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パーソナル
ナビゲーション
システム

 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。
 NV-U97VTをお使いのお客様は、裏面の「FM VICSユニットを取り付ける」もあわせてご覧ください。

取り付けかた

1 クレードルを起こす

クレードル この部分を90°回転させる

2 取り付け位置を決める

吸盤をしっかり吸着できる場所を選ぶ
クレードルの取り付け位置は、ダッシュボード上の平滑で凹凸のない、なるべく水平な場
所を選んでください。

クレードルがダッシュボードに接地できる場所を選ぶ

“nav-u”本体を安定させるため、
クレードルがダッシュボードに
接地するように取り付ける

ご注意

 曲面や垂直面ではクレードルが正しく取り付
けられない場合があります。

	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、受信し
たり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。
 GPS、ワンセグ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。

“nav-u”本体とクレードルの取り付け
について詳しくは、手順 8  をご覧くだ
さい。

GPSアンテナ

“nav-u”本体

ホイップアンテナ
（ワンセグ受信用アンテナ）

3 クレードルストラップを取り付ける
クレードルストラップのクリップ部を、車のデフロスターの吹き出し口に取り付けてくだ
さい。（）
クレードルストラップ先端の輪を、クレードルのタブにかけて取り付けてください。（）





ご注意

 クレードルストラップのクリップ部や先端の輪を取り付けた後は、軽く引くなどして確実に取り付
けられていることを確認してください。

 クレードルストラップをクレードルに取り付けたまま、クレードルを強く引くなどして、クレード
ルストラップに過度の力を加えないでください。車を傷つけるおそれがあります。

 吸盤のタブでダッシュボードを傷つけるおそれがあるため、クレードルストラップをお使いくださ
い。

4 吸盤保護カバーを取りはずす

吸盤保護カバー

ご注意

 吸盤の吸着力が強く、吸盤保護カバーを取りはずしにくい場合がありますので、吸盤保護カバーは
ゆっくりと取りはずしてください。

 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。

5 ダッシュボードに取り付ける
吸盤PUSHボタンを強く押してしっかり吸着させ、吸盤LOCK/RELEASEレバーを反時計回り
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

まず吸盤の端の1か所をダッシュボー
ドにつけてから、空気を押し出すよう
にして吸盤全体を押しつける

反時計回りに90度回す

ご注意
吸盤の全面を一度に押しつけるようにして取り付けると、吸盤内に空気が残り、吸着力が弱くなることが
あります。

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。

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。また、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。
 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、手順 1  をご覧ください。

取付シート使用上のご注意

	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。

取付シート

はくり紙

6 クレードルストラップの長さを調節する
クレードルストラップがたるまないように、アジャスターで長さを調節してください。

確実に差し込む

アジャスター

7 シガー電源コードを接続する
正しく接続されると、エンジンをかけたときにシガー電源コードのランプが緑色に点灯します。

シガー電源コード

重要なご注意

シガー電源コードは、必ず付属品をご使用ください。
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。

“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正しく接続できないことがあります。

8 “nav-u”本体をクレードルに取り付ける
“nav-u”本体下部の凹部をクレードルの突起に合わせ（）、クレードルに押し付けます（）。
正しく取り付けられた場合はカチッと音がしてロックされます。 
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。

カチッ

突起

この製品にはソフトウェアが含まれています。製品のご使用前に取扱説明書の「その他」-「ソフトウェア使用
許諾書について」を必ずお読みください。本体のご使用開始をもって、ソフトウェアの使用に関する各条項に
ご同意いただいたものとします。

重要なご注意
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。特に取り付け後の“nav-u”本体や伸ばしたホイップアンテナが、前方視界、運転、エアバッ
グなどの妨げにならないようご注意ください。

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。

万一、走行中に本機が落下すると、事故やけがの原因となることがあります。本機の落下を防ぐため
に付属のクレードルストラップをお使いください。

付属の部品やポリ袋などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込むお
それがあります。

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。

タッチパネルにはガラスを使用しています。
以下のようなことを行うと、タッチパネルを破損する場合があります。
・“nav-u”本体を落とす。
・硬いものをぶつける。
・画面を強く押す。
・強い衝撃を与える。
・重いものを乗せる。
“nav-u”本体を持ち運ぶ場合は、必ず市販の保護ケース（または保護袋）などに入れてください。

