
取り付けと接続
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「取り付けと接続」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「取り付けと接続」
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。

販売店様へのお願い
本機の取り付け後、この「取り付けと接続」は、
必ずお客様へご返却ください。

2-549-288-01(1)

拡張ステーション

NVA-TS2
 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

正しく取り付ける
本機を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。

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。

ヒューズ

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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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。

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。

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。

不安定な場所に取り付けない
振動の多いところや、天井などに取り
付けると、製品が動く、落ちるなどに
より、事故やけがの原因となることが
あります。

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。
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本機を XYZ本体に接続すると、こんなことができるようになります。

こんなことができます

本機は HDD AVナビシステム NV-XYZ77/XYZ55/XYZ33用の拡張ステーションです。

箱の中身を確かめる

拡張ステーション NVA-TS2

 圧着式コネクター×3  コードクランパー× 6  拡張ステーション  面ファスナー× 2

 電源コード  シガー電源アダプター  接続コード • 保証書
       • ご相談窓口のご案内
       

テレビアンテナや VICS用
FMアンテナ（別売り）

DVDプレーヤー（別売り）

バックカメラ XA-700C（別売り）

リアモニター（別売り） カーステレオなどの音声入力へ

ビーコンユニット NVA-VB4（別売り）

XYZ本体

カーステーション
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 テレビを見る
テレビアンテナ（別売り）が必要です。

 DVDなどを見る
DVDプレーヤー（別売り）などの外部機器が接続できます。

VICS FM情報を見る
FMアンテナ（別売り）（テレビアンテナでも兼用可能）を接続すると、
文字表示型と簡易図形表示型の渋滞情報などが表示できます。

VICS情報（地図表示型）を見る
ビーコンユニット（別売り）を接続すると、渋滞などがリアルタイム
でわかり、渋滞回避オートリルート機能も使えるようになります。

ちょっと一言

テレビや VICSなどの操作については、XYZ本体の取扱説明書をご覧ください。

 バックカメラ（別売り）の映像を見る
バックカメラの画面自動切換機能をお使いになるには、バックランプ
の電源コードへの接続（9、10ページ）と、事前のXYZ本体でのメニュー
設定（本体取扱説明書参照）が必要です。

高速道路の下やビルの谷間、トンネルなどで
GPSを受信できない場合も自車位置を表示する

自律航法機能をお使いになるには、車速センサーコードの接続（9、
10ページ）が必要です。

お手持ちのカーステレオの音声入力と接続すると、FMトランスミッ
ターを使うよりクリアな音をカーステレオから聞くことができます。
オーディオ接続コード（別売り）が必要です。

自律航法機能

カーステレオ音声入力への接続
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システムの構成

  面ファスナーを必要な分だけ切り、カーペットな
どに取り付ける

拡張ステーション

面ファスナー面ファスナー

取り付け面へ

精度よく自車位置を読み取るために、必ず水平 5度以内に、しっかりと取り付けてください。

ご注意

• 取り付け面をきれいにしてから取
り付けてください。

• 次のような場所への取り付けは避
けてください。
― 高温になる所
― 直射日光が当たる場所、ヒー
ターの熱風を直接受ける場所
など、温度が極端に高い所

• 面ファスナーは、底面の銘板を避
けて貼ってください。

拡張ステーションを設置する

FMトランスミッター用アンテナ **

カーステーションと XYZ本体 **

GPSアンテナ **

リモコン * TVアンテナ (別売り）

拡張ステーション NVA-TS2（本機）
• シガーライターソケットから電源を接続できます。標
準の電源接続もできます。

• 付属の接続コードで XYZ本体と接続します。
• 拡張ステーションを接続する場合には、付属の接続
コードを介して拡張ステーションから XYZ本体へ電
源供給を行うため、カーステーション用の電源コード
は不要になります。

