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取付と接続
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。

本書には、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。本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。

2007 Sony Corporation  Printed in Thailand
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カークレードルキット

NVA-CU5J

はじめに
本機は、道路交通法および関連する法令・
規定類に抵触しないよう正しくダッシュ
ボードにお取り付けください。特に前方
視界、運転、エアバックなどの妨げにな
らないようご注意ください。

本機をお使いになる前に、以下の説明書もあわ
せてお読みください。

 NV-U3DVをお使いの場合
－ 取り付けかたについて：「取付と接続」
－ 使用上のご注意やお手入れのしかたなど：
 「取扱説明書」
－ 安全にお使いいただくためのご注意：
 「安全のために」（別紙）

 NV-U3V/U3をお使いの場合
－ 取り付けかたについて：「取付と接続」
－ 使用上のご注意やお手入れのしかたなど：
 「取扱説明書」
－ 安全にお使いいただくためのご注意：
 「安全のために」（別紙）

 NV-U2をお使いの場合
－ 取り付けかたについて：「取付接続編」
－ 使用上のご注意やお手入れのしかたなど：
 「取扱説明書 ナビゲーション基本編」、
 「取扱説明書 本編」
－ 安全にお使いいただくためのご注意：
 「安全のために」（別紙）

本機はNV-U3DV/U3V/U3/U2専用のカークレー
ドルキットです。

“nav-u”および は、ソニー株式会社
の商標です。

中身を確かめる

クレードル

シガー電源コード

取付シート

	取付と接続（本書）

	安全のために

	保証書

	ソニーご相談窓口のご案内

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。

ご注意

	シガーライターソケットの形状によっては、シ
ガー電源コードが入らないことがあります。

	本機は、ETC車載機器や無線機、携帯電話、レー
ダー探知機など強い電波を送信したり、受信
する機器から離れた場所に取り付けてくださ
い。これらの機器の近くで本機を使うと、以
下のようなことが起きる場合があります。
	本機が正常に動作しない。
	画像が乱れる。
	自車位置を正しく表示できない。
	ETC車載機器や無線機、携帯電話、レーダー
探知機などが正常に動作しない。

	ワンセグを受信しづらくなる。 
（NV-U3DV/U3Vのみ）

重要なご注意

“nav-u”本体およびクレードルに使用
するシガー電源コードや ACアダプター
は、必ず付属品または指定の別売りアク
セサリーをご使用ください。
指定以外のものを使用すると、“nav-u”
本体およびクレードルの対応電圧より高
い電圧が加えられることにより、発煙・
発火の原因となり思わぬ事故につながる
場合があります。
指定の別売りアクセサリーについては、
下記をご覧ください。

	NV-U3DV/U3V/U3をお使いの場合
	 NV-U3DV/U3V/U3に付属の「取扱説
明書」の「主な仕様」-「別売りアク
セサリー」

	NV-U2をお使いの場合
	 NV-U2に付属の「取扱説明書 ナビゲー
ション基本編」の「主な仕様」-「別
売りアクセサリー」

使用後は、“nav-u”本体とクレードル
をダッシュボードからはずし、直射日光
の当たらない場所に保管してください。
“nav-u”本体を高温の車内に放置する
と、故障の原因となることがあります。
また、クレードルをダッシュボードに取
り付けた状態で放置すると、ダッシュ
ボードが変形することがあります。

クレードルをダッシュボードに確実に取
り付けるために、本書に記載された吸盤
の取り扱い方法を必ず守ってください。
正しく取り扱わないと、吸盤の吸着力が
弱くなり、本機がダッシュボードから落
下することがあります。

吸盤についてのご注意
	吸盤の吸着面が汚れないようにダッシュボー
ドから吸盤をはずしたときは、必ず吸盤保護
カバーを取り付けてください。吸盤の吸着面
が汚れたり、傷がついたりすると、吸盤の吸
着力が弱くなることがあります。

吸盤保護カバー

	ダッシュボードの材質によっては、吸盤がしっ
かり吸着しないことがあります。このような
場合には、付属の取付シートをダッシュ
ボードに貼り付けてから、その上にクレード
ルを取り付けてください。

取付シートについて

 以下のようなダッシュボードの場合は、取付
シートを使用してください。取付シートを使
用しないと、吸盤がしっかりと吸着しないこ
とがあります。
 指で押すと変形するような柔らかい材質の
場合

 表面のシボ加工（しわや凹凸）が粗い場合

 取り付け位置について詳しくは、お使いの
“nav-u”に付属の「取付と接続」（NV-U3DV/
U3V/U3）、「取付接続編」（NV-U2）をご覧く
ださい。
	貼り付け位置は仮置きなどをして慎重に選
んでください。

 取付シートは接着力が強いため、ダッシュ
ボードに一度貼り付けると簡単にはがすこ
とができません。無理にはがそうとすると、
ダッシュボードが変形したり、破損するお
それがあります。

