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HDD AVナビシステム専用

取扱説明書
お買上げいただきありがとうございます。

本機は、安全のための注意事項を守らないと、火災や
人身事故の原因となります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の
取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのう
え、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ
でも見られるところに必ず保管してください。

NVA-RS1

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転

 2004 Sony Corporation   Printed in Japan
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  安全のために

警告表示の意味
「取り付けと接続」および取扱説明書では、次のような表示をし
ています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電な
どにより死亡や大けがなど人身事故の原因となり
ます。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他
の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えた
りすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

取り付けはお買い上げ店に依頼する
本機の取り付けには専門知識が必要です。万一、
ご自分で取り付けるときは、「取り付けと接続」の
説明に従って、正しく取り付けてください。正し
い取り付けをしないと、火災や感電の原因となり
ます。

規定容量のヒューズを使う
ヒューズを交換するときは、ヒューズに記された
規定容量のアンペア数のものをお使いください。
規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因
となります。

24V車に使用しない
本機は 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など、24V
車で使用すると火災などの原因となります。

ヒューズ

下記の注意を守らないと火災・感電により死亡
や大けがの原因となります。
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運転操作の妨げや車体の可動部の妨げになる
場所に取り付けない
事故や感電、火災の原因となります。
次のことをお守りください。
• ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさ
み込まない。

• コード類はまとめる。
• ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなど
が正しく操作できることを確認する。

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場
所には取り付けない
上記のような場所に取り付けると、火災や感電の
原因となります。

車の性能を維持するための部品を使わない
車体のボルトやナットを利用するとき、次の部品
を使うと、制御不能による事故や火災の原因とな
ります。
• ステアリング系統
• ブレーキ系統
• タンク類など

取り付け、接続作業をするときには、イグニッ
ションスイッチをOFFにするか、キーを抜
いておく
イグニッションスイッチをONにしたまま作業
をすると、バッテリーあがりや、ショートにより
ヒューズ飛びや発煙などの原因となります。

タコ足配線はしない
二又ソケットなどを利用したタコ足配線から電源
を取ると配線が加熱し、火災や感電の原因となり
ます。

シガーライターソケットを点検・清掃する
シガーライターソケットの中に煙草の灰や異物が
入っていると、接触不良を起こし、シガープラグ
部分が熱くなります。シガープラグが発熱すると、
火災などの原因となります。

シガープラグに水などをかけない
水などがかかると火災や感電の原因となります。
万一、水などがかかったときは、すぐにプラグを
抜き、水分をきれいに取り除いてください。

シガープラグは確実に挿入する
奥まで確実に接続してください。挿入が不完全だ
と異常発熱して火災などの原因となります。また、
シガープラグを差し込むときや抜くときは、イグ
ニッションスイッチをOFFにしてください。

下記の注意を守らないと火災・感電により死亡
や大けがの原因となります。
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パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけな
い
火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付
けるときは、パイプ類、タンク、電気配線などの
位置を確認してください。

分解や改造をしない
火災や感電、事故の原因となります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー
サービス窓口にご依頼ください。

付属の部品で正しく取り付ける
他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっ
かり固定できないなどで、火災やけがの原因とな
ります。

本機の通風口をふさがない
通風口をふさいだ状態で動作させると、内部に熱
がこもり、火災の原因となります。

運転者はヘッドホンを使用しない
運転者は運転中にヘッドホンを絶対に使用しない
でください。事故やけがの原因となります。

下記の注意を守らないと火災・感電により死亡
や大けがの原因となります。
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下記の注意を守らないとけがをしたり自動車に損害を与
えたりすることがあります。

ヘッドホンで大音量を長時間続けて聞きすぎ
ない
ヘッドホンで耳を刺激するような大きな音量を長
時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること
があります。

はじめからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。
ボリュームは徐々に上げてください。

リアステーションを使うときは後部座席の
シートベルトをしめる
急ブレーキ、カーブなどで、本体に頭をぶつける
などして、けがの原因となることがあります。

本体を確実に取り付ける
本体をリアステーションに確実に取り付けないと、
落ちるなどにより、事故やけがの原因になること
があります。
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電池についての安全上のご注意
電池の使い方を誤ると、液漏れ・発熱・破裂・発火・誤飲による大けがや失明の原因となりますので、
次のことを必ず守ってください。

