 コラムホールカバーを取り外してください。コラムホールカバー
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4 ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を
外し、インパネセンターガーニッシュを取り外し
てください。

インパネセンターガーニッシュ

取付要領 取付作業

5 オーディオレス車の場合
スクリュー（左右各 2本）を外し、ポケット及び
目かくしパネルをブラケットから取り外してくだ
さい。

ポケット
ブラケット左

目かくしパネル

ブラケット右

6 標準オーディオ装着車の場合

スクリュー（左右各4本）を外して、ブラケット
を標準オーディオから取り外してください。

標準オーディオ

ブラケット左

ブラケット右
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取付要領 取付作業

8 7 で準備した qナビゲーション本体を、4 で
取り外したスクリュー（4 本）にてインパネセ
ンターガーニッシュに取り付けてください。

インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体

7

5ピンコネクター

20ピンコネクター

ラジオアンテナ
コネクター

電源コード

ナビ信号ハーネス

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ブラケット

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

（5×8W）

トリムパネル 

六角ネジ

AVコード

取付穴位置

ナビゲーション本体 （1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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取付要領 取付作業

アンテナプラグ 
20ピンコネクター 

5ピンコネクター 

ナビゲーションへ

ステアリングサポートメンバー

メンバー
車両スクリュー

右フットダクト

車両前方

ステアリングサポートメンバー アースケーブル

アースケーブル

10

9 （1） tアースケーブルを図のように配線し、片側
を右フットダクト付近メンバーの車両スク
リューと共締めしてください。

（2） tアースケーブルの反対側をナビゲーション
右側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（5） ハザードスイッチのコネクターを接続してく
ださい。

※右側面図 ブラケット ナビゲーション本体

六角ネジ（5×8W） アースケーブル
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スクリュー インパネセンター
ガーニッシュ

11 （1） インパネセンターガーニッシュをスクリュー
（2本）にて固定してください。

（2） エアコンルーバーを取り付けてください。
（3） コラムホールカバーを取り付けてください。

取付完了後、各ボタン操作がしやすいよう画面を
一段階チルトアップさせてください。チルトの方
法は、頁7/92を参照してください。

注意
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インパネセンターオーナメントロア及びシフトレ
バーパネルを取り外してください。

1

シフトレバーパネル

インパネセンター
オーナメントロア

スクリュー（4本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュを取り外してください。

3
スクリュー

インパネセンターガーニッシュ

2

インパネセンター
オーナメント

クリップ （1） インパネアッパーボックス内にあるクリップ
（1個）を取り外してください。

（2） スクリュー（2本）を外し、インパネセンター
オーナメントを取り外してください。

スプラッシュの場合

取付要領 取付作業
ナビゲーション本体の取付方法

取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は
再使用します。紛失しないでください。

注意
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スクリュー（2本）を外し、インパネアッパーボッ
クスを取り外してください。

4 インパネアッパーボックス

5
メーターガーニッシュ

メーターガーニッシュを取り外してください。

取付要領 取付作業

ブラケットを固定しているスクリュー（4か所）
を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外
してください。

インパネセンターガーニッシュ6

スクリュー（左右各 2か所）を外して、ポケット
及び目かくしパネルをブラケットから取り外して
ください。

7
目かくしパネル

ポケット
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取付要領 取付作業

8

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

5ピンコネクター

電源コード

ナビ信号ハーネス

20ピンコネクター

ラジオアンテナ
コネクター

AVコード

トリムパネル

ブラケット

六角ネジ（5×8W）

ナビゲーション本体

9 インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体

8で準備したqナビゲーション本体を、6で取
り外したスクリュー（4個）でインパネセンター
ガーニッシュに取り付けてください。

スクリューを確実に締め付けてください。

注意

（1）r電源コードの20ピンコネクターとラジオア
ンテナコネクターを、qナビゲーション本体
後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナ
コネクター部に接続してください。（頁83／
92または85／92を参照）