	ダッシュボードに取付シートを充分接着さ
せるために、取付シートを貼り付けて 24時
間以上経ってから、クレードルを取り付け
てください。

	一度はがした取付シートは、接着力が弱く
なっているので貼り直しできません。

	吸盤とダッシュボードの間に指などを入れて、
吸盤を無理にはがさないでください。吸盤の
破損の原因となることがあります。

	寒い場所では吸盤をはずしにくいことがあり
ます。

吸盤の吸着面が汚れたときは
吸盤の吸着面が汚れていると吸着力が弱くなり
ます。吸着面が汚れた場合は、柔らかくて毛羽
立たない布を湿らせ、なでるようにして、汚れ
を取り除いてください。

ご注意

	洗剤などは使わないでください。
	吸着面に湿気が残っていないことを確認して
から取り付けてください。

	故障の原因になりますので、クレードル内部
に水分が入らないようご注意ください。

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転

困ったときは
“nav-u”関連のホームページ（下記 URL）でお調べください。
http://www.sony.jp/products/me/
「よくあるお問い合わせ（Q&A）」は、上記 URLの「サポート・お問い合わせ」からご確認いただけます。

お問い合わせの前に
機種名をご確認ください。
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クレードルのはずしかた


吸盤のボタンを時計回りに
90度回す



タブ



吸盤保護カバー

ご注意

	使用後は、ダッシュボードからはずしてくだ
さい。ダッシュボードに取り付けた状態で放
置すると、ダッシュボードが変形することが
あります。

	吸盤が破損することのないよう、必ず吸盤の
タブを持って吸盤をはがしてください。（）

	吸盤とダッシュボードの間に指などを入れて、
吸盤を無理にはがさないでください。吸盤の
破損の原因となることがあります。

	寒い場所では吸盤をはがしにくいことがあり
ます。

	ダッシュボードからクレードルをはずしたと
きは、必ず吸盤保護カバーを取り付けてくだ
さい。吸盤の吸着面が汚れたり、傷がついた
りすると、吸盤の吸着力が弱くなることがあ
ります。（）

ヒューズの交換について
ヒューズを交換するときは、必ずヒューズ
に記してある規定容量（アンペア数）の
ヒューズを使用してください。

ヒューズ（5A）
締める

取りはずす

主な仕様
クレードル
使用温度範囲 5℃～ 45℃
電源 DC12Vカーバッテリー
 （マイナスアース）
消費電流
NV-U3DV/U3V/U3
 最大約 700mA
 （“nav-u”本体接続時）
NV-U2 最大約 600mA
 （“nav-u”本体接続時）
接続端子 “nav-u”本体端子
 DC IN 12V端子
 ビーコン端子

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。

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
本書およびお使いの“nav-u”に付属の説明
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。くわ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。

部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品を再
生、再利用する場合があります。その際、
交換した部品は回収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
か、ソニーサービス窓口にご相談ください。

クレードルを取り付ける
	吸盤保護カバーをはがす

吸盤保護カバー

ご注意

	吸盤の吸着力が強く、吸盤保護カバーを
はがしにくい場合がありますので、吸盤
保護カバーはゆっくりとはがしてくださ
い。

	ダッシュボードからクレードルをはずし
たときは、必ず吸盤保護カバーを取り付
けてください。吸盤の吸着面が汚れたり、
傷がついたりすると、吸盤の吸着力が弱
くなることがあります。

	ダッシュボードに取り付ける
吸盤のボタンを強く押してしっかり吸着さ
せ、吸盤のボタンを反時計回りに 90度回
してロックしてください。
取り付け後は、クレードルを軽く引き、吸
盤がダッシュボードに確実に取り付けられ
ていることを確認してください。

強く押す

反時計回りに 90度回す

重要なご注意

クレードルは、ダッシュボードの取
り付け面をきれいにしてから取り付
けてください。取り付け面が汚れて
いると、吸盤の吸着力が弱くなり、
本機がダッシュボードから落下する
ことがあります。

ダッシュボードの材質や表面仕上げ
などによっては、吸盤の跡が残るこ
とがあります。あらかじめご理解の
うえ、ご使用ください。

ちょっと一言
吸盤の吸着面にごく小さな穴がある場合が
あります。これは製造過程で発生するもの
で、性能には影響がなく、使用上支障はあ
りません。

	シガー電源コードを接続する

重要なご注意

“nav-u”本体およびクレードルに
使用するシガー電源コードや ACア
ダプターは、必ず付属品または指定
の別売りアクセサリーをご使用くだ
さい。
指定以外のものを使用すると、
“nav-u”本体およびクレードルの
対応電圧より高い電圧が加えられる
ことにより、発煙・発火の原因とな
り思わぬ事故につながる場合があり
ます。
指定の別売りアクセサリーについて
は、下記をご覧ください。

 NV-U3DV/U3V/U3をお使いの場
合

	 NV-U3DV/U3V/U3に付属の「取
扱説明書」の「主な仕様」-「別
売りアクセサリー」

 NV-U2をお使いの場合
	 NV-U2に付属の「取扱説明書 ナ
ビゲーション基本編」の「主な仕
様」-「別売りアクセサリー」

“nav-u”本体およびクレードルの
端子に車のバッテリー電源を直接接
続しないでください。故障の原因と
なります。

ご注意
シガーライターソケットの形状によっては、
シガー電源コードが入らないことがあります。