• 電池の液が目に入ったときは、失明の原因となるので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれい
な水で充分に洗った後、医師の治療を受ける。

• 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
• 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流す。
• 乳幼児の手の届かないところに置く。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
• 火の中に入れたり、加熱、分解、改造しない。
• 電池の（＋）と（－）を正しく入れる。
• ショートの原因となるので、金属製のコインやキー、ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、
保管しない。

• 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
• 電池は充電しない。
• 使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
• 長期間使用しない場合には、機器から電池を取り出す。

• 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
• 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させない
• 電池に直接はんだ付けをしない。
• 直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温・多湿の場所に放置、保管しない。
• 電池を保管する場合および廃棄する場合は、テープなどで端子部（金属部分）を絶縁する。
• 電池を水などで濡らさない。
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NVA-RS1は、ソニー HDDナビシステム NV-XYZ33/XYZ55/XYZ77用のリアステーションです。
本機のご使用により、後部座席で XYZ（ジィーゼット）本体の音楽やビデオ、静止画をお楽しみいただ
いたけます。またナビゲーションの地図を表示することもできます。
• 本機をご使用時には、音声は付属または別売りのヘッドホンに出力されます。
• 本機をご使用時には、自車位置表示やルートガイドなどのナビゲーション機能はご使用になれません。
• 本機は左シート取り付け専用です。下記のイラストをご参照ください。
• 拡張ステーションで受信するテレビ映像は、リアステーションで見ることはできません。
• 拡張ステーションに接続している DVDプレーヤーなどの映像は、リアーステーションで見ることは
できません。

• リアステーション上では、GPS信号を受信できないため、自車位置が正しく表示されないことがあり
ます。

取付基台

リアステーション

付属のコードレスステレオヘッドホンについて
• ヘッドホンコードにわずらわされることなく手軽にお使いいただけます。
• 外来ノイズなどの影響を受けにくい赤外線を利用しています。
• ヘッドバンドの長さの調節が不要のフリーアジャスト機構を採用しています。
• ヘッドホンの左右の音量を連動して調節できる VOL（ボリューム）つまみを搭載しています。
• このヘッドホンはNVA-RS1と組み合わせてお使いいただくものです。単体ではご使用になれません。
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付属品の確認

 リアステーション  取付基台  スペーサー 1（× 2）

 スペーサー 2（× 2）  六角レンチ   電源コード

 圧着式コネクター   コードクランパー（× 3）  コードレスステレオ
      ヘッドホン

 単 4形乾電池 ● 取扱説明書（本書） ● 保証書
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42～ 189mm

10～ 14.8mm

はじめに本機の取り付けが可能かどうかをご確認ください。
ヘッドレストの形状や寸法により、取付基台を取り付けられない場合
があります。

取り付けの条件
本機の取付基台は、シャフト直径 10～ 14.8mm、シャフト間の幅
42～ 189mmのヘッドレストに取り付けることができます。

 準備：取り付け条件を確認する
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 左シートのヘッドレストに取付基台を取り付ける

1  左シートのヘッドレストを外す
タブを押しながら、ヘッドレストを抜き出します。

2  取付基台をヘッドレストのシャフトに通す

取付基台の穴がシャフトに通りにくい場合は次ページ

ヘッドレストのシャフトが細い場合は次ページ

ヘッドレストのシャフト幅が広い場合は次ページ

ヘッドレストのシャフト幅が狭い場合は12ページ

3  取付基台を通したヘッドレストを、左シートに取り
付ける
六角レンチで 2か所のボルトを締めます。

取付基台が水平になっていない場合は13ページ

シートの形状により、突起部があるなどのため、シートと平行
に取り付けられない場合は13ページ

タブ

ヘッドレスト

六角レンチ

 ご注意

取付基台は水平に、またシートと平
行になるように取り付けてください。
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取付基台の穴がシャフトに通りにくい場合は
付属の六角レンチで 2か所のボルトを緩めてください。

ヘッドレストのシャフトが細い場合は
付属のスペーサー1 または2 を取付基台の穴に差し込んでから、
シャフトに通してください。

シャフト径とスペーサー使用の目安は次のとおりです。
シャフト径 スペーサー
10mm以下 スペーサー 1
10.1～ 13mm スペーサー 2
13.1～ 14.8mm スペーサー不要