（2）iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3）uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
83／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体にブラケットを左右各4か所で固定してく
ださい。

qナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5）eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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取付要領 取付作業

※右側面図

ブラケット

六角ネジ（5×8W） アースケーブル

ナビゲーション本体

保護クッション

車両スクリュー

保護クッションナビゲーション
本体へ

アース
　ケーブル

アースケーブル

※インパネ内断面図

メーター

ステアリングサポートメンバー

ステアリング
サポートメンバー

（1） tアースケーブルを図のように配線し、片側
をメーター左側の車両スクリューと共締めし
てください。

（2） tアースケーブルの反対側をナビゲーション
右側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

11

ブラケット

保護クッション メーター

メーター左側の図示ブラケットに!7保護クッショ
ンを貼り付けてください。

10

!7保護クッションは、エッジ保護のために取り付
けてください。

注意
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取付要領 取付作業

（1） メーターガーニッシュ及びインパネアッパー
ボックスを取り付けてください。

（2） インパネセンターオーナメントを取り付け、
スクリュー（2本）、クリップ（1本）にて固
定してください。

インパネセンター
オーナメント

クリップ14

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スク
リュー（4本）にて固定してください。

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ

13

アンテナプラグ 20ピンコネクター
5ピンコネクター

12 （1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）
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インパネセンターオーナメントロア及びシフトレ
バーパネルを取り付けてください。

シフトレバーパネル

インパネセンター
オーナメントロア

15

取付要領 取付作業
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スイフトの場合

取付要領 取付作業

ナビゲーション本体の取付方法

1 メーターガーニッシュ

メーターガーニッシュを取り外してください。

取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は
再使用します。紛失しないでください。

注意

2 メーター

スクリュー

（1） スクリュー（2本）を外し、メーターを取り
外してください。

（2） この時コネクターの接続を外してください。

3

ハザードスイッチ

コネクター

ロック

ハザードスイッチ

インパネセンター
アッパーガーニッシュ

（1） インパネセンターアッパーガーニッシュを取
り外してください。

（2） ハザードスイッチに接続されているコネク
ターを外してください。



頁　75／92

取付要領 取付作業

スクリュー（2本）を外し、インパネセンターガー
ニッシュ又は標準オーディオを取り外してくださ
い。この時、オーディオ用コネクター及びアンテ
ナ用コネクターの接続を外してください。

4 スクリュー

インパネセンターガーニッシュ
又は標準オーディオ

オーディオレス車の場合
ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を
外し、インパネセンターガーニッシュを取り外し
てください。

インパネセンターガーニッシュ

5

スクリュー（左右各 2本）を外し、ポケット及び
目かくしパネルをブラケットから取り外してくだ
さい。

6

ポケット

ブラケット右

ブラケット左

目かくしパネル

標準オーディオ装着車の場合

スクリュー（左右各3本）を外して、ブラケット
を標準オーディオから取り外してください。

ブラケット右
ブラケット左

標準オーディオ
7

別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディ
オ交換ガーニッシュ）及び取付スクリューが必要
です。

注意
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取付要領 取付作業

電源コード

カットする

カット部の先端を
ビニールテープで巻く

カット部と 電源コードの電線部を
まとめてビニールテープで巻く

アンテナケーブル
※使用しません

8 （1） r電源コードを左図のようにカットしてくだ
さい。

カット部の先端を確実におおうように絶縁処理を
してください。カット部がおおわれていないと、
ショートの原因となります。

注意

カットしたアンテナケーブルは使用しません。

アドバイス

（2） カット部の先端をおおうように、ビニール
テープを巻いてください。

（3） カット部をr電源コードの電線部とまとめて
ビニールテープを巻いてください。

（1） r電源コードの20ピンコネクターと別売のア
ンテナケーブルコネクター（99000-79W72）
を、qナビゲーション本体後部の20ピンコネ
クター部とラジオアンテナコネクター部に接
続してください。（頁84／92または86／92を
参照）