* NV-XYZ77/XYZ55に付属されています。または、
RM-X700（別売り）

** NV-XYZ77/XYZ55/XYZ33に付属されています。

取り付ける

**ちょっと一言
XYZ本体のスピーカーから出力されるのは、ナビ
ゲーションのガイドや操作音のみです。
テレビや音楽、DVD、ビデオなど、ナビゲーション
以外の音声は、カーステレオの FMを利用して車の
スピーカーで聞きます（FMトランスミッター機能）。
このアンテナは、ＦＭトランスミッター機能でナビ
ゲーション以外の音声を FM電波で飛ばし、カース
テレオで受信するための出力アンテナです。
FMトランスミッター機能の設定方法や使用方法に
ついては、本体取扱説明書をご覧ください。
なお、オーディオ接続コード（別売り）を使用して、
カーステーションまたは拡張ステーションとカース
テレオの AUX-INを接続する際には、FMトランス
ミッター用アンテナは使用しません。
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本書では代表的な取り付け方の例として、以下の 2つの方法を詳しく説明しています。
内容をご確認の上、取り付け方法をお決めください。

かんたん取り付け
• 車のシガーライターから電源をとります。
• 車の車速センサーコードやバックランプの電源コードとの接続は省略しています。（自律航法機能 * 、
別売りのバックカメラ接続時の画面自動切換機能 **は使えません。）

標準取り付け
• 車のバッテリー（常時）電源、ACC(アクセサリー )電源から電源をとります。
• 車の車速センサーコードやバックランプの電源コードと接続します。自律航法機能 *や、バックカメ
ラ（別売り）接続時のバックカメラの自動切換機能 **をお使いいただけます。

ちょっと一言
上記は代表的な取り付けの例です。車の車速センサーコード、バックランプの電源コードとの接続には、次の役割がありま
すので、内容をご確認の上、必要とお好みに応じて接続するかどうかを決めてください。
• 車速センサーコードと接続すると、自律航法機能 *が使用できます。
 車速センサーコードを接続した場合は、必ずバックランプの電源コードとの接続も行ってください。接続しないと、バッ
ク時に自車位置表示がずれてしまいます。

• バックランプの電源コードと接続すると、バックカメラ（別売り）接続時に、バックカメラの自動切換機能 **を使用できます。
また、車速センサーコードとの接続をした際には、車が後方向に進んでいることを検知します。　

　
* 自律航法機能：トンネル内やビルの谷間などでGPSが受信できない時にも、自車位置を表示します。
** バックカメラの自動切換機能：シフトレバーをバックに入れると、バックカメラの画面に自動切換します。この機能を使
うには、事前にメニュー設定が必要です。詳しくは本体取扱説明書をご覧ください。

ご注意
パーキングブレーキスイッチコードへの接続は安全のために必ず行ってください。パーキングブレーキスイッチコードは、車
が走行中か停車中かを検知するために接続します。本機は安全のため、走行中にはテレビや DVD、ビデオなどの動画表示は
行わず、簡単な操作のみが行えるようになっています。パーキングブレーキスイッチコードを接続しないと、本機は常時走
行中と認識し、動画表示時には音声のみとなり、安全のためのメッセージを表示します。また、各種設定、登録など詳細な
操作ができなくなります。

「かんたん取り付け」と「標準取り付け」について

本機の接続コードの色は、JEITA*コードカラーに準拠しています。

* JEITAは、（社）電子情報技術産業協会の略称です。

ご注意

必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。
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車体用パーキング
ブレーキ
スイッチコード *

圧着式コネ
クター

若草色（2.5m）

カーステーション
（NV-XYZ77/XYZ55/XYZ33
に付属）

I/O端子

シガーライターソケット

シガー電源
アダプター
（1.5m）

接続コード
電源コード

■ かんたん取り付け（シガー電源アダプターを使う）
• 「拡張ステーションを設置する」（6ページ）を済ませてから接続してください。
• 本機（拡張ステーション）を接続する場合には、付属の接続コードを介して拡張ステーションから

XYZ本体へ電源供給を行うため、カーステーション用の電源コードは不要になります。

車輌側コード

本機側コード
（若草色）

△印部分を押して、
カバーをはずす

GND

赤

黒

黄

1  カーステーションとつなぐ

2  パーキングブレーキとつなぐ

3  電源をつなぐ ヒ
ュ
ー
ズ

ヒ
ュ
ー
ズ

電源は接続コードで本
体に供給されるため、ここ
には何も接続しません。

* パーキングブレーキスイッチコード、
バックランプの電源コード、車速セン
サーコードの位置は車種により異なり
ます。接続の位置や接続方法について、
詳しくは 10ページと「ソニー FAX
インフォメーションサービス」または
SonyDrive（裏表紙に記載）をご覧く
ださい。

