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XA-86NV

主な特長
XA-86NVはハンディナビゲーションシステムGPX-V5およびGPX-5用のホームキットです。本機と

組み合わせることで、GPX-V5/GPX-5を旅先や自宅の家庭用電源で使用することができます。

また、GXP-V5/GPX-5を取り付けた状態で別売りバッテリーNP-530の充電ができます。

主な仕様
電源 AC 100～230 V、50/60 Hz

消費電力 ナビ使用時：約51 VA (入力100 V)

充電時：約50 VA (入力100 V)

充電可能電池 ソニーバッテリーパック　NP-530

動作温度範囲 0～40℃

入出力端子 ナビバス端子

音声出力端子

映像出力端子

外形寸法 約163×142×36 mm

質量 約600 g

コードの長さ 約1.9 m

付属品 AV接続コード

取扱説明書

ソニーご相談窓口のご案内

保証書

A ホームキット本体×1 B AVケーブル×1

同梱品

GPX-V5/GPX-5用
ホームステーション

取扱説明書
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。

警告

ソニー株式会社

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)539-5111

〒141 東京都品川区北品川6-7-35
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警告  安全のために
警告表示の意味
取扱説明書、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。

警告
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。

注意
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

火災 感電

行為を禁止する記号

禁止 分解禁止

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。火災 感電

警告

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。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因と

なります。

･電源コードを加工したり、傷つけたりしない。

･重いものをのせたり、引っ張ったりしない。

･熱器具に近づけない。

･電源コードを抜くときは、必ずプラグを持っ

て抜く。

万一、電源コードが痛んだら、お買い上げ店また

はソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

注意
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。

ぬれた手で触らない

感電の原因となることがあります。

分解禁止

コード類は正しく設置する

電源コードやAVケーブルは足に引っかけると製

品の落下や転倒などによりけがの原因となるこ

とがあるため、充分注意して接続・配置してく

ださい。

充電中のバッテリーや製品に長時間触れ
ない

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚

が触れたままになっていると、低温やけどの原

因となることがあります。

禁止

長時間使用しないときは、電源をはずす

長時間使用しないときは電源コードやバッテ

リーをはずして保存してください。火災の原因

となることがあります。

プラグをコン
セントから抜く

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置く

と、製品が落ちてけがの原因となることがあり

ます。

禁止

禁止

製品やホームステーションを布団などで
おおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因

となることがあります。

禁止

内部に水や砂などの異物を落とさない

水や砂などの異物が入ると火災や感電の原因と

なります。万一、水や砂などの異物が入ったと

きは、すぐに電源を切り、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。

禁止

禁止
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接続

海外旅行にお持ちになるかたへ

XA-86NVは、AC100～230 V 、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどの

ホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまです

ので、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。お出かけ前に旅行代理店などでお確かめ

のうえご用意ください。

ご注意

本器を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することがありますので、お

使いにならないでください。

他の機器と接続する
付属のAVコードを使ってテレビと接続すると、地図画面などをテレビに大きく表示することができ

ます。また、GPX-5では、ナビバス端子に別売りのATISユニットXA-160Aを接続して自宅で交通情

報を見ることもできます。

映像出力� ナビバス�右　音声出力　左�

テレビと接続する

ナビバス
ケーブル

ATISユニット
XA-160A (別売り)

ATISユニット (別売り) と接続する (GPX-5のみ）

ナビバス端子に別売りのATISユニットを接続して自宅で交通情報を見ることもできます。

ATISユニットにアナログもしくはデジタル携帯電話を接続して使います。

ご注意

XT-15NVの画面は出力されません。

接続できる拡張ユニットは1台のみです。

GPX-V5/GPX-5の取り付け

1 GPX-V5/GPX-5背面のコネクターカバーを開く

ご注意

背面のコネクター部には手を触れないでください。

2 ホームキットに取り付ける

LOCK

3 ロックスイッチを「LOCK」位置にずらす

LOCK

ご注意

使用するときは、必ず「LOCK」位置にしておいてください。外れるなどして、事故やけがの原因となることがあり

ます。

4 使用するときはモニターがよく見えるように、スタンドを立てる

ご注意
･ 放熱がよく行われるように使用時は必ずスタンドを立てて使用してください。

･ スタンドを立てたまま上から強い力で押しつけたりすると、スタンドが壊れることがありますので、無理な力は加えない

でください。

取りはずすには

電源を切ってから、ロックスイッチを戻し、ボタンを押して取りはずします。

ご注意

取り外したときは、GPX-V5/GPX-5の背面のコネクターカバーは必ず閉じてください。

出てくる

白
(左)

赤
(右)

黄色
(映像)

ビデオ入力付きテレビ

テレビの入力を
Video入力にする

映像/音声入力端子へ

AVコード (付属)

本機はNTSC方式のTVに使用できます。

音声がモノラル入力のテレビをお使いのとき

は、左右のどちらかを接続します。

PHONE

DIGITALANALOGLINE IN OUT

NAVI

ホームステーション
XA-86NV

電話回線 (トーン)

また、交換機（PBX）を通さない

一般の電話回線（トーン回線のみ）

にモジュラーコードを接続して使

うこともできます。

ATISセンターへの通信は、デジタ

ル携帯電話のときと同様です。

詳しくは、ATISユニットの取扱説

明書をご覧ください。

別売りバッテリーを充電する
別売りバッテリーNP-530を2個入れたままGPX-V5/GPX-5を取り付けると、バッテリーの充電が行

えます。このとき、GPX-V5/GPX-5の電源は切ってください。電源を入れたままでは充電すること

はできません。なお、充電中に電源を入れると、充電は中止されます。

（バッテリーの入れかたについては、GPX-V5またはGPX-5の取扱説明書をご覧ください。）

電 源� 充電� バッテリー1 バッテリー2

充電レベル表示について

充電中、バッテリー1/2インジケーターは、各バッテリーの充電状態を表示します。

　バッテリー1/2インジケーター 充電状態

　

充電が完了すると、インジケーターがすべて点灯し、充電中を示す黄色のインジケーターが消えます。

ご注意
･ バッテリーが片側にしか入っていない場合も、充電は行われます。

･ バッテリーに異常があるときは、インジケーターが短く点滅します。このようなときは、バッテリーを取りはずしてくだ

さい。

2個のバッテリーそれぞれの

充電レベルを表示します。

充電中、点灯します。

充電が終了したとき、または本体を動作さ

せているときは点灯しません。

0～50%

50～70%

70～90%

90～充電終了まで

モジュラー回線を使用する場合
はXA-160Aを使用します。

拡張ユニットを接続する
（GPX-5のみ）

（GPX-5のみで使用できます。）

AC 100V～230V

本機
GPX-V5/GPX-5