（2） iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁84／92または86／92を参照）

（3） uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁
84／92または86／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体とブラケットを左右各3か所で止めてくだ
さい。

9

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ブラケット

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

取付穴位置

5ピンコネクター

電源コード

ナビ信号ハーネス
AVコード

（5×8W）

トリムパネル 

（別売）アンテナ
ケーブルコネクター
（99000-79W72）

20ピン
コネクター

六角ネジ
ナビゲーション本体

qナビゲーション本体を取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

（5） eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。

・ブラケット（左右）を上へ引きながらw六角ネ
ジを締めてください。

・ネジは振動等により緩みが発生しないように、
全箇所確実に増し締めをしてください。

注意
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取付要領 取付作業

10 9 で準備した q ナビゲーション本体を、5 で
取り外したスクリュー（4 本）にてインパネセ
ンターガーニッシュに取り付けてください。
標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4本）を使用してください。

隙間

インパネセンターガーニッシュ ナビゲーション本体に取り付けたeトリムパネル
とインパネセンターガーニッシュの間に隙間が無
いか確認してください。

11

※右側面図

ブラケット ナビゲーション本体

保護クッション
車両スクリューステアリングサポート

メンバー

ナビゲーション
本体へ アースケーブル

ワイヤーバンド

六角ネジ（5×8W） アースケーブル

（1） !7保護クッションをステアリングサポートメ
ンバーに貼り付けてください。

!7保護クッションは、エッジ保護のために取り付
けてください。

注意

（2） tアースケーブルを図のように配線し、片
側をメーター取付スペース左側の車両スク
リューと共締めしてください。

（3） tアースケーブルを!0ワイヤーバンドで車両
ハーネスに固定してください。

（4） tアースケーブルの反対側をナビゲーション
右側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

12

インパネセンター
ガーニッシュ

ナビゲーション本体

隙間がある場合は、隙間が目立たないよう、また
均等となるよう、ブラケットを固定しているネジ
及びブラケットにナビゲーションを固定している
スクリューを緩め調整してください。

注意

 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスク
リュー（4個）が必要です。

 スクリューを確実に締め付けてください。

注意
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A

スクリュー

インパネセンターガーニッシュ

矢視 A

14 （1） インパネセンターガーニッシュを取り付け、
スクリュー（2本）にて固定してください。

（2） ハザードスイッチのコネクターを接続し、イ
ンパネセンターアッパーガーニッシュを取り
付けてください。

（3） コネクターを接続し、メーターを取り付け、
スクリュー（2本）にて固定してください。

（4） メーターガーニッシュを取り付けてくださ
い。

アンテナコネクター
20ピンコネクター 

5ピンコネクター 

13

取付要領 取付作業

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁84／92または86／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁84／92または86／92を参照）
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SX4の場合

取付要領 取付作業

インパネセンターサイドオーナメント（左・右）
を取り外してください。

1 インパネセンターサイドオーナメント（左・右）

スクリュー（4か所）を外し、インパネセンターガー
ニッシュを取り外してください。
標準オーディオ、ポケットが付いた状態で取り外
してください。
標準オーディオ装着車の場合は、標準オーディオ
に接続されている車側の20ピンコネクター、アン
テナプラグを外してください。

2
インパネセンター
ガーニッシュ

スクリュー スクリュー

ブラケットを固定しているスクリュー（4か所）
を取り外してください。オーディオレス車の場合
は、目かくしパネルを取り外してください。

4

ナビゲーション本体の取付方法

スクリュー（2本）を外し、インパネセンターアッ
パーガーニッシュを取り外してください。
この時、ハザードスイッチコネクターの接続を取
り外してください。

3 インパネセンターアッパーガーニッシュ

取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は
再使用します。紛失しないでください。

注意
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取付要領 取付作業

5

ポケット

ブラケット

（1） r電源コードの20ピンコネクターとラジオアン
テナコネクターを、qナビゲーション本体後
部の20ピンコネクター部とラジオアンテナコネ
クター部に接続してください。（頁83／92また
は85／92を参照）