磁気カードなどをクレードルに近づけないでください。クレードルに内蔵されている磁石の影響で、
磁気カードなどのデータが壊れることがあります。

はずしかた
使用後は、クレードルを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。

1 “nav-u”本体をはずす
 ホイップアンテナが出ている場合は収納します。
 クレードルのRELEASEボタンを押してから、“nav-u”本体をはずします。

“nav-u”本体が落下するのを防ぐため、必ず“nav-u”本体を持ちながらRELEASEボ
タンを押してください。

RELEASEボタン

2 クレードルをはずす
クレードルをはずす前に、クレードルストラップをはずします。
アジャスターからクレードルストラップをほどき、クレードルストラップ先端の輪を
クレードルのタブからはずしてください。（、）

VICSユニットを取り付けている場合は、クレードルをはずす前にVICS接続用ケーブルを
取りはずしてください。


アジャスター




時計回りに90度回す

吸盤をはずすときにダッシュボード
にぶつからないよう、この部分を斜
め上に向けてください。

　吸盤の粘着力が強いため、下記の手順で取りはずしてください。

タブ

矢印（○）の方向に数秒間引っ張り 
続ける

ご注意

	必ずクレードルのタブを持って吸盤
をはがしてください。

	下記のことを行わないでください。
吸盤が破損することがあります。
– 水平方向（×の方向）に引っ張る。
– 吸盤とダッシュボードの間に指や
鍵、工具など硬いものを入れて、
吸盤を無理にはがす。

ゆっくりとはがす
吸盤がはがれはじめてから3～ 5秒程度
かけ、ゆっくりはがします。

ご注意
吸盤を勢いよくはがしたり、ダッシュ
ボードから完全にはがれる前に水平方
向に力を加えると、吸盤が破損するこ
とがあります。

タブ



吸盤保護カバー

ご注意

	寒冷地や冬期の使用などでダッシュボードの温度が低下していると、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。（） 

	吸盤の吸着面が汚れた場合は、付属のクリーニングスポンジ（）を使って汚れを取り除いてください。 
柔らかくて毛羽立たない布を水で湿らせ、なでるようにして汚れを取り除くこともできます。

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、“nav-u”本体背面の機銘板に記載されています。

電源を入／切する
電源を入／切するには、ボタンを押します。

VICSユニットについて
NV-U97VT
FM VICSユニットと、FM VICS用アンテナが付属されています。
FM多重放送で提供される交通情報を受信して、道路交通情報（VICS）を見ることができま
す。
取り付けかたについて詳しくは、裏面の「FM VICSユニットを取り付ける」をご覧ください。

NV-U97VT/U97V
VICS対応ビーコンユニット（別売）を接続すると、道路上に設置された電波ビーコンや光ビー
コンの情報を送受信して、道路交通情報（VICS）を見ることができます。
対応機種について詳しくは下記のホームページでご確認ください。
http://www.sony.jp/support/nav-u/
取り付けかたについて詳しくは、VICS対応ビーコンユニットに付属の「取付と接続」をご覧くだ
さい。

VICSビーコンユニット（別売）

VICSビーコンユニット
の取り付け例

ワンセグを受信する
ホイップアンテナを伸ばしきります。（）
受信状態が最も良くなるようにホイップアンテナの角度を調節します。（）

ご注意

	ホイップアンテナを伸ばしきらないと、受信感度が著しく悪くなる場合があります。（）
 ホイップアンテナをボタンのほうに向けるとGPSの受信を妨げる場合があります。
	ホイップアンテナの角度を調節するときは、付け根の部分を持ってください。 
先端部分を持ちながら過度の力を加えると、ホイップアンテナが破損することがあります。

	地上デジタル放送のエリア内であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられ、 
受信できないことがあります。

ハンドストラップを取り付ける
持ち歩いてお使いになる場合は、必ず“nav-u”本体に市販のハンドストラップを取り付けて
ください。

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。

同梱品を確認する
 “nav-u”本体 
（NV-U97VTまたはNV-U97V）

 クレードル

ご購入時は、 
吸盤保護カバーが 
吸盤に取り付けら
れた状態になって
います。

 吸盤保護カバー

 シガー電源コード  ACアダプター  電源コード（ACアダプター用）

 USBケーブル  取付シート  クレードルストラップ

  クリーニングスポンジ  取付と接続（本書）
 取扱説明書
 製品のご登録のお願い
 ソニーご相談窓口のご案内
 保証書

FM VICSユニット（NV-U97VTのみ）
 FM VICSユニット  FM VICS用アンテナ  VICS接続用ケーブル

 コードクランパー  粘着シート  粘着シート用保護シート

 取付シート



FM VICSユニットを取り付ける 
（NV-U97VTのみ）

はじめに
 ここでは、NV-U97VTに付属されているFM VICSユニット、FM VICS用アンテナの取り付
けかたや注意事項などについて記載しています。

 付属されているFM VICSユニット、FM VICS用アンテナは、NV-U97VT専用です。他のナ
ビゲーションシステムには接続できません。

 付属されているFM VICSユニット、FM VICS用アンテナを“nav-u”本体（NV-U97VT）と組み
合わせて使用することで、FM多重放送で提供されている交通情報を受信し、表示すること
ができます。