ヘッドレストのシャフト幅が広い場合は
4つのネジをゆるめて取付基台を伸ばし、ヘッドレストのシャフトに
通してネジを締めなおしてください。

スペーサー 1 または 2 
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ヘッドレストのシャフト幅が狭い場合は
取付基台の内側の穴を使うことがで
きます。その場合は、次の手順で、
取付基台内部のシャフトカラーグ
リップを付け替えてください。

1  5か所のネジをはずして、アームプレートを取りは
ずす

2  10か所のネジをはずして、プレート 1とプレート
2を取りはずす

3  シャフトカラーグリップの位置を、内側の穴に付け
替える

4  プレート 1とプレート 2を元の位置に付けなおす

5  アームプレートを元の位置に付けなおす

アーム部

アームプレート

プレート 1

プレート 2

シャフトカラーグリップ



 ご注意

シャフトカラーグリップは、正しい
角度で奥まではめ込んでください。

 ちょっと一言

シャフトカラーグリップの片方だけ
を内側に付け替えて、シャフト幅に
合わせることもできます。

シャフト幅が狭い



13

取付基台が水平になっていない場合は
六角レンチでボルトを緩め、改めて取り付け直してください。

シートの形状により、突起部があるなどのため、シー
トと平行に取り付けられない場合は
アーム部の角度を調整してください。

1  取付基台の 5か所のネジを緩める

2  見やすい角度を決め、ネジをしっかり締めなおす

 ご注意

• 取付基台のギア部を破損しないよ
うに、5か所のネジは完全に緩め、
取付基台からアーム部を浮かせて
調整してください。

• 無理な力でギア部のストップ位置
以上にアーム部を倒さないでくだ
さい。破損の原因になります。

ギア部

ストップ位置

アーム部

調整できる角度

水平
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 取付基台にリアステーションと本体を取り付ける

まず、取付基台にリアステーションを取り付け、リアステーションに
XYZ本体を取り付けます。

1  XYZ本体の画面が見やすいように、XYZ本体取付
部の角度を調整する

2  取付基台に、リアステーションを取り付ける
リアステーション底面の取り付け部をネジで固定してください。

3  XYZ本体をリアステーションに取り付ける
本体を右へずらし、背面の凹部をリアテーションの凸部へ差し
込んでから、本体底部のコネクター端子をリアステーションの
コネクターに「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

凹部

凸部

リアステーション
XYZ本体

EJECTレバー

本体をカーステーションから取り
はずすには
本体を支えながら、EJECTレバー
を左にずらして取りはずします。
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 接続する

音量調整つまみ
別売りのワイヤードヘッドホンを
接続したとき、音量を調整します。
（付属のヘッドホンの音量は変わり
ません。）

ヘッドホンジャック
別売りのワイヤードヘッ
ドホン（ステレオミニプ
ラグ）を接続することが
できます。

各部の名称とはたらき

A/V入力ジャック
お手持ちのハンディカムな
ど外部機器の映像と音声を
入力できます。

（背面）

電源コネクター
付属の電源コードを接続します。

赤外線発光部
コードレスステレオ
ヘッドホンへ音声信
号を送信します。

EJECT
レバー
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電源コードを接続する
付属の電源コードでリアステーションとシガープラグを接続し
ます。
運転の妨げにならないように配線し、コードクランパーで固定し
てください。

コネクターの着脱のしかた

電源コード

カーステーション

電源コネクターへ
（NV-XYZ55/XYZ33
のみ）

カチッと音がするまで確実に差し
込み、はずすときはこの部分を押
しながら引っ張る。

 ご注意

• NV-XYZ55/XYZ33およびカース
テーション NVA-CS1に付属の電
源コードは使用しません。

• 付属の電源コードの 2本線のコー
ドは本機に、3本線のコードはカー
ステーションに接続します。

• NV-XYZ77および別売り拡張ス
テーション NVA-TS1使用の場合
は、カーステーションには接続し
ません。カーステーションの接続
は変更せず、本機（リアステーショ
ン）のみを付属の電源コードで接
続してください。この場合、本機
（リアステーション）付属の電源
コードの 3ピンコネクターは接続
しません。

