
取扱説明書
タイミングポンプ式カーアロマ
（アルパインナビゲーション専用）

AROMA1 シリーズ

本製品は車内でお手軽にアロマを楽し
めるディフューザーです。
商品を安全にお使いいただくため、 
ご使用の前に付属の取扱説明書をよく
お読みください。

ご注意
本製品はアルパイン製カーアロマコント
ロール対応ナビゲーション専用品です。
単独でのご使用はできませんのでご注意
ください。
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 ●ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正
しくお使いください。お読みになった後も、説明書
を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守
らなかったことによる事故やケガに対して、当社は
責任を負いかねます。
 ●この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、
あなた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、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。 
内容をよく理解してから本文をお読みください。

 ■ 誤った使用をした場合に生じる危害・損害の
程度の説明

この表示を無視して、誤った取
り扱いをすると、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。

この表示を無視して、誤った取
り扱いをすると、人が軽傷を負
う危険が想定される内容および
物的損害の発生が想定される内
容を示しています。

 ■ お守りいただく内容の説明

必ず実行していただく強制の内容を示し
ています。

禁止（やってはいけないこと）の内容を示
しています。

注意（警告を含む）しなければならない内
容を示しています。 

説明書に従って、取り付け・配線をす
る
作業は、手順通りに正しく行ってください。
火災・事故の原因になります。

コード類は運転操作の妨げとならない
ように束ねる
ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなど
に巻き付くと、交通事故・故障の原因になり
ます。 

分解・改造をしない
特にコードの被覆を切って他の機器の電源
を取るのは、絶対におやめください。事故・
火災・感電の原因になります。

視界を妨げる場所、ハンドル・変速レ
バーなど運転操作を妨げる場所、同乗
者に危険を及ぼす場所には、取り付け
ない
事故・ケガの原因になります。

エアバッグの近くに取り付け・配線を
しない
エアバッグの動作を妨げ、死亡事故・ケガの
原因になります。

コード類を車体やネジ部分、シート
レールなどの可動部にはさんだり、突
起部に当てないよう配線する
断線やショートにより、感電・火災の原因に
なります。

コード類の配線は、車体の高温部に接
触させない
火災や感電の原因になります。 

水のかかるところ、湿気やホコリの多
いところには取り付けない
火災・故障の原因になります。 

安全のために必ずお読みください
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仕様

電流値 0.16A（max）
動作電圧範囲 DC4.4V～ 5.25V
動作温度範囲 －20℃～60℃
外形寸法 高さ：135.8mm　直径：55mm
対応ボトルサイズ 10ml/5ml/3ml　ネジピッチ3mmタイプ　※一部特殊形状を除く

■交換用アロマボトルの購入について
　交換用アロマボトルは、弊社オンラインストア「ALPINE STORE」にて取り扱っております。
　詳細は「ALPINE STORE」ホームページをご参照ください。

　URL:https://es.alpine.co.jp/

（平成28年4月現在）

お問い合わせ窓口
 ●製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
 ●修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
 ●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

＜電話でのお問い合わせ＞ 
TEL: 0570－ 006636

※ 全国どこからでも市内通話料金で 
ご利用頂けます。 
（携帯電話・PHS：20秒 10円）
　一部の IP電話など、接続できない場合は 
次の番号をご利用ください。  
TEL：03-6704-4926

＜メールでのお問い合わせ＞ 
ホームページのお問い合わせ 
フォームより受け付けています。

<FAXでのお問い合わせ>
FAX： 048－ 662－ 6676

 •電話受付時間 （日、祝日、弊社休業日を除く） 
月～金： 9：30 ～ 17：30 
土曜日： 9：30 ～ 12：00　13：00 ～ 17：00
 •アルパインホームページ http://www.alpine.co.jp 
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介して
います。

修理ご相談窓口
問い合わせ窓口 電話番号 住所 管轄エリア

アルパインカスタマーズサービス（株）
東日本サービスセンター

048-664-9711 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2

北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/
宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/
東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/
長野県/山梨県