ちょっと一言
かんたん取り付けでは、
電源コード（紫 /白）、車
速センサーコード（桃色）
の接続は省略しています。
（ただし、バックカメラや
自律航法機能を利用でき
ません。）

標準取り付け（次ペー
ジ）と同じコードです。

ご注意

• パーキングブレーキスイッチコードへの接続は安全のために必ず行ってくださ
い。パーキングブレーキスイッチコードは、車が走行中か停車中かを検知する
ために接続します。本機は安全のため、走行中にはテレビや DVD、ビデオな
どの動画表示は行わず、簡単な操作のみが行えるようになっています。パーキ
ングブレーキスイッチコードを接続しないと、本機は常時走行中と認識し、動
画表示時には音声のみとなり、安全のためのメッセージを表示します。また、
各種設定、登録など詳細な操作ができなくなります。

• 接続コード、電源コード、シガー電源アダプターなどの各コードは、で
きるだけ離して取り付け、設置してください。テレビ画面が乱れることがあり
ます。

紫 /白（5.5m）

桃色（2.5m）

ちょっと一言
テレビアンテナやビーコンユニットなど
周辺機器との接続については、11ページ
をご覧ください。

アクセサリーポジション
のない車に本機を取り付
ける場合のご注意
アクセサリーポジション
のない車に本機を取り付
けた場合、エンジンを切っ
た際には必ず電源コード
をシガーソケットから抜
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
リーあがりの原因となり
ます。
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ヒューズ

ヒューズ

車体の金属部へ

アクセサリー（ACC）電源へ
ACC

BATT

GND

赤（2.5m）

黒（2.5m）

黄（2.5m）

車体用パーキングブレーキスイッチコード *

圧着式コネクター

若草色（2.5m）

紫 /白（5.5m）

桃色（2.5m）

接続コード

電源コード

圧着式コネクター

圧着式コネクター

バックランプの電源コード（+12V）*

車速センサーコード *

バッテリー（BATT）電源へ

車両側

カーステーション
（NV-XYZ77/XYZ55/XYZ33
に付属）

△印部分を押して、
カバーをはずす

I/O端子

電源は接続コードで本
体に供給されるため、ここ
には何も接続しません。

アクセサリーポジションのない車に本機を取り付ける
場合のご注意
赤色コードを黄色コードと同じ車両側のバッテリー電源
へ接続してください。アクセサリーポジションのない車
に本機を取り付けた場合、エンジンを切った際には必ず
XYZ本体の POWERボタンを長押しして電源を切って
ください。（POWERボタンを短く押しただけでは電源
が切れないため、バッテリーあがりの原因となります。）

1  カーステーションとつなぐ

2  電源コードからシガー電源アダプターをはずし、
電源コードをすべて配線する

• 「拡張ステーションを設置する」（6ページ）を済ませてから接続してください。
• 本機（拡張ステーション）を接続する場合には、付属の接続コードを介して拡張ステーションから

XYZ本体へ電源供給を行うため、カーステーション用の電源コードは不要になります。

保護素子

* パーキングブレーキスイッチコード、バックランプの電源コー
ド、車速センサーコードの位置は車種により異なります。接
続の位置や接続方法について、詳しくは 10ページと「ソニー
FAXインフォメーションサービス」または SonyDrive（裏
表紙に記載）をご覧ください。

ご注意

• パーキングブレーキスイッチコードへの接続は安全のために必ず行ってください。パーキングブレーキスイッチコードは、
車が走行中か停車中かを検知するために接続します。本機は安全のため、走行中にはテレビや DVD、ビデオなどの動画表
示は行わず、簡単な操作のみが行えるようになっています。パーキングブレーキスイッチコードを接続しないと、本機は
常時走行中と認識し、動画表示時には音声のみとなり、安全のためのメッセージを表示します。また、各種設定、登録な
ど詳細な操作ができなくなります。