（2） iナビ信号ハーネスをqナビゲーション本体
後部の8ピンコネクター部に接続してくださ
い。（頁83／92または85／92を参照）

（3） uAVコードをqナビゲーション本体後部の8
ピンコネクター部に接続してください。（頁83
／92または85／92を参照）

（4） w六角ネジ（5×8W）でqナビゲーション本
体とブラケットを左右各3か所で止めてくだ
さい。

6

電源コード
ラジオアンテナ
コネクター

5ピンコネクター

側面図（左側）※ 右側は対称です。

ナビゲーション
　本体

取付穴位置

ブラケット

取付穴位置

20ピンコネクター

ブラケット

ナビ信号ハーネス
トリムパネル

AVコード

六角ネジ（5×8W）

ナビゲーション本体

qナビゲーション本体を取り付ける際、ブラケッ
トの穴は左図の穴を使ってください。

アドバイス

標準オーディオ装着車の場合：スクリュー（左右
各 4か所）を外して、標準オーディオをブラケッ
トから取り外してください。その際には、標準オー
ディオのブラケットに取り付けられているブッ
シュ（2個）を、別売の取付ブラケットに付け替
えてください。

オーディオレス車の場合：スクリュー（左右各 2
か所）を外して、ポケットをブラケットから取り
外してください。

別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディ
オ交換ガーニッシュ）、取付ブラケットが必要です。

注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全
箇所確実に増し締めをしてください。

注意

（5） eトリムパネルを、qナビゲーション本体に
取り付けてください。
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取付要領 取付作業

（1） tアースケーブルを図のように配線し、片側
をハザードスイッチコネクター下の車両スク
リューと共締めしてください。

（2） tアースケーブルの反対側をナビゲーション
左側面の図示w六角ネジ（5×8W）で共締め
してください。

8

※左側面図

ブラケット

六角ネジ（5×8W）アースケーブル

ナビゲーション本体

車両スクリュー

ハザードスイッチコネクター

アースケーブル
ナビゲーション

　本体へ

9

アンテナプラグ
20ピンコネクター

5ピンコネクター

6で準備したqナビゲーション本体を、4で取り
外したスクリュー（4個）で、インパネセンターガー
ニッシュに取り付けます。

7

インパネセンターガーニッシュ

ナビゲーション本体

スクリューを確実に締め付けてください。

注意

（1） qナビゲーション本体を取り付けたインパネ
センターガーニッシュをインパネに仮置きし
てください。

（2） 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、
アンテナプラグを接続してください。

（3） yGPSアンテナ及び!5!6アンテナケーブル
(A)(B)をqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）

（4） 99000-79Y51の場合は、!8USBケーブル及び!9

マイクをqナビゲーション本体に接続してく
ださい。（頁83／92または85／92を参照）
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インパネセンターサイドオーナメント（左・右）
を取り付けてください。インパネセンターサイドオーナメント（左・右）

10

取付要領 取付作業
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接続のしかた

接続しません

V
ID
EO
-O
U
T

いずれかを選択

スピードセンサー信号入力リード線（ピンク色） 

バック信号入力リード線（茶色） 

車側へ接続。 
（各車の“スピードセンサーの接続方法
　“パーキングブレーキへの接続方法
　“バック信号の接続方法”を参照。） 

パーキングブレーキ信号入力リード線（若草色） 

5ピンコネクターを使用しない場合は… 

C
A
M
ER
A
 IN

車側へ接続
“スピードセンサー、
  パーキングブレーキ、
  バック信号の接続方法”  
  を参照　頁 7/92

GPSアンテナ

延長ケーブル
（VICSビーコンレシーバー同梱品）

（別売）
VICSビーコンレシーバー
（99000-79X45）

USBケーブル

USBソケット(別売) USB接続ケーブル
（99000-79X48）

ETCアンテナ
ETCユニット

MRワゴン、ソリオ

　USBケーブルに
接続してください

（別売）
ETC接続ケーブル

8ピン
コネクター

バックカメラへ

ナビ信号
　ハーネス

5ピン
コネクター

アンテナ
　ケーブル（B）

フィルム
　アンテナ(B)

