① 取り付けるオーディオのステアリングスイッチ線と本キット付属のステリモハーネスを接続します。
車両側ハーネス

カチッと音がするまで
挿し込んでください

NK-Y455D

カーナビゲーション・カーオーディオ取付キット

ステリモハーネスの接続方法

取付説明書

適応車種：トヨタ200mm窓口付車（ステリモハーネス装備車）

6 ステリモハーネス

茶/黄

ステアリングスイッチ2

茶/白

ステアリングスイッチ1

茶/黒

ステアリングスイッチGND

この度は、本取付キットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
実際の取り付け前に必ず本紙をお読みの上、正しく作業を行ってください。
※取り付けの際には、取り付ける商品に同梱の取付説明書も必ずご覧ください。

適合車種・適合グレード
年式

タイプ

備考

H24/12～現在

200mm窓口付車

注1

アイシス

H16/9～現在

200mm窓口付車

注1

アリオン/プレミオ

H19/6～現在

200mm窓口付車

H20/5～H27/1

200mm窓口付車

H19/7～現在

200mm窓口付車

注1

H17/8～H21/12

200mm窓口付車

注1,3

車種
RAV4

※ ステアリングスイッチの配線色はカーAVメーカーによって異なりますので、必ず取り付けるオーディオの取付説明書
をご確認のうえ接続してください。

アルファード/ヴェルファイア
イスト

車両へのオーディオの取り付け

イプサム

H17/9～H21/4

200mm窓口付車

注1,2

H17/2～H22/12

200mm窓口付車

注1

ノア/ヴォクシー

H19/6～H26/1

200mm窓口付車

注1

エスティマ

H18/6～H28/6

200mm窓口付車

注1,3
注1

ウィッシュ

注意

ヴィッツ

※オーディオのハーネス、アンテナプラグをそれぞれ確実に接続してください。
※アースをオーディオ本体裏等にネジで共締めする場合には必ず導通している事を確認してください。
※オーディオ本体の固定は、2ページで取り外したネジをお使いください。

オーリス/ブレイド
プリウス

① オーディオ付属ハーネスのカプラーをオーディオ本体に接続します。
② アンテナプラグをオーディオ本体に接続します。
（長さが足りない場合には市販の「アンテナ延長」をお使いください）
③ オーディオ本体を車両側へボルト4本を使用して取り付けます。
④ シフトレバーを『P』の位置まで戻します。

マークXジオ
ラクティス

H18/10～現在

200mm窓口付車

H21/5～H27/11

200mm窓口付車

H19/9～H25/11

200mm窓口付車

H17/10～H22/10

200mm窓口付車

注1. メーカーオプションのナビゲーション付車を除く。
注2. スーパーライブサウンドおよびライブサウンド等の特別なサウンドシステム付車を除く。
注3. 車両の年式により、純正ブラケットが本キットのパネルに干渉するため、パネルの切り取り加工が必要になります。

オーディオと車両の動作確認
①
②
③
④
⑤
⑤
⑥
⑦
⑧

注1,2

構成部品一覧表

動作確認を行う前に、オーディオの取り付けと、車両カプラーの接続忘れがないかを再度確認してください。
取り付け前に外したバッテリーのマイナス端子をもとに戻します。
オーディオが正常に動作するかを確認してください。
オーディオパネル（フック9ヶ所）を取り付けます。
エアコンパネル（フック4ヶ所）を取り付けます。
センターパネルを取り付けるため、再度シフトレバーを『N』の位置まで動かします。
センターパネル（フック23ヶ所）を取り付けます。
シフトレバーを『P』の位置へ戻します。
ヘッドライト、ブレーキランプ、ハザードランプ等に異常が無ければ作業は終了です。

番号

部品名

数量

番号

部品名

数量

番号

部品名

数量

1

パネル（Ｌ/Ｒ）

1

2

メインハーネス（10ピン）

1

3

リアSPハーネス（6ピン）

1

4

オプションハーネス（5ピン）

1

5

ファストン⇒ギボシ変換コード

1

6

ステリモハーネス（20ピン）

1

7

M5×8ネジ

4

8

φ5×10タッピングネジ

4

9

M4×5ネジ

2

適合サイズ
2DINサイズ

または

1DINサイズ
1DINサイズ

※取り付ける本体のサイズは2DINサイズ（W178mmxH100mm）または
1DINサイズ（W178mmxH50mm）x 2台に対応しております。

安全に正しくお使いいただくために
この取付説明書への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記
のような表示をしています。取り付け前に、その表示と内容をご理解の上、正しくお使いください。

警告

●DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックやバス、ディーゼル車
などの24V車では使用しないでください。火災などの原因となります。
●作業を始める前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。
ショートによる感電や怪我の原因となります。
●車体のボルトやネジを使用してアースを取る場合には、ステアリング、ブ
レーキ系統やタンクなどの保安部品は絶対に使用しないでください。これ
らを使用すると制御不能や火災の原因となります。
●万一、内部に異物が入った、水がかかった、変な臭いがする、煙が出る等
の異常が起きた場合には、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店
にご相談ください。そのままご使用になると事故、火災、感電の原因とな
ります。
●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めく
ださい。電源コードの電流容量をオーバーして、火災、感電の原因となり
ます。
●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズをお使いください。
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
●接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない場合には絶縁
テープ等で保護してください。火災、感電の原因となります。
※本取付説明書の記載内容は、調査時のデータに基づいております。調査後の車両変更、車種追加等で取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。
※本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本取付説明書の一部あるいは全部を無断で複写・複製すると、著作権の侵害となります。
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－４－