• 接続コード、電源コードなどの各コードは、できるだけ離して取り付け、設置してください。テレビ画面が乱れるこ
とがあります。

ちょっと一言
テレビアンテナや
ビーコンユニットな
ど周辺機器との接続
については、11ペー
ジをご覧ください。

■ 標準取り付け
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各コードの接続について
圧着式コネクターを使用して各コードを接続します。各コードの
組み合わせについては、以下の表を参照してください。
拡張ステーション側 車両側
桃色（車速信号入力）コード 車速センサーコード
紫／白色（バック信号入力）コード バックランプの電源コード
若草色（パーキングブレーキ）コード パーキングブレーキスイッチコード

• 車両側の各コードの位置は、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（裏表紙に記載）をご利
用になるか、お買い上げ店にご相談ください。

• バックランプ電源コードに接続すると、別売りのバックカメラを接続して車両が
バックしたとき、自動的にカメラ画面に切り換ります。また、バック時に生じる
自車位置の誤差をなくすことができます。

• 車両側のバックランプ電源コードと車速センサーコードの接続について、詳しく
は「ソニー FAXインフォメーションサービス」または SonyDrive（裏表紙に記載）
をご利用になるか、お買い上げ店にご相談ください。

車速センサーコードの取り付けについて
本機はデジタルパルス入力を想定しています。アナログパルスを発生する車に接続
するには、別売りの車速パルス発生器 XA-200Sを取り付けてください。（車種や
タイヤによっては取り付けられない場合があります。詳しくは、お買い上げの販売
店にご相談ください。）

ご注意
圧着式コネクターは保護素子より
コード先端側で使用してください。
本体側に接続すると故障の原因にな
り、正しく動作しないことがありま
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

車両側の各コード

本体側のコード

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

コネクターの着脱のしかた
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。

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。

圧着式コネクターの使いかた
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周辺機器を接続する

DVDプレーヤーなどの
音声 /映像出力へ RCAピンコード（別売り）

リアモニター（別売り）

RCAピンコード（別売り） カーステレオ
などの音声入力

RCAピンコード（別売り）

バックカメラ
XA-700C（別売り）

RCAピンコード（別売り） ビーコンユニット
NVA-VB4（別売り）

FM VICSの交通情報を受信する
ために市販の FMアンテナを接続
します。（テレビアンテナコードの
1本を使用することもできます。）

市販のテレビアンテナを接続し
ます。（テレビアンテナ入力の 1
～ 4はどこを使用しても効果は
同じです。）
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POWERボタン

ご注意

拡張ステーションが接続された 6台
目以降の車に XYZ本体を接続する
と、接続した時期の古い車の情報か
ら順に上書きされていきます。

ちょっと一言
XYZ本体は、拡張ステーションが接
続された 5台までの車の車種と、そ
の自律航法の学習値を XYZ本体に記
憶し、XYZ本体を車から車へ乗せ換
えた際には自動的にそれらを切り替
えます。なお、車種については事前
に設定が必要です。設定方法につい
て詳しくは、本体取扱説明書の「ナ
ビの設定を変える」をご覧ください。

リセットボタン

  車のエンジンをかけて起動させる

1 エンジンをかける。
2 ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカーなど、すべて
の電装品が正しく動作することを確認する。

3 本体をカーステーションに取り付け、POWERボタンを押し
て電源を入れる。

 なお、本機を初めて接続したときには、XYZ本体のリセット
ボタンをつまようじの先などで押して、リセットしてくださ
い。

 また、本機接続時には、以下の場合リセットは不要ですが、
下記の手順で自律航法の学習値を初期化してください。
－ XYZ本体を拡張ステーションごと別の車に載せ替えたと
き

－タイヤ交換をしたとき

＜自律航法の学習値初期化の手順＞
APPLIボタン→「ナビゲーション」→MENUボタン→「ナ
ビの設定をする」→「車種を設定する」→「自律航法の学習
値を初期化」

電源を入れる



13

使用温度範囲 － 10℃～＋ 55℃

電源 DC12Vカーバッテリー（マイナスアース）

消費電流 約 1Ａ

受信方式 NTSC方式

受信チャンネル 1CH～ 12CH（VHF)