（別売）
iPod接続ケーブル
（99000-79Y04）

マイク

AVコード

8ピン
コネクター

AUX IN

助手席座席下まで
配線しておく
頁22/92参照20ピン

コネクター

電源
コード

車側の20ピン
コネクターへ接続

車側
アンテナ
プラグ

アンテナケーブル（A）と アンテナ
ケーブル（B）は、どのアンテナ入力コ
ネクターに接続しても構いません。

注意

アンテナ
　ケーブル（A）

フィルム
　アンテナ(A)

※ キザシ、ランディ、スイフト
以外の場合

※ コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると
正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、
録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

※ 配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

アンテナ
　ケーブル（B）

フィルム
　アンテナ(B)

アンテナ
　ケーブル（A）

フィルム
　アンテナ(A)

（別売）

15A

※ランディの場合は、ハーネスキットに同梱の取付説明書をご覧ください。

【99000-79Y51】
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接続しません

V
ID
EO
-O
U
T

いずれかを選択

スピードセンサー信号入力リード線（ピンク色） 

バック信号入力リード線（茶色） 

車側へ接続。 
（各車の“スピードセンサーの接続方法
　“パーキングブレーキへの接続方法
　“バック信号の接続方法”を参照。） 

パーキングブレーキ信号入力リード線（若草色） 

5ピンコネクターを使用しない場合は… 

C
A
M
ER
A
 IN

車側へ接続
“スピードセンサー、
  パーキングブレーキ、
  バック信号の接続方法”  
  を参照　頁 7/92

GPSアンテナ

延長ケーブル
（VICSビーコンレシーバー同梱品）

（別売）
VICSビーコンレシーバー
（99000-79X45）

USBケーブル

USBソケット(別売) USB接続ケーブル
（99000-79X48）

スイフト

　USBケーブルに
接続してください

（別売）
ETC接続ケーブル

8ピン
コネクター

バックカメラへ

ナビ信号
　ハーネス

5ピン
コネクター

アンテナ
　ケーブル（B）

フィルム
　アンテナ(B)

（別売）
iPod接続ケーブル
（99000-79Y04）

マイク

AVコード

8ピン
コネクター

AUX IN

助手席座席下まで
配線しておく
頁22/92参照

アンテナケーブル（A）と アンテナ
ケーブル（B）は、どのアンテナ入力コ
ネクターに接続しても構いません。

注意

アンテナ
　ケーブル（A）

フィルム
　アンテナ(A)

※ キザシ、スイフトの場合 ※ コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると
正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、
録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

※ 配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

アンテナ
　ケーブル（B）

フィルム
　アンテナ(B)

アンテナ
　ケーブル（A）

フィルム
　アンテナ(A)

20ピン
コネクター

電源
コード

車側の20ピン
コネクターへ接続

車側のアンテナ
コネクターへ接続

（別売）
アンテナケーブル
（99000-79W72）

ETCアンテナ
ETCユニット

（別売）

15A

接続のしかた

【99000-79Y51】
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接続のしかた

スピードセンサー信号入力リード線（ピンク色） 

バック信号入力リード線（茶色） 

車側へ接続。 
（各車の“スピードセンサーの接続方法
　“パーキングブレーキへの接続方法
　“バック信号の接続方法”を参照。） 

パーキングブレーキ信号入力リード線（若草色） 

5ピンコネクターを使用しない場合は… 

C
A
M
ER
A
 IN

車側へ接続
“スピードセンサー、
  パーキングブレーキ、
  バック信号の接続方法”  
  を参照　頁 7/92

GPSアンテナ

8ピン
コネクター

バックカメラへ

ナビ信号
　ハーネス

5ピン
コネクター

アンテナ
　ケーブル（B）

フィルム
　アンテナ(B)