アルパインカスタマーズサービス（株）
西日本サービスセンター

06-6386-4130 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14

静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/
富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/
和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/島根県/
鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/
徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/
熊本県/長崎県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県
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取り扱い上のご注意
＜オイルに関するもの＞
 ●本製品には必ずエッセンシャルオイルをご使用くだ
さい。その他オイルの種類によっては故障の原因と
なります。
 ●オイルのご使用にあたっては、オイルの取り扱い指
示をご参照ください。
 ●香りの質や香りの好き嫌いには個人差がありますの
で、十分注意を払ってご使用ください。
 ●長時間ご使用にならない場合は、オイルを外して保
存してください。
 ●オイルの成分や温度、エアコンの作動などの使用環
境により、香りの範囲や持続時間が異なります。
 ●直射日光が当たる場所や特に夏場の高温となる場所
に放置、保管しないでください。オイルの変質の原
因となります。
 ●オイルは引火するおそれがありますので、火気のそ
ばで使用しないでください。
 ●オイルはこぼさないよう注意してください。プラス
チックなどを溶かすおそれがあります。万一こぼれ
た場合はティッシュペーパーや布ですぐ拭きとって
ください。

＜本体に関するもの＞
 ●製品本来の用途以外でのご使用はしないでください。
 ●オイルを装着した状態で、倒したり、さかさにしたり
しないでください。オイルが漏れるおそれがあります。
 ●本体が倒れやすい不安定な場所ではご使用にならな
いでください。本体が転倒しオイルが漏れるおそれ
があります。
 ●吹出し口をふさがないでください。正常な作動が妨
げられ、破損や作動不良、故障の原因になります。
 ●吹出し口に水や異物を入れないでください。破損や
作動不良、故障の原因になります。
 ●底面の通気口をふさがないように設置してください。
正常な作動が妨げられ、破損や作動不良、故障の原
因になります。
 ●お子様の手が届く場所やペットの近くでの設置・使用
を避けてください。本体が転倒しオイルが漏れるお
それがあります。また、感電・怪我などのおそれがあ
ります。
 ●エアバッグの作動や運転の妨げにならない位置に設
置してください。
 ●オイルが本体に付着しないようにご注意ください。
本体が割れたり変色するおそれがあります。万一本
体にオイルが付着した場合は、ティシュペーパーや
布などで、すぐに拭きとってください。
 ●本体にオイルを正しくセットした状態で使用してく
ださい。正しくセットされていない状態で使用する
と、作動不良の原因となります。

＜交換に関するもの＞
 ●オイルの交換時に、オイルをこぼさないように注意
してください。
 ●運転中にスイッチ操作やオイルの取り替えを行わな
いでください。
 ●市販のオイル容器の形状によっては、ご使用いただ
けない場合がございます。ご使用の前に正しくセッ
トされていることをご確認ください。
 ●オイル容器をボトルキャップに装着する際に、容器
の口をティッシュペーパーや布でよく拭いてから装
着してください。
 ●オイル交換時にボトルキャップのネジ部に直接触ら
ないようにご注意ください。ネジ部にオイルが付着
しているおそれがあります。
 ●ボトルキャップにオイル容器を装着した状態で倒し
たり、さかさにしたりしないでください。万一、転
倒やさかさになった後にオイルを交換する場合、ボ
トルキャップ内にオイルが溜まっていて漏れるおそ
れがありますのでご注意ください。
 ●容器交換後に必ず、落下防止具を容器底面まで上げ
てご使用ください。
 ●オイル容器を交換する際は電源をOFFにしてくださ
い。故障の原因となります。
 ●ボトルキャップにオイル容器を装着した状態のまま
放置しないでください。

＜体調などに関するもの＞
 ●オイルの種類によっては、眠気を誘うなどの運転に
悪影響を及ぼすものがあります。
 ●気分や体調が思わしくない場合は使用を避けてくだ
さい。
 ●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用・運転
を中止し通気性の良いところで安静にしてください。
気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。
 ●故意に吹出し口に顔を近づけて使用しないでくださ
い。体調や気分を害するおそれがあります。
 ●万一オイルが目に入った場合は水でよくすすいで、
医師の診断をうけてください。
 ●オイルがお肌につかないよう注意しください。お肌
についた場合は、水で洗い流してください。

必ずお読みください
 ●仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場
合があります。
 ●本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、
実物と印象が相違する場合があります。
 ●希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十
分にあることを確認してください。
 ●不明な点はお買い上げ店、インフォメーションセン
ターにお問い合わせください。
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付属品

アロマユニット本体 Micro USB接続ケーブル アロマユニット接続ケーブル リモート入力コード

アロマコントロールユニット アロマボトル ボトルキャップ 取扱説明書

ボトルキャップ×2
（製品本体内×1、添付×1）

使い方

本製品の操作はアロマコントロール対応のアルパインナビゲーション側で行います。

■強・中・弱について
　・ 強 ： 3分ごとに40秒間アロマが噴出されます。　本体リングがブルーに点灯します。
　・ 中 ： 3分ごとに30秒間アロマが噴出されます。　本体リングがグリーンに点灯します。
　・ 弱 ： 3分ごとに15秒間アロマが噴出されます。　本体リングがレッドに点灯します。

　【アロマコントロール対応ナビゲーション】
　2016年以降のアルパインナビゲーション（EX11V/EX10V/EX9V/EX8V/X9V/X8V/7WV/7DVシリーズ）
　※対応ナビゲーションは2016年6月時点の情報です。最新の対応状況についてはアルパインインフォメーション
　　センターへお問い合わせください。

＜アロマ設定＞
 カーアロマの噴出量設定を強/中/弱/OFFから
 選ぶことができます。
　・ カーアロマ接続時のみ設定することができます。
　・ カーアロマとリアビジョンを接続する場合は、
　  カーアロマに対応したリアビジョンが必要です。
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アロマボトルの取付方法

1. アウターカバーを外す。
凹部から浮かせて外します。

アウターカバー

凹部

2. インナーカバーを外す。
ツメを押しながら、インナーカバーを手前に引き
ます。

インナーカバー

ツメ

3. ボトルキャップを取り出す。
※ ボトルキャップ差し込み口にOリングが
装着されています。取り外しの際はご注
意ください。

ボトルキャップ

4.  ボトルキャップをアロマボトルに取り
付ける。
斜めにならないように注意して、ボトルキャップ
を時計回りに回します。

ボトルキャップ

アロマボトル

※ピッチ3mmタイプ
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接続図　※詳しくは組み合わせる製品側の取付説明書もあわせてご参照ください。

A B C D

アースコード

<ナビゲーション本体背面>

電源コード

OK OK

OK

OK

車両
コネクター

車両
コネクター

外部出力コード

OK

橙イルミネーションコード（ILLM）

カメラコード

茶
リモート出力コード
（REMOTE OUT）

黄バッテリー電源コード

ACC電源コード 赤

OK

OK

OK

OK

茶

茶

ACC電源コード赤

バッテリー電源コード黄

黒

アロマユニット
接続ケーブル

車両の金属部分へ

リモート入力コード

リモート出力コード

OK
茶茶

リモート入力コード

別売製品の各電源へ

別売製品の各電源へ

OKOK OK
Micro USB接続ケーブル

※1　アロマユニット本体のリング部が車両側イルミネーションと連動し減光します。

アロマユニット本体
アロマ
コントロール
ユニット

OK OK イルミネーション橙橙 橙イルミネーションコード※1

ヒューズ（1A）

ヒューズ
 （3A）

注意
アロマユニット本体はナビゲーションに対して1製品のみ接続可能です。
複数台はご使用になれません。
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5. ボトルキャップを元の位置に戻す。

ボトルキャップ

6.  ボトル台座をボトルキャップの底面に
合わせる。
ボトル台座を上下にスライドさせて位置を合わせ
ます。

ボトル台座

7. インナーカバーを元に戻す。
上側のツメを合わせてから、下側のツメを押し込
みます。

インナーカバー

ツメ

ツメ

①

②

8. アウターカバーを元に戻す。
①②の順でツメを合わせてください。

アウターカバー

①

②