 13CH～ 62CH（UHF) 

接続端子 カーステーション接続端子

 TVアンテナ接続端子

 FMアンテナ接続端子

 ビーコンユニット端子

入力端子 映像入力（1系統）：RCAピンジャック

 音声入力（1系統）：RCAピンジャック

 カメラ入力（1系統）：RCAピンジャック

出力端子 映像出力（1系統）：RCAピンジャック

 音声出力（2系統）：RCAピンジャック　

外形寸法（幅×高さ×奥行き）

 190.6× 27.8× 80.8mm（突起部含まず）

質量 約 424g

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。

主な仕様
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故障かな？と思ったら

症状
電源が入らない

テレビが映らない

画面がつぶれる、流れる、色
がつかない

画面に線、斑点状のノイズが
現れる

FMトランスミッターが正常に
働かない

自車位置がずれる

FM VICSやテレビが受信しづ
らい

原因および処置

• 電源コードが正しく接続されていない。→「かんたん取り付け」（8
ページ）または「標準取り付け」（9ページ）を参照し、接続を確
認してください。

• 各コネクターが確実に差し込まれていない。→接続ポイントをすべ
て確認してください。

• ヒューズが切れている。→新しいヒューズと交換してください。ヒュー
ズが切れた原因が不明な場合は、お買い上げ店にご相談ください。

• テレビアンテナが本機に正しく接続されていない。→テレビアンテ
ナの取り付けについて、詳しくはテレビアンテナに付属の取扱説明
書をご覧ください。

• 本機とカーステーションのコードが接続されていない。→「かんた
ん取り付け」（8ページ）または「標準取り付け」（9ページ）を参照し、
接続コードを接続してください。

• 若草色コードと車両側のパーキングブレーキスイッチコードが接続
されていない。→接続してください。

• 各コネクターが確実に差し込まれていない。→接続ポイントをすべ
て確認してください。

• 接続コード、電源コードなどの各コードは、できるだけ離して取り
付け、配置してください。

• FMトランスミッター用アンテナコードやシガー電源アダプターな
どの各コードは、できるだけ離して取り付け、設置してください。

• FMトランスミッター用アンテナには指向性があります。配線を変
更して確認してください。

• 周辺地域のラジオ放送の周波数と重なって、その影響を受けている
ことがあります。違う周波数に再設定して確認してください。

• 本体のリセットボタンを押していない。→本体をカーステーション
に取り付け、POWERボタンを押して電源を入れ、本体のリセッ
トボタンをつまようじの先などで押してください。（12ページ参照）

• 拡張ステーションごと別の車に載せ替えた、または、タイヤを交換
したが、自律航法の学習値を初期化していない。→自律航法の学習
値を初期化してください。（12ページ参照）

• 本機が水平 5度以内に取り付けられていない。→「拡張ステーショ
ンを設置する」（6ページ）を参照し、正しく取り付けてください。

• かんたん取り付けでは自律航法機能を使用しないため、トンネル内
やビルの谷間、山や林の中などのGPSを受信しにくい所では、自
車位置を測定できない場合があります。

• かんたん取り付けではバックランプの電源コードを接続しないた
め、バックの際に自車位置がずれますが、GPSの受信状態のよい
所をしばらく走行するとマップマッチング機能が働き、正しい表示
に戻ります。戻らない場合は、メニュー操作で自車位置を補正して
ください（XYZ本体取扱説明書参照）。

→ TV/FM VICS端子に TV/FMアンテナが接続されているか確認し
てください。
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保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け
取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してく
ださい。
保証期間は、お買い上げ日より 1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この「取扱説明書」をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるソ
ニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証
書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させて
いただきます。

部品の保有期間について
当社ではナビゲーションシステムの補修用性能部品（製品の機能を維
持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 6年間保有しています。
この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間
が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますの
で、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス
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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。）

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転

• 主なはんだ付けに無鉛はんだを使用し
ています。

• 主なプリント配線板にハロゲン系難熱
剤を使用していません。

• 包装用緩衝材から発泡スチロールを全
廃しています。

• この説明書は 100%古紙再生紙と
VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物
油型インキを使用しています。
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