
取扱説明書・保証書
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。

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。

本書で使用しているイラストは、実際の製品とは外観が異なる場
合があります。
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自転車用クレードル

NVA-BU2

警告表示の意味
本書では、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、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、事故など
によりけがをしたり自
転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

安全のために
本機はまちがった使いかたをすると、人身事
故の原因となります。事故を防ぐために次の
ことを必ずお守りください。


安全のための注意事項を守る

本書の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する
運転者は道路交通法に従う義務がありま
す。前方注意をおこたるなど、安全運転
に反する行為は違法であり、事故やけが
の原因となります。
	運転者は走行中に操作をしない。
	運転中に画面を注視しない。
 運転中にナビゲーションシステムの画面
を凝視することは法律により制限されて
います。

	案内音声がした場合も、急な運転操作を
行わない。

	ナビゲーションのルート案内や規制は現
況と違う場合があるので、実際の交通規
制に従って運転する。

定期的に点検する
1年に 1度は、クレードルに異常がない
かを点検してください。

故障したら使わない
確実に固定できなかったり、クレードルの
破損などに気づいたら、すぐにソニーの相
談窓口にご相談ください。

万一、異常が起きたら
自転車から取りはずし、お買い上げ店また
はソニーの相談窓口にご相談ください。

下記の注意を守らないと事故により
死亡や大けがの原因となります。

正しく取り付ける
本機をご自分で取り付けるときは本書の説明に従って、正しく取
り付けてください。正しい取り付けをしないと、事故の原因とな
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、事故の原因となります。

 

ほこりの多い場所では本体を使用しない
ほこりの多い場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

 

分解や改造をしない（廃棄時を除く）
事故の原因となります。

  　　　

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
事故の原因となります。
次のことをお守りください。
	ハンドルやブレーキなどが正しく操作できることを確認する。

 

法令に従って、前方の視界を妨げる場所に
取り付けない
前方の視界の妨げになると、事故やけがの原因となります。

 

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物
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
の相談窓口にご相談ください。

 

本体を自転車に放置しない
直射日光の強いところや炎天下、高温・多湿、ほこりの多い場所
に設置すると、“nav-u”本体の電池の液漏れ、破裂によりけがの
原因となります。

 

本体を確実に取り付ける
本体を確実にクレードルに取り付けないと、落ちるなどして、事
故やけがの原因となることがあります。取り付け後は、確実に取
り付けられていることを確認してください。

 

クレードルを確実に取り付ける
クレードルを本書の説明に従って、確実にハンドルに取り付けな
いと、落ちるなどして、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 
自転車や周辺の物品に損害を与え
たりすることがあります。

自転車用クレードル
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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”関連のサポートページ（下記 URL）でお調べください。
最新サポート情報や「よくあるお問い合わせ（Q&A）」などを掲
載しています。
http://www.sony.jp/support/nav-u/

お問い合わせの前に
機種名をご確認ください。機種名は、ブラケット部をはずしたアー
ム部の正面に刻印されています。

はじめに
本機は自転車専用クレードルです。“nav-u”を自転車に取り付け
る場合は、必ず本機をお使いください。“nav-u”本体の操作方法
については、お使いの“nav-u”に付属の取扱説明書をご覧くだ
さい。

“nav-u”は、自転車用クレードル NVA-BU2により自転車のハン
ドルバーへの取り付けが可能です。
屋外で“nav-u”をご使用になるときは、砂じん、強い直射日光
などにさらされないようご注意ください。