ちょっと一言
 高速道路上に設置された電波ビーコンの情報を受信したり、主要な一般道路に設置された光ビーコンの
情報を送受信するには、別売のVICSビーコンユニットNVA-VB8/VB7/VB6が必要です。

 渋滞回避オートリルート機能をご使用になるには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。

各部の名称
FM VICS用アンテナ 

アンテナ端子 アンテナ部（受信部）

取り付けの流れ
1 表面の「取り付けかた」に従い、“nav-u”をダッシュボードに取
り付ける。

2 FM VICS用アンテナを取り付ける。
3 ダッシュボードにFM VICSユニットを取り付ける。
4 ケーブルを接続する。

取り付け完成図

アンテナケーブル
クレードルに取り付けた“nav-u”本体

FM VICSユニット

シガー電源コード

FM VICS用アンテナを取り付ける

1 取付位置と配線する場所を決める。
FM VICS用アンテナのアンテナ部（受信部）はフロントガラスの車内側に取り付けます。
アンテナケーブルは以下の場合を除き、フロントピラーに配線します。
 フロントピラーにエアバッグが搭載されている
 フロントピラーの内装がコードクランパーを貼り付けにくい材質

取り付け位置について詳しくは、下記の「取付完成図」でご確認ください。

重要なご注意
フロントガラスにアンテナを取り付けるため、国土交通省が定める【道路運送車両の保安基準第29条第
4項第7号】【審査事務規定 第4章窓ガラス貼付物等】に適合させることが必要です。

下記の指定範囲内（イラストの斜線内）に正しく取り付けてください。

 フロントガラスの上下の実長の20％以内、かつルームミラーより上部
 セラミックライン（フロントガラスの黒い帯や網点）の端から25mm以内
 エアバッグの動作を妨げない場所

ご注意

 エアバッグの動作を妨げないよう、取り付けや配線を行ってください。
 検査標章や定期点検ステッカーと重ならないようにしてください。
 フロントガラスにFM/AMアンテナが内蔵されている場合は、干渉を避けるため、アンテナが重ならない
ようにしてください。

 セラミックラインの上に取り付けないでください。受信感度が低下することがあります。
 電源コードや他の機器のアンテナケーブルなど、他のコードからできるだけ離して配線してください。
ノイズの原因となることがあります。

 電波を通さないガラス（熱線反射ガラス、断熱ガラス、電波不透明ガラス）を使用した車両の場合、受信
感度が低下することがあります。

 アンテナを急な角度に曲げないでください。故障の原因となることがあります。
 車種によっては取り付けられない場合があります。

取付完成図
 アンテナ部（受信部）が、下図の斜線部内に収まるように取り付けてください。
 ケーブルの引き回しなどを充分に検討してから作業を開始してください。

アンテナ部（受信部）が、 
セラミックラインに重なら
ないようにしてください。

アンテナケーブル

“nav-u”本体

シガー電源コード

フロントピラー フロントピラー

セラミックライン
（フロントガラスの
黒い帯や網点）

フロントガラスの上下の実長の
20%以内、かつルームミラーよ
り上部に取り付けてください。

ガラスに配線する場合はセラ
ミックラインから25mm以内
に配線してください。

2 FM VICS用アンテナを取り付ける。
1  取り付け面の汚れ（ごみ、油）などをきれいに拭きとる。
2  付属のコードクランパーでFM VICS用アンテナを固定しながら取り付ける。
アンテナ部（受信部）、アンテナケーブルの順で取り付けてください。
セロハンテープなどで仮止めしながら取り付けると作業がしやすくなります。

3  アンテナ部（受信部）がたるんでいないことを確認する。
たるんでいると受信感度が低下することがあります。

コードを固定するには
車内にコードを固定するときはコードクランパーを使います。
 確実に固定するために、平面に貼り付けてください。
 貼り直しができませんので、慎重に貼り付けてください。

固定のしかた

はずしかた

ご注意

	貼り付け場所をきれいにしてから貼り付けてください。
 一度はがしたコードクランパーは、接着力が弱くなっているので貼り直しできません。

FM VICSユニットを取り付ける
重要なご注意

FM VICSユニット、FM VICS用アンテナは、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お
取り付けください。 
特に前方視界、運転、エアバッグなどの妨げにならないようご注意ください。

FM VICSユニットは、使用後、直射日光の当たらない場所に保管してください。ダッシュボードに取り付けた状
態で放置すると、故障の原因となることがあります。

ご注意

FM VICSユニット、FM VICS用アンテナは、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、受信したり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。
－ FM VICSユニット、FM VICS用アンテナ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。