（コネクターから 3
本線が出ています。
NV-XYZ77および
NVA-TS1 を ご 使
用の場合は、何も
接続しません。）

（コネクターから
2本線が出ています。）

パーキングブレーキコード（若草色）

シガーライター
ソケットへ

ACC
GND

（このイラス
トは 2本線の
例です。）

 ご注意

ACCポジションのない車で車のキー
を OFF位置にした場合には、電源
コードをシガーライターソケットか
ら抜いてください。電源コードを抜
かないと、シガーソケットのランプ
が点灯したままになり、バッテリー
あがりの原因になります。
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パーキングブレーキコードの接続
圧着式コネクターを使用して電源コード側のパーキングブレーキ
コードを車両側のパーキングブレーキスイッチコードに接続します。

パーキングブレーキスイッチコードの位置について
パーキングブレーキスイッチコード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が、詳しくはお買い上げ店にご相談ください。
パーキングブレーキがフットブレーキの場合

パーキングブレーキがハンドブレーキの場合

圧着式
コネクター

車両側のパーキングブレーキ
スイッチコード

電源コード側のパーキ
ングブレーキコード

 ご注意
車両側の各コードが細い場合、接触
が不充分になることがあります。

パーキングブレーキスイッチコード

パーキングブレーキスイッチコード

 ちょっと一言

パーキングブレーキスイッチコード
の位置は、取り付ける車両によって
異なりますので、「ソニー FAXイ
ンフォメーションサービス」または
SonyDrive（裏表紙参照）をご利用
になるか、お買い上げ店にご相談く
ださい。

 ご注意
NV-XYZ77および別売り拡張ステー
ション NVA-TS1使用の場合は、右
記の作業は必要ありません。
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 コードレスステレオヘッドホンを使う

付属のコードレスステレオヘッドホンは、コード配線不要の赤外線ステレオヘッドホンです。
• ヘッドバンド自動調整構造ですから、ヘッドバンドの長さを調整する必要がありません。
• 右ハウジングに、電源スイッチ、電源ランプ、音量調整つまみがあります。

コードレスステレオヘッドホン使用上のご注意
• コードレスステレオヘッドホンは直射日光の当たるところで使用し
ないでください。赤外線受光部が影響を受け、音質劣化の原因にな
ります。

• コードレスステレオヘッドホンを直射日光の当たるところや、高温
多湿の場所、車内に放置しないでください。

• コードレスステレオヘッドホンを落としたり、叩いたり、強い衝撃
を与えたりしないでください。故障の原因になります。

• コードレスステレオヘッドホンの赤外線受光部が頭髪などで隠れて
いると、音量が調整できないことがあります。その場合は、コード
レスステレオヘッドホンを装着して、顔をリアステーションの発光
部に向けてください。（コードレスステレオヘッドホンの受光部は
左右のハウジングにあります。）

音のエチケット
周囲の人の迷惑にならないように、ヘッドホンの音量は適切なレベル
に保ちましょう。

コードレスステレオヘッドホンを使用する前に
• リアステーションの赤外線発光部を正面に向けて、コードレスステ
レオヘッドホンヘッドホンとの間に障害物がないことを確認してく
ださい。

• 耳を傷める恐れがあるので、最初は音量を絞っておいてください。

各部の名称

乾電池収納部

イヤーバッド
電源スイッチ

電源インジケーター

音量調整つまみ

赤外線受光部
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準備：コードレスステレオヘッドホンに電池を入れる

1  左側のカバーを外す

2  付属の単 4形乾電池を、とを確かめて正し
く入れる

3  カバーを取り付ける

電池寿命
電池 持続時間 *1

ソニーアルカリ乾電池
LR03/AM-4(N)

60時間 *2

ソニーマンガン乾電池
R03/UM4(NU)

28時間 *2

*1 1 kHz、1 mW+1 mW出力時
*2 使用時の温度や環境によって異なります。

電池の交換時期
電池が消耗すると、電源ランプが暗くなり、音が小さくなったり雑音
が混じったりします。その場合は、新しい乾電池と入れ替えてくださ
い。
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音声を聞く