（別売）
iPod接続ケーブル
（99000-79Y65）

AVコード

8ピン
コネクター

AUX IN

助手席座席下まで
配線しておく
頁22/92参照

20ピン
コネクター

電源
コード

車側の20ピン
コネクターへ接続

車側
アンテナ
プラグ

アンテナケーブル（A）と アンテナ
ケーブル（B）は、どのアンテナ入力コ
ネクターに接続しても構いません。

注意

アンテナ
　ケーブル（A）

フィルム
　アンテナ(A)

※ ランディ、スイフト以外の
場合

※ コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると
正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、
録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

※ 配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

（別売）

15A

※ランディの場合は、ハーネスキットに同梱の取付説明書をご覧ください。

【99000-79Y52】
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スピードセンサー信号入力リード線（ピンク色） 

バック信号入力リード線（茶色） 

車側へ接続。 

（各車の“スピードセンサーの接続方法
　

“パーキングブレーキへの接続方法
　

“バック信号の接続方法”を参照。） 

パーキングブレーキ信号入力リード線（若草色） 

5ピンコネクターを使用しない場合は… 

C
A
M
ER
A
 IN

車側へ接続
“スピードセンサー、
  パーキングブレーキ、
  バック信号の接続方法”  
  を参照　頁 7/92

GPSアンテナ

8ピン
コネクター

バックカメラへ

ナビ信号
　ハーネス

5ピン
コネクター

アンテナ
　ケーブル（B）

フィルム
　アンテナ(B)

（別売）
iPod接続ケーブル
（99000-79Y65）

AVコード

8ピン
コネクター

AUX IN

助手席座席下まで
配線しておく
頁22/92参照

アンテナケーブル（A）と アンテナ
ケーブル（B）は、どのアンテナ入力コ
ネクターに接続しても構いません。

注意

アンテナ
　ケーブル（A）

フィルム
　アンテナ(A)

※ スイフトの場合 ※ コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると
正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、
録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

※ 配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

20ピン
コネクター

電源
コード

車側の20ピン
コネクターへ接続

車側のアンテナ
コネクターへ接続

（別売）
アンテナケーブル
（99000-79W72）

（別売）

15A

接続のしかた

【99000-79Y52】
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接続確認のしかた

接続後、本機を使用し下記要領で、正常に取付されていることを確認してください。

ボタンを押します。

ボタンを選択して、

ボタンをタッチします。

：接続確認画面が表示されます。

接続確認

設定

1

接続を確認します。

正しく接続されていれば、車のパーキングブ
レーキを引いているときは“ON”、引いていな
いときは“OFF”を選択表示します。

正しく接続されていれば、停車中は“OFF”、
車を少し動かすと“ON”を選択表示します。

※車を動かす際、広い場所（駐車場等）で、安全確認をしてから行ってください。

正しく接続されていれば、車のシフトレバーをリバースに入れているときは“ON”、リバー
ス以外に入れているときは“OFF”を選択表示します。

バックセンサー

車速パルス

パーキングブレーキ
2

確認が終わったら・・・

ボタンをタッチすると、現在地画面に戻ります。

3

1 -3

メニュー

ボタンを押します。現在地

現在地

別売のETCユニットを接続すると“ON”、接続していないときは“OFF”を選択表示します。

ETC

※ナビゲーションが接続を認識し“ON”に変わるまで約60秒かかります。

別売のVICSビーコンレシーバー（99000-79X45）を接続すると“ON”、接続していない
ときは“OFF”を選択表示します。

ビーコン

1 -4

【99000-79Y51のみ】

【99000-79Y51のみ】

1 -1

1 -2

現在地
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地上デジタルテレビ放送（ワンセグ）の作動確認

地上デジタルテレビ放送（12セグ）は、miniB-CASスロットにB-CASカードを挿入しなければ受信
できません。
またminiB-CASカードはお客様ご自身に挿入してもらってください。
作動確認はワンセグモードで行います。