1 取り付け位置を決める。
フロントガラスに近い、凹凸のない、水平な場所を選んでください。

VICSビーコンユニット（別売）と組み合わせてお使いになる場合は
下記のイラストの角度の範囲で取り付けてください。

フロントガラス

 

ご注意

エアバッグの動作の妨げになる場所には取り付けないでください。

2 粘着シートをFM VICSユニット底面に貼り付ける。
粘着シートのはくりフィルムを片側だけはがして貼り付けます。

はくりフィルム

粘着シート

3 FM VICSユニットをダッシュボードに固定する。

はくりフィルム

フロントガラス

ダッシュボード

 取り付け位置をきれいにしてからFM VICSユニット底面の粘着シートをダッシュボードにしっかり固定し
てください。

 正しい向きに取り付けられていることを確認してください。正しい向きで取り付けないと、送受信できな
い場合があります。

取付シートについて
直射日光によりダッシュボードが非常に高温になると、粘着シートの粘着力が弱くなり、はがれ
る場合があります。その場合は、付属の取付シートをお使いください。

取付シート

取付シート使用上のご注意
 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。

 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。

ケーブルを接続する

1 ケーブルを接続する。
　接続する前に、“nav-u”のシガー電源コードを抜いてください。
　「接続図」に従ってケーブルを接続してください。
　各ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。

接続図

FM VICS用アンテナ
FM VICSユニットの
ANT IN端子へ

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
を奥まで押しながら引っ張る。

VICS接続用ケーブルクレードルの
VICS端子へ

FM VICSユニットの
CTRL VICS端子へ

2 シガー電源コードを接続する。
正しく接続されると、エンジンをかけたときにシガー電源コードのランプが緑色に点灯します。

重要なご注意
シガー電源コードは、必ず付属品をご使用ください。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。

“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
 シガー電源コードを接続していない場合、FM VICSユニットは動作しません。FM VICSユニットを使用す
る場合は、必ずシガー電源コードを接続してください。

 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正しく接続できないことがあります。

取り付けと接続が終わったら
取り付けや接続に誤りがないか、各ケーブルは確実に接続されているかを、「取り付けのながれ」の「取
付完成図」と「ケーブルを接続する」の「接続図」を参考に確認してください。
FM VICS情報を受信しづらい場合は、取扱説明書の「困ったときは」を確認してください。

FM VICSユニットをはずす
ご注意
ケーブル類をはずすときは、コネクター部分を持ってはずしてください。
ケーブルを引っ張ると、コネクター部分からケーブルが抜けることがあります。

1 VICS接続ケーブルをはずす。

2 FM VICSユニットをダッシュボードからはずす。
前または後にゆっくり傾けてはがします。

ご注意
水平方向に回してはがさないでください。粘着シートの粘着面を傷めて粘着力が弱くなることがあります。

3 FM VICSユニットに粘着シート用保護シートを取り付ける。

はくり用タブ

粘着シート用保護シートのはくり
用タブを、図のような向きに取り付
けてください。

粘着シート用保護シートは正しい向きに取り付けてください。
間違えると、はがしにくくなったり、粘着面を傷めて粘着力が弱くなることがあります。

ご注意
 粘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。
 取り付ける前に、粘着面が乾いていることを確認してください。

別売のVICSビーコンユニットと組み合わ
せて使う場合（NVA-VB8/VB7/VB6）
FM VICSユニットに別売のVICSビーコンユニットを取り付けてから、ダッシュボードに
取り付けてお使いください。

ご注意
シガー電源コードを接続していない場合、VICSビーコンユニットは動作しません。VICSビーコンユ
ニットを使用する場合は、必ずシガー電源コードを接続してください。

FM VICSユニットに別売のVICSビーコンユニットを取り
付ける

1 FM VICSユニットのカバーを上に引っ張ってはずす。

FM VICSユニット

カバー

2 VICSビーコンユニットをFM VICSユニットに取り付ける。

VICSビーコンユニット

FM VICSユニット

ご注意
取り付けた後は、軽く引っ張るなどして確実に取り付けられていることを確認してくださ
い。

別売のVICSビーコンユニットをFM VICSユニットからは
ずす

1 VICSビーコンユニットを垂直方向に引っ張ってはずす。

                     

VICS
ビーコン
ユニット

FM VICSユニット

傾けてはずそうとすると、端子の破損の原因とな
ります。

回してはずそうとすると、端子の破損の原因と
なります。

ちょっと一言
はずしにくい場合は左右片方ずつ引っ張ります。

2 FM VICSユニットにカバーを付ける。

FM VICSユニット

カバー


