
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。
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 安全のために 
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。

本機はまちがった使いかたをすると、火
災や感電などにより、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

本書および“nav-u”本体に付属の「取
扱説明書」や「取付と接続」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。

• 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。
• 案内音声がしたとき、急な運転操作を
行わない。

• ナビゲーションでのルート案内時も、
一方通行など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、電源コードに傷みがない
か、振動により配線がはずれていないか、
接続部分が車体と接触していないか、な
どを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損してい
るのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理
をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら
煙が出たら



 安全な場所に車を停める。

 電源を切る。

	シガー電源コードを接続してい
る場合は、シガーライターソケッ
トから抜く。 
ACアダプターを接続している場
合は、コンセントから抜く。

	お買い上げ店またはソニーの相
談窓口に修理を依頼 する。

 
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。

正しく取り付ける
本機をご自分で取り付けるときは“nav-u”本体に付属の「取付と接続」
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、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。

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。

警告表示の意味
本書および別冊の説明書で
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、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

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

　

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転

分解や改造をしない（廃棄時を除く）
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の相談窓口にご依頼く
ださい。

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。

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。
	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。

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。

エアバッグ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。

内部に水や異物を落とさない
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。

“nav-u”本体をダッシュボードに放置しない
ダッシュボードなど直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温・
多湿の場所に放置すると、電池の液漏れ、破裂によりけがの原因とな
ります。

タコ足配線をしない
二又ソケットなどを利用したタコ足配線から電源を取ると配線が加熱
し、火災や感電の原因となります。

シガープラグに水などをかけない
水などがかかると火災や感電の原因となります。万一、水などがかかっ
たときは、すぐにプラグを抜き、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。

シガープラグは確実に挿入する
奥まで確実に挿入してください。挿入が不完全だと異常発熱して火災
などの原因となります。また、シガープラグを差し込むときや抜くと
きは、イグニッションスイッチを OFF にしてください。

シガーライターソケットを点検・清掃する
シガーライターソケットの中に煙草の灰や異物が入っていると、接触
不良を起こし、シガープラグ部分が熱くなります。シガープラグが発
熱すると、火災などの原因となります。

規定容量のヒューズを使う
ヒューズを交換するときは、必ず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。

ヒューズ

指定のシガー電源コード以外は使用しない
火災や感電の原因となります。

下記の注意を守らないとけがをしたり自動車や周辺の
物品に損害を与えたりすることがあります。

“nav-u”本体を確実に取り付ける
“nav-u”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“nav-u”本体に付属の「取付と接続」の説明に従って、
確実にダッシュボードに取り付けないと、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。

“nav-u”本体はクレードル以外に置かない
“nav-u”本体がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げにな
り、事故やけがの原因となることがあります。

子どもの手の届かない場所に設置する
はずれた部品を飲み込んだり、落としてけがをしたりするなど、事故
の原因となることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない
上記のような場所への設置や“nav-u”本体に付属の「取扱説明書」や「取
付と接続」に記されている使用条件以外の環境での使用は、火災や感
電の原因となることがあります。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落下して
けがの原因となることがあります。

ぬれた手でシガー電源コードをさわらない
ぬれた手でシガー電源コードを抜き差しすると、感電の原因となるこ
とがあります。

シガー電源コードは車の運転や乗り降りの妨げになる場
所には配線しない
つまずいたり、足をひっかけて落下したりして、けがの原因となるこ
とがあります。



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、クレードル正面の機銘板に
記載されています。

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。

本機は“nav-u”専用のカークレードルキットです。
“nav-u”の対象機種については、下記のホームページやカタログ
をご確認ください。
http://www.sony.jp/nav-u/
本機をお使いになる前に、お使いの“nav-u”に付属の以下の説
明書もあわせてお読みください。
 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」

“nav-u”および は、ソニー株式会社の登録商標です。

中身を確かめる

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

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

	取扱説明書・保証書（本書）

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正しく
接続でき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。

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。

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。

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。

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。

磁気カードなど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。

吸盤についてのご注意
	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。

吸盤保護カバー

クレードル

	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。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、お使いの“nav-u”に付属の「取付と接続」
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。

吸盤の吸着力が低下した場合は
吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。吸着面が汚れた場合は、
付属の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。

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。

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
シガー電源コード

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 最大約 700mA
 （“nav-u”本体接続時）
接続端子 “nav-u”接続端子
 DC IN 12V端子
 VICS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
 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」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、ソニーサービスステー
ションにご相談ください。