注意

（1） 車のエンジンをかけます。
（2） 車を電波が受信できる場所に移動させます。
（3） パーキングブレーキが、かかっている事を確

認します。
（4） モニターに画面が出ることを確認します。
（5） パネルの AV ボタンを押し、左図の「AV 

SOURCE」画面を表示させます。表示されな
い場合はもう一度押してください。

（6） 画面上の［TV］ボタンを選択します。

（8） 画面上の ［次へ］ボタンをタッチします。

（9） 画面上の［受信モード］ボタンを2回タッチ
します。

（10） 「ワンセグ固定受信モードに切り換えまし
た」と表示されます。

（11） シーク動作後、放送を受信している事を確
認します。

※作動確認をする場所の電波状況によっては、放
送を受信できない場合があります。

 99000-79Y52は確認後に受信モードを「自
動切換モード」にしてください。

（7） 確認画面が表示されたら、画面をタッチし
ます。
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（14） 左図の「システム情報」画面の ［メモリ初期化］
ボタンをタッチします。

（13） 左図の「TVメニュー」画面の［システム情報］
ボタンをタッチします。

（12） 画面を タッチし［メニュー］ボタンをタッ
チします。

（15） 「メモリを初期化します。よろしいですか」
とメッセージが表示されるので画面の［はい］
ボタンをタッチします。

（16） 「本当によろしいですか？」とメッセージが
表示されるので、画面の［はい］ボタンをタッ
チします。

（17） 「メモリ初期化をしています。しばらくお待
ち下さい。」とメッセージが表示されます。

（18） 「初期化が完了しました。電源（キースイッ
チ）を切り、10秒過ぎてから再度電源を入
れてください。」とメッセージが表示された
ら、エンジンをきりACCをOFFにします。

※以降の手順は99000-79Y51のみ行ってください。
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Bluetoothの設定

（5） ［設定］をタッチします。

（4） ［Bluetooth］ボタンをタッチします。
 「携帯電話が接続されていません」という

メッセージが消えるまでしばらく待ちます。

（1） 現在地 ボタンを押し、地図画面を表示させ
ます。

（2） メニュー ボタンを押し、左図の「MENU」
画面の［設定］ボタンをタッチします。

（3） 「設定」画面の［システム設定］ボタンをタッ
チします。

（6） ［機器登録］をタッチします。

（7） 登録する機器に応じて下記いずれかをタッ
チします。

 携帯電話を登録する場合：［ハンズフリー］
ボタンをタッチします。

 Bluetooth Audioを登録する場合：［Bluetooth 
Audio］ボタンをタッチします。

【99000-79Y51のみ】
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※ 以降の手順は携帯電話を登録する場合で説明し
ます。Bluetooth Audioを登録する場合は同様
に作業を行ってください。

（8） 接続する携帯電話の会社名をタッチします。

（9） 携帯電話を操作し、携帯側で接続機器（MY-
CAR）を選びナビの画面上に出ているパスキー
「1212」等を入力します。

（9） 接続完了画面が表示されたら［戻る］ボタン
をタッチする、又は、 現在地 ボタンを押
します。

車両部品の復元
（1） 車両部品は取外しと逆の手順にて確実に取付けてください。
（2） バッテリーのマイナス側端子を取付けてください。
（3） バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定し

てください。

携帯電話の説明書に従って設定操作を行ってくだ
さい。

アドバイス
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