“nav-u”および  は、ソニー株式会社の登録商標です。

同梱品を確認する
 クレードル

 六角レンチ

  取付クッション（A/B/C 
各 2）

 A、B、Cは内側の凸部の高さ
が異なります。

凸部

A、B、C の刻印が
取付クッションの外
側（はくり紙側）の
中央にあります。

 調整シート（厚／薄  各 1）

 取扱説明書・保証書（本書）

取り付ける
 取付クッションをアーム部に取り付ける

1 アーム部を開きます。

アーム部

アーム部の左側にあるボタンを 
押しながらブラケット部を上げる。

ワッシャー

ブラケット部

ボタン

六角レンチを使ってアーム部
のボルトをはずす。

ご注意
ワッシャーをなくさないよう
ご注意ください。

2 取付クッションのサイズを選びます。
 取付クッションのはくり紙をはがさず、ハンドルバーに仮
止めして、適切なサイズの取付クッションを選んでくださ
い。

 参考

ハンドルバーの口径 取付クッション

26 mm～ 32 mm A
24 mm～ 26 mm B
22 mm～ 24 mm C

取付クッションの外側（はくり紙側）に A、B、Cの刻印があります。

3 取付クッションを貼り付けます。

はくり紙

 取り付け位置を決める
自転車の機能を損なわない場所、走行の安全性を妨げない場所
を選んでください。
また、“nav-u”本体が見やすくなるようにブラケット部の角
度やアーム部の取り付け角度を調節してください。（詳しく
は、下記の「ブラケット部の角度調節のしかた」および手順
をご覧ください。）
取付例

ブラケット部の角度調節のしかた
アーム部の左側にあるボタンを押しながら角度を調節しま
す。



ブラケット部

ご注意

	ハンドルバーの太さが一定で水平な部分に取り付けてください。
	GPSを受信しやすいよう、他の機器のアンテナや金属などの障が
い物がない場所を選んでください。

 アーム部をハンドルバーに取り付ける
1 クレードルのブラケット部をはずします。
 アーム部背面のボタンを押しながら、ブラケット部を上に
スライドさせてはずします。



2 アーム部をハンドルバーに取り付けます。
 アーム部の取り付け角度を決めてハンドルバーにはさみ、
六角レンチでボルトを締めて固定します。

 矢印は前方を示します。

アーム部



アーム部がしっかり固定されない場合は、アーム部とハンド
ルバーの間に調整シート（厚／薄のどちらか、または両方）
を巻いてください。調整シートの取り付けかたについて詳し
くは、別紙「調整シートの使いかたとハンドルバーへの取り
付けかた」をご覧ください。

調整シート
ご注意

取り付け対象物の基準値をご確認のうえ、指定された力量で締めてく
ださい。

 “nav-u”本体をクレードルに取り付ける
1 “nav-u”本体をブラケット部に装着します。
 “nav-u”本体をブラケット下部の突起に合わせ、カチッ
と音がするまで“nav-u”本体を倒してください。



カチッ

ご注意
ブラケット上部のツメが“nav-u”本体の上面の溝にはまってい
ないと、使用中に落下してしまう可能性があります。

2 “nav-u”本体を手前に軽く引き、確実に取り付けられて
いることを確認します。

3 ブラケット部を装着した“nav-u”本体をアーム部に取り
付けます。

 カチッと音がするまでブラケット部をスライドさせて、
アーム部に確実に取り付けてください。

取り付け後は、アーム部の左側にあるボタンを押しながら角
度を調節してください。（詳しくは、手順の「ブラケット
部の角度調節のしかた」をご覧ください。）

“nav-u”本体を持ち運ぶときは
アーム部背面のボタンを押しながら、“nav-u”本体とブラケット
部を上にスライドさせてはずします。







“nav-u”本体のはずしかた
ブラケット上部をの矢印の方向に押し上げて、“nav-u”本体
を手前に倒してはずします。





完成図

主な仕様
使用温度範囲 5 ℃～ 45 ℃
対応ハンドルバー口径 22 mm～ 32 mm

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
 本書には、保証書が印刷されています。所定事項の記入および
記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

 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「修理相談窓口」（下記）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、ソニーの相談窓口にご
相談ください。

ハンドストラップをハンドルバーに取り付ける
“nav-u”本体およびクレードルの落下を防ぐために、必ず
“nav-u”本体に付属されているハンドストラップを使って、
“nav-u”本体をハンドルバーに取り付けてください。

1 “nav-u”本体にハンドストラップを取り付けます。





2 ハンドルバーにハンドストラップを取り付けます。

重要なご注意
“nav-u”本体にハンドストラップを取り付けた状態であっても、ハン
ドストラップを持ち“nav-u”本体を振り回すなど、“nav-u”本体お
よびハンドストラップに過度の力を加えないでください。
“nav-u”本体の故障の原因となるだけでなく、ハンドストラップが切
れるなどし、周囲の人を傷つけたり、他の物に損傷を与える可能性が
あります。

ハンドストラップ 矢印は前方を示します。