1  本体の電源を入れる

2  コードレスステレオヘッドホンの電源を入れる
右側の上部にある電源ランプが赤く点灯します。

3  コードレスステレオヘッドホンをかける
R表示側を右耳に、L表示側を左耳に正しくつけてください。

4  XYZ本体で音楽やビデオを再生する
XYZ本体の操作方法は、本体の取扱説明書または「使ってみよ
う」をご覧ください。

5  音量を調節する

雑音が増えると自動的に音がきこえなくなります（消音機能）
赤外線の届く範囲から離れたり、赤外線がさえぎられたりすると、雑
音が増え、音が聞こえにくくなります。この雑音による耳への負担を
減らすため、自動的に消音機能がはたらき、コードレスステレオヘッ
ドホンから音が聞こえなくなります。リアステーション（本体）に近
づくか、赤外線がさえぎられないようにすれば、自動的に消音機能は
解除されます。

使用後は
コードレスステレオヘッドホンをはずし、電源を切ってください。
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イヤーパッドを交換する

イヤーパッドが汚れたり傷んだときは、新しいものと交換できます。
（イヤーパッドは市販されていませんので、お求めの際は、お買い上
げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。）

1  古いイヤーパッドをはずす

2  新しいイヤーパッドを取り付ける
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故障かな？と思ったら

症状

音がしない

音がひずむ

大きな雑音がする

原因および処置

• 電源が入っていない。
→ まず本体の電源を入れ、それからコードレスステレオヘッドホ
ンの電源を入れてください。

• 消音機能がはたらいている。
→ 本体の赤外線発光部とコードレスステレオヘッドホンの間に障
害物がないか確かめてください。

→ コードレスステレオヘッドホンを本体に近づけてください。
• 電源ランプが暗い、点滅する、消えている。
→ 電池を新しいものと交換してください。

• 電源ランプが暗い、点滅する、消えている。
→ 電池を新しいものと交換してください。

• コードレスステレオヘッドホンと本体の赤外線発光部が離れすぎて
いる。
→ 本体（赤外線発光部）から離れるにつれて雑音が多くなります。
これは赤外線通信の特性によるもので、故障ではありません。

→ 本体に近い座席で使用する。
• 本体の赤外線発光部とコードレスステレオヘッドホンの間に障害物
がないか確かめてください。

• コードレスステレオヘッドホンの赤外線受光部が頭髪などで隠れて
いないか確認してください。

• コードレスステレオヘッドホンの赤外線受光部に直射日光があたら
ないようにしてください。

• 電源ランプが暗い、点滅する、消えている。
→ 電池を新しいものと交換してください。
→ 本体（赤外線発光部）の角度を変える。
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主な仕様

リアステーション
最大外形寸法  176（幅）× 89.2（高さ）× 54（奥行き）mm
質量   約 126 g

コードレスステレオヘッドホン
コードレスステレオ
ヘッドホン変調方式 周波数変調
搬送波周波数  右 2.8 MHz
   左 2.3 MHz
電源   DC 1.5V
   単 4形アルカリ乾電池 1本
   または
   単 4形マンガン乾電池 1本
質量   約 125 g（電池含む）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありま
すがご了承ください。
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24時間
お手元の FAXで
資料が取り出せます

ソニー FAXインフォメーションサービスのご案内（FAX付電話でご利用になれます）

カーフィッティング FAXサービス　
車輌メーカー、車種・車輌形式別のカーオーディオ部の取り外し方法、
各種センサー位置等の資料
• インデックスの入手／ 03-3552-7209 車輌メーカー別の BOX番号を受信
• 資料請求／ 03-3552-7488 アナウンスに従いご希望の車種の該当 BOX番
号を入力してください。

• ソニー FAXインフォメーションサービスをご利用の際のインデックス入手料・資料請求は通話料のみ
お客様のご負担となります。また FAXの機能によっては受信できない場合があります。

• FAXサービスのメンテナンス日は　毎月第 2木曜日　午前 8：00～午後 11：00となっております。
ご迷惑をおかけしますが、当日前記時間帯は資料を取り出すことはできません。ご了承ください。

 （第 2木曜日が祭日の場合は前日の水曜日をメンテナンス日とさせていただきます。）


	目次
	安全のために
	電池についての安全上のご注意
	付属品の確認
	[1]準備：取り付け条件を確認する
	[2]左シートのヘッドレストに取付基台を取り付ける
	[3]取付基台にリアステーションと本体を取り付ける
	[4]接続する
	各部の名称とはたらき

	[5]コードレスステレオヘッドホンを使う
	各部の名称

	故障かな？と思ったら
	主な仕様