注意

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定
される」内容を示しています

株式会社ナヴィック

この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容および
物的損害のみの発生が想定させる」内容を示しています

●本品の取り付けには、専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買
い上げの販売店に依頼してください。
●必ず付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用
すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れたり
して非常に危険です。
●取付説明書で指定されたとおりに正しく接続してください。火災や事故等
の原因となります。
●コードが金属部に触れないように取り付けてください。火災の原因となり
ます。
●車体のネジ、シートレール等の稼動部にコード等をはさみ込まないように
取り付けてください。断線やショートによる火災、感電の原因となります。

〒440-0858 愛知県豊橋市つつじが丘3丁目17-1 TEL.0532-66-3322
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取り付け方法と手順

メインハーネスの接続方法

ヴェルファイア（H20/5～H27/1）の場合

警告

※下図は「販売店オプションナビゲーション」装着車の取り外し手順です。
①
②
③
④
⑤

※取り付けるオーディオによっては配線色が違う場合がありますので、必ず取り付ける商品の取付説明書もご確認ください。
※取り付けるオーディオの最大消費電流は車両側の電流容量以内でご使用ください。
※複数の商品を接続するなど、車両側の電流容量を超える場合には、必ずリレー等を使用してください。
※接続する端子はしっかりと奥まで挿し込んでください。接続箇所が少ないと熱を発生し、火災の原因となります。
※接続後は、端子部分がはみ出さないように端子カバーがしっかりはまっている事を確認してください。

シフトレバーを『Ｎ』の位置に動かしてから、シフトノブを反時計方向に回して取り外します。
センターパネル（フック23ヶ所）を取り外します。※配線カプラーも取り外します。
エアコンパネル（フック4ヶ所）を取り外します。※配線カプラーも取り外します。
オーディオパネル（フック9ヶ所）を取り外します。
販売店オプションナビゲーション（ネジ4本）を取り外します。※配線カプラーも取り外します。

⑤販売店オプションナビゲーション

④オーディオパネル

① 取り付けるオーディオ付属のハーネスと本キット付属のメインハーネス（10ピン）とリアSPハーネス（6P）の各端子を接続します。
② 車両側ハーネス（10ピン/ 6ピン）に①で接続したハーネスを接続します。

センターパネル

注意
センターパネルは非常に大きいため
メーター周りやステアリング周りの
部分に干渉しやすいので、取り外し
の際には十分にご注意ください。
またフック23ヶ所で固定されている
ため、無理に引っ張るなどしてパネ
ルを破損させないように慎重に取り
外してください。

黄

常時電源

橙/白

2 メインハーネス（10ピン）

イルミネーション

赤

アクセサリー（ACC）

青

アンテナリモート（注1,2）

黒
車両側コネクター（10ピン）

エアコンパネル

アース

白

左フロントスピーカー（＋）

白/黒

左フロントスピーカー（－）

灰

右フロントスピーカー（＋）

灰/黒

右フロントスピーカー（－）

緑/黒

左リアスピーカー（－）

緑

左リアスピーカー（＋）

紫

右リアスピーカー（＋）

紫/黒

右リアスピーカー（－）

1ピンコネクター
アンテナコード

オーディオ

⑥
⑦

パネル（Ｌ/Ｒ）をニッパー等で切り離します。
⑤で取り外した販売店オプションナビゲーションから純正ブラケット
を取り外し、本キット付属パネルと一緒に取り付けするオーディオに
合うネジで取り付けます。

※ オーディオレス車で、上図のように車両側の10ピン
コネクターとアンテナコードに1ピンコネクターが結束
されている場合にはそれぞれを接続してください。

注意
取り付けるオーディオによって、ネジの種類・長さが異なりますので、必ず取り付
けするオーディオの取付説明書を確認して使用するネジを選んでください。

3 リアSPハーネス（6ピン）

純正ブラケット
（Ｌ）
1 パネル
（Ｌ）
※上図は左側の取り付けですが、
右側も同様に行います。
また1DINを2機種取り付ける場合にはネジを4本使用します。

車両側コネクター（6ピン）

注1. 取り付けるオーディオのアンテナリモートを接続してください。接続しないとラジオが正常に受信しない場合があります。
注2. 取り付けるオーディオによって端子形状が異なりますので、オーディオ側のアンテナリモート端子がギボシの場合には下図の
ように本キット付属の 5 ファストン⇒ギボシ変換コードを 2 メインハーネス（10ピン）の青線に接続してください。
5 ファストン⇒ギボシ変換コードの接続方法

2 メインハーネスの青色（アンテナリモート）線

5 ファストン⇒ギボシ変換コード

オプションハーネスの接続方法
※本キット付属のオプションハーネスにより、ナビゲーション等の取り付け時に必要な配線の接続が簡単に行えます。
① 車両側コネクター（5ピン）に本キット付属の 4 オプションハーネス（5ピン）を接続します。
② 取り付けるナビゲーション等の各端子と 4 オプションハーネス（5ピン）の各端子を接続します。

車両側コネクター（5P）

紫

リバース信号

桃

車速信号

若草

4 ファストン⇒ギボシ変換コード

注1, 2

パーキング信号

注1. 接続しない端子はビニールテープ等を巻いて絶縁してください。
注2. 各端子の接続には、必ず取り付けるナビゲーションやカーTV等の取付説明書を参照してください。
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