
CCKT-DVE7.JP.2-696-405-01(1)

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。

©2006 Sony Corporation     Printed in China

CCKT-DVE7

D-VE7000S 専用 
カーコネクティングキット

取り付けと接続
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることがあります。

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方
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。
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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。

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。

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。

本機の通風口や放熱板を 
ふさがない
通風口や放熱板などを
ふさぐと、内部に熱が
こもり、火災の原因と
なります。

端子をショートさせない
本機の端子部にコイン、キー、ネック
レスなどの金属類を置かないでくだ
さい。充電端子が金属につながると、
ショートし、発熱することがありま
す。

安全のために

  
下記の注意を守らないとけがをしたり 
周辺の家財に損害を与えることがあります。

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。

エアバッグシステムの動作の妨げに 
なる場所に取り付けない
動作の妨げになる場所に取り付け
ると、けがの原因となります。

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。

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。

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、制動不能によ
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

下記の注意を守らないとけがをしたり 
周辺の家財に損害を与えることがあります。

警告表示の意味
「取り付けと接続」および製品では、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
りけがをしたり周辺の家財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

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。

保証書とアフターサービス

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。

それでも具合が悪いときはサービスヘ
お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近
くの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、カーコネクティングキットの補修用性能部品（ 製品の機能を維持するために必要な
部品）を、製造打ち切り後最低8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後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありま
すので、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。
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カーコネクティングキットでできること
前座席のヘッドレストにカーコネクティングキットを 
取り付け、D-VE7000Sをスピーカーからの音声で 
楽しめます。

内容物を確認する
• スピーカー内蔵 
カーアタッチメント
（1）

• ヘッドホン（1） • カーバッテリー 
コード（1）

• 取扱説明書（本書）
（1）

• ソニーご相談窓口の
ご案内（1）

カーコネクティングキットを取り付ける
取り付ける前に必ず「使用上のご注意」をご覧ください。

1 スピーカー内蔵カーアタッチメントをヘッドレストの後ろに置き、取り付け位置
を確認する。

2 ヘッドレストの前でベルトをクロスさせる。

3 ベルトをヘッドレストに巻きつけ、にとおす。
もう一方のベルトもヘッドレストに巻きつけ、固定しま
す。 

4 ベルトの両端をに合わせて貼り付け、固定する。
ヘッドレストにカーアタッチメントがしっかりと固定さ
れていることを確認してください。 

5 カーアタッチメント上部のカバーを開け、
D-VE7000Sを取り付けて、上部カバーを
しっかりと閉める。

D-VE7000S下部の接続部とカーアタッチメン
トの端子部をしっかりと接続してください。

ご注意
• 車を運転する前に、上部カバーを必ず閉じてください。
• 車を運転する前に、カーアタッチメントのベルトに 
たわみがなくヘッドレストにしっかりと固定されている 
ことを確認してください。

6 カーバッテリーコードを接続する。
カーバッテリーコードを接続中は充電されます 
（再生中は除く）。 
操作はD-VE7000S付属のリモコンで行ってくだ
さい。詳しくは、D-VE7000S付属の取扱説明書を
ご覧ください。

ちょっと一言
• D-VE7000S内蔵の電池でも操作できます。
• 付属のヘッドホンは、PHONES A/Bジャックのどちらにも 
接続できます。

   

ご注意
• カーコネクティングキットはD-VE7000S専用です。他の機器は取り付けないでください。
• シガレットライターソケットへの接続はしっかりと確実に行ってください。
• シガレットライターソケットの位置・形状によっては本機が使用できない場合があります。
• 車が急ブレーキをかけた際に、本機に接続した機器が動かないようしっかりと固定してください。

D-VE7000Sを取り外す

1 カーアタッチメント上部のカバーを開ける。

2 D-VE7000Sを矢印の方向に取り外す。

ご注意
D-VE7000Sを取り外した後は、必ず車外に持ち出してください。 
D-VE7000Sを高温の車内に放置すると、故障の原因になります。

使用上のご注意

取り付け時のご注意
• カーコネクティングキットを直射日光が当たる場所に取り付けないでください。故障の原因とな
ります。

• カーコネクティングキットに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
• カーコネクティングキットを取り付けるときに次のことを確認してください。

– ベルトを調節するときはカーバッテリーコードをゆるめ、取り付け終わったらコードをしっか
りと固定する。

– カーバッテリーコードがシートレールにからまったり、はさまらないようにする。
• カーコネクティングキットをしっかりと固定し、運転中に動かないようにしてください。
• カーコネクティングキットを取り外した後は、D-VE7000Sを必ず車外に持ち出してください。
• カーバッテリーコードを接続するときは、本機のヒューズ容量が車両側のヒューズ容量より小さ
い値であることを確認してください。また、アンプなどを接続したシステムで使用する場合は、総
ヒューズ容量が車両側のヒューズ容量より小さい値であることを確認してください。もし車両側
の容量が小さい場合はバッテリーから直接電源を引いてください。このことを確認しないと異常
が生じた時、車両のヒューズが先に切れ、他の機器が機能しなくなります。

• カーバッテリーコードを使用しないときは、シガレットライターソケットから抜いてください。
カーバッテリーコードが接続されていると、車のバッテリーが消費されます。

• シガレットライターソケットの中にタバコの灰や異物が入っていると、接触不良を起こし、シガ
レットライタープラグ部分が熱くなります。お使いになる前に必ず点検、清掃をしてください。

• 車のバッテリーを着脱するときは、必ずカーバッテリーコードを抜いてから作業してください。

ヘッドレストの形状を確認する

図のような標準的なヘッドレストに取り付けられます。

ご注意
車種によってはカーコネクティングキットを取り付けられない 
場合があります。

ヒューズの交換
本機が正常に動作しない場合は、カーバッテリーコード
のシガレットライタープラグ内部のヒューズが切れて
いないかを確認してください。

1	シガレットライターソケットからシガレットライタープ
ラグを抜く。

2	プラグの先端部分を回してはずす。
3	ヒューズを取り出す。
4	ヒューズが切れていないか確認する。
切れている場合は、新しいヒューズを用意してください。
市販の同じ定格のヒューズ（3 A 125 V、長さ約20 mm）をお求めください。

5	ヒューズを差し込む。
6	プラグの先端を元通りにしっかり締める。
ご注意

• 定格の異なるヒューズをご使用になると故障や火災の原因になります。
• ヒューズを針金などで代用しないでください。
• ヒューズを交換したあとも、再び切れるような場合には、お買い上げ店にご相談ください。

主な仕様

〈スピーカー内蔵カーアタッチメント〉

入力端子
DC 12V入力

スピーカー
最大出力
   450 mW + 450 mW （JEITA*）

電源
DC 12V（マイナスアース車専用）

本体寸法（幅×高さ×奥行き）*
約200.0 × 194.0 × 43.0 mm （JEITA*）
突起部含まず。

最大外形寸法（幅×高さ×奥行き）*
約216.8 × 199.0 × 49.0 mm

質量
本体： 約300 g （JEITA*）

動作温度
5℃～ 35℃

* 電子情報技術産業協会（JEITA）の測定方法に基づいています。

CEマークは、それが法的に強制されている国－主としてEEA（欧州経済地域）に加盟している国－でのみ
有効です。

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。

カーコネクティングキット

DC IN 12Vへカーバッテリー
コード

シガレット
ライター 
ソケットへ

ヘッドホン

PHONES A/Bへ

プラグの先端

ヒューズ

シガレットライター
プラグ

はずす


