安全上のご注意

−はじめにお読みください。−

取り付ける前に

警告
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
ル車などの24V車で使用しないでくだ
さい。火災・故障の原因となります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やステアリン
グ、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作
を妨げるなど運転に支障をきたす場所、同乗者に
危険を及ぼす場所には取り付けない。
･ 交通事故やけがの原因となります。

マイナス

配線作業中は、バッテリーの·端子のコードを外す。
･ ショート事故による感電やけが、火災
の原因となります。

取付説明書
（KS-PD100）

エアバックのカバー部分や作動の妨げになる場所
には、絶対に取り付けない。
･ エアバッグが正常に動作しなかったり、
動作したエアバッグで本機や部品が飛
ばされ、事故やけがの原因になります。

･ 作業中のショート事故防止のた
マイナス
め、
必ずバッテリーの·端子の
コードを外しておいてください。

・ 次のような位置には本機を取り付けないでください。
・ 直射日光にさらされたり、
暖房の熱に直接さらされるな
ど極端に高熱になる位置
・ 雨が吹き込むところなど水のかかる位置や、
湿気やほこ
りの多い位置
・ 振動の多い位置や、
不安定な位置

･ 安全運転のため運転の妨げにならないところに取
り付けてください。
･ 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作す
るか確認してください。
･ 車体やねじ部分、
シートレール等の可動部に配線
をはさみ込まないよう注意してください。
・ 取り付けが困難な場合はお買上げの販売店にご相
談ください。

ご注意
･ 本機を取り付けるときは、水平な場所を選び
パーキングブレーキをかけ、
エンジンキーを
「OFF」
にしてから行なってください。
･ 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の
24V車には使用できません。

セット一覧表

注意
必ず付属の部品を指定通り使用する。
･ 指定以外の部品を使用すると、機器内
部の部品をいためたり、しっかりと固
定できずに外れたりして事故やケガの
原因となることがあります。
雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿
気やほこりの多いところへの取り付けは避ける。
･ 本機に水や湿気、ほこりが混入します
と発煙や発火・故障の原因となること
があります。

アダプターユニット ×1

両面テープ ×1

振動の多いところなど、しっかり固定できないとこ
ろへの取り付けは避ける。また、取り付け場所の汚
れやワックスなどをきれいにふき取っておく。
取扱説明書が収録
されています。

･ 外れて事故やけがの原因となることが
あります。

正規の接続を行わないと、火災や事故の原因とな
ることがあります。

取り付け方法
¡本体の設置

¡カーオーディオと接続する
レシーバーへ

･ 接続が終わったら車のブレーキラン
プ、ホーンなどが正しく動作すること
を確認してください。

¡万一、不足しているものがありましたら、
お手数ですがお買い上げの販売店または別紙の「JVCカーAV 製品
サービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口までご連絡ください。

KS-PD100

本機を不安定なところに取り付けない。
･ 正しい設置を行わないと、事故や故障
の原因となることがあります。

CD-ROM（取扱説明書）
×1

車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線
をはさみ込まないよう注意する。
･ 断線やショートにより、
事故・感電・火災・
故障の原因となることがあります。

JVCカーオーディオ

両面テープ
はく離紙をはがす。
汚れをよく落としてから
張ってください。

KS-PD100

CDチェンジャー端子

・ iPodを接続する/取り外す場合は、
必ずカーオーディオ
の電源を
「切」
にするか、
エンジンキーを「OFF」
にして
から行なってください。
¡接続が終ったら
お使いのJVCカーオーディオの外部機器（EXT IN）
設定を
「CDチェンジャー」
に設定してください。
詳しくは、お使いのJVCカーオーディオの取扱説明書に記載のPSM設定の項をご覧ください。
LVT1475-002A
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取扱説明書について

保証とアフターサービス

（必ずお読みください）

CD-ROM内の取扱説明書の使いかた
本機の取扱説明書は、
付属のCD-ROMに収録されています。
本機をお使いになる前に、
以下の手順に従って、
お
手持ちのパソコンで取扱説明書をお読みください。
対応OS：
・ウィンドウズ：
Microsoft Windows 2000、
Windows XP
・マッキントッシュ： MacOS X 10.1.5 以降
ディスクドライブ：CD-ROM ドライブ
ブラウザ：Adobe Reader

操作手順

保 証 書
（別添）
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から
受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保 証 期 間
お買い上げの日から１年間

修理に関するご相談やご不明な点は
修理に関するご相談やご不明な点は、
お買い上げ販売店または別紙の「JVCカーAV 製品
サービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

1 パソコンのディスクドライブに、付属の

修理を依頼されるときは

CD-ROMをセットする
・ウィンドウズ：
しばらくすると、
言語選択メニュー画面が表示され
ます。
メニューが表示されない場合は
「マイコンピュー
タ」
をダブルクリックして開き、CD-ROMドライ
ブアイコンをダブルクリックしてください。
次に、CD-ROM内にある
「KS-PD100.html」
ファ
イルをダブルクリックしてください。
・マッキントッシュ：
CD-ROM内にある
「KS-PD100.html」
ファイル
をダブルクリックしてください。
言語選択メニュー画面が表示されます。

持込修理

取扱説明書の10ページの「故障かな？と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお
正しく動作しないときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間が過ぎているときは

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 お客様のご要望により有料で修理させて
いただきます。
保証書の規定に従って販売店が修理させて
いただきます。
お買い上げ日
便利メモ
お買い上げ店名

2「日本語」をクリックする

1（

）

−

取扱説明書が開きます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて
Adobe Readerをインストールするには
取扱説明書を閲覧するにはAdobe Readerが必要です。ご使用になるパソコンにAdobe Readerがインストー
ルされていないと、本機の取扱説明書をお読みになることはできません。
このようなときは、
以下の説明に従っ
てAdobe Readerをインストールしてください。
言語選択メニュー画面で、
をクリックする。
Adobe Readerのダウンