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Printed in Japan

取付説明書

 2 必要工具

 3 取付概要

 1 構成部品 ※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

専用パネル オーディオ変換コネクター 取付ブラケット（L・R） ステアリングリモートケーブル クロスオーバーキャンセラー

×1 　×1 各×1 ×1 ×1
取付説明書一式

×1

クロスオーバーキャンセラー

ナビゲーション本体【別売】 

GPSアンテナ（ナビゲーション 同梱）

フィルムアンテナ（ナビゲーション  同梱）

68M13093J92-O

プラスドライバー 、マイナスドライバー、クリップはずし、10mmレンチ、マスキングテープ、プライヤー

アルパイン
 ８インチSDナビゲーション取付キット

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り
付けを行ってください。
※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

KTX-X008-AL/VE

車 種 年 式 型 式

アルファード H20/5～現在 ANH20W・25W
GGH20W・25W

アルファード 
ハイブリッド H23/11～現在 ATH20W

アルファード 特別仕様車
350S/240S "type GOLD" H24/9～現在 ANH20W・25W

GGH20W・25W

車 種 年 式 型 式

ヴェルファイア H20/5～現在 ANH20W・25W
GGH20W・25W

ヴェルファイア 
ハイブリッド H23/11～現在 ATH20W

ヴェルファイア 特別仕様車
3.5Z/2.4Z "Golden Eyes" H24/9～現在 ANH20W・25W

GGH20W・25W
当製品の適合情報は2013年5月現在のものです。商品の仕様変更および、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ（http://www.alpine.co.jp/）にてご確認ください。
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 4 接続図

基本接続図■
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<ナビゲーション本体背面>

GPSアンテナ

OK

別売製品の
各電源へ

カメラ［別売］へ

フロントカメラ［別売］へ

バックビューカメラ［別売］へ

ヒューズ （15A）

スピードセンサーコード

イルミネーション

黄

緑／白 緑／白

橙

黄

オーディオ変換コネクター
バッテリー電源コード

車両アンテナ

橙

ACC電源コード 赤

車両5Pコネクター
車両
コネクター

ステアリングリモート
ケーブル

外部入力コード
ステアリング
リモコン端子

カメラ用ビデオ入力端子(CAMERA IN)

フロントカメラ接続端子（FRONT CAMERA）

イルミネーションコード（ILLM）

スピードセンサーコード（SPEED）

カメラコード

リバースコード

パーキングブレーキコード 黄／青

橙／白

OKパワーアンテナ　青

パワーアンテナ　青

※接続しないでください。

※必ず表の組み合わせ通りに接続してください。

アンプリモートオンコード

青／白 青／白

車両20P
コネクター

フィルムアンテナ  B
アンテナコード  3

フィルムアンテナ  A
アンテナコード  2

フィルムアンテナ  A
アンテナコード  1

フィルムアンテナ  B
アンテナコード  4

A B C D

フィルムアンテナ A A B B
アンテナコード 1 2 3 4
ナビ背面の 

アンテナ端子位置 A B C D

（誤接続を防ぐために、接続するごとに  に  点をつけてください）

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

※ナビゲーション付属の取付説明書も合わせて参照ください。



- 3 -

 5 取付要領

クラスターパネル
　（フック 21ヵ所） 

オーディオパネル
　（フック 9ヵ所） 

エアコン
　コントロールパネル
　（フック 4ヵ所） 

ねじ 4本

シフトノブ

オーディオブラケット

グローブボックスアンダーカバー
　(フック 4ヵ所）

サイドカバー
　（フック 4ヵ所）

クリップ

アシストグリップ

ねじ 2本ピラーカバー
　(クリップ 2ヵ所）

ピラーロアカバー
　(フック 4ヵ所）

ピラーカバー
　(クリップ 2ヵ所）

サンバイザー

バイザーホルダー

サンバイザー
ブラケットカバー マイナスドライバー

車両部品の取り外し1. 
インパネ周り■
左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り1. 
外してください。

注意
キズ防止のため、要所をマスキング●
テープなどで保護してください。
ねじの紛失にご注意ください。●

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

グローブボックス周り■
左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り1. 
外してください。

注意
キズ防止のため、要所をマスキングテー
プなどで保護してください。

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

ピラー周り■
左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り1. 
外してください。

注意
キズ防止のため、要所をマスキング●
テープなどで保護してください。
ねじの紛失にご注意ください。●

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。
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アンダーカバー

ねじ ２本

インパネロアカバー
　(フック 1４ヵ所）

ねじ 3本

サイドキックカバー
　(クリップ 1ヵ所）

樹脂ナット 1本

GPSアンテナ

運転席周り■
左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り1. 
外してください。

注意
キズ防止のため、要所をマスキング●
テープなどで保護してください。
ねじの紛失にご注意ください。●

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

取付概要・配線位置■
左図の位置に配線し、GPSアンテナを取り付けます。1. 

Memo
同じ位置に配線するユニットをすべて取り
付けてから、配線を固定してください。

GPSアンテナの取り付け2. 
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フィルムアンテナ A フィルムアンテナ B フィルムアンテナ A フィルムアンテナ B

180mm100mm
280mm 280mm

インパネ内を通してオーディオ取付スペースまで配線します。

フィルムアンテナ A
アンテナコード 1 

フィルムアンテナ B
アンテナコード 3 

フィルムアンテナ A
アンテナコード 2 

フィルムアンテナ B
アンテナコード 4 

オーディオ変換コネクター

コネクタ部

奥まで確実に接続してください。

ステアリングリモートケーブル

フィルムアンテナの取り付け■
フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼1. 
り付けます。

注意

クリーナーを使用して貼付面の汚れ、●
油分、ゴミなどを完全に取り除いてか
ら貼り付けてください。
図の● 部分の定期点検ステッカー･検査
標章部にはフィルムを貼り付けないで
ください。
フィルムアンテナは、必ず指定の場所●
に貼り付けてください。

接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り2. 
付けます。

注意
地デジ受信性能をより向上させるために、
必ず左記のアンテナ/コードの組み合わせ
で取り付けてください。

アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付3. 
部まで配線します。

注意
カーテンエアバックに干渉しないように
配線してください。

Memo

同じ位置に配線するユニットをすべて取●
り付けてから、配線を固定してください。
アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナ●
ビゲーション裏を避けて束ねてください。

フィルムアンテナの取り付け3. 

オーディオ変換コネクターの接続■
接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、1. 
5Pの各コネクターにオーディオ変換コネクターを接続
します。

ステアリングリモートケーブルの接続■
接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネ1. 
クターにステアリングリモートケーブルを接続します。

各コードの接続4. 
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クラスターパネル

専用パネル

エアコン
コントロールパネル

ナビゲーション本体

この位置にスポンジを
貼り付けます。

スポンジ

<貼り付け位置>

ナビゲーション本体

バインドネジ
（M5×8）

バインドネジ
（M5×8）

取付ブラケット

取付ブラケット

F

クロスオーバー
キャンセラー

白色12Pコネクター（メス）

白色12P
コネクター（オス）

ナビゲーション本体の取り付け5. 

ナビゲーション本体の取り付け■
クラスターパネルにエアコンコントロールパネルを取1. 
り付けます。
クラスターパネルに専用パネルを取り付けます。2. 

ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。3. 

取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。 4. 

 

<使用する穴位置>

※イラストは左側ですが、
　右側も同様です。

取付ブラケット

Memo

ナビゲーション本体のねじ穴と取付ブラ
ケットの穴が中心で合うように取り付け
てください。

クロスオーバーキャンセラーの接続■
助手席下にある白色12Pコネクターを取り外します。1. 
取り外した白色12Pコネクターの間に、クロスオー2. 
バーキャンセラーを接続します。
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ナビゲーション本体

オーディオ変換コネクター

クラスターパネル

接続図を参照して配線を接続します。5. 

注意

「バックグラウンドサーチ」機能が正常
に働くように、ナビゲーションのアンテ
ナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接
続してください。
フィルムアンテナ A A B B
アンテナコード 1 2 3 4
ナビ背面の

アンテナ端子位置 A B C D

ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り6. 
付けます。

注意
ケーブル類を挟み込まないようにしてく
ださい。

クラスターパネルを取り付けます。7. 

Memo

本製品は、取付け時の誤差を解消するため、
ブラケット固定位置を調整可能に設計され
ています。
取付け後、専用パネルとナビゲーション本
体の位置が合っていない場合は、以下の手
順で位置合わせを行ってください。

1. すき間の量を確認し、専用パネルを外します。
2. 取付ねじをゆるめてナビゲーション本体の位置を
　 調整します。

すき間取付ねじ 専用パネル

動作確認■
電源が入ることを確認します。1. 
「6 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。2. 

車両部品の復元■
取り外した車両部品を元通りに復元します。1. 

注意
ケーブル類を挟み込まないようにしてく
ださい。

動作確認/車両部品の復元6. 



 6 接続確認/システム設定

接続確認を行います■
取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。
本体の電源を入れて、GPSアンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。
また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

Memo

「リアカメラ」の接続状態は、●
HCE-C900D（-W）を接続し
た場合「未接続」と表示されま
すが、カメラ表示されていれ
ば使用に問題はございません。
HCE-C210RDを接続した場
合のみ「接続」と表示されます。
車速パルスは、停車時など車●
速が入っていない時はOFFと
表示されます。

1    メニュー　スイッチを押します。

設定・情報画面が表示されます。

2   情報   にタッチします。

3   車両情報   タブにタッチし、  車両情報  に
タッチします。

車両情報画面が表示されます。

車種専用チューニングについて■
車種専用受注生産モデルの場合はすでに車種専用チューニング済みです。（サウンド値、カメラガイド値など全て設定済みです）
ただし、組み合わせされるオプション製品（バックビューカメラ・リアビジョン）によっては、手動にて一部設定を変更していただく
必要がございます。
詳しくはナビゲーションの取扱説明書を参照してください。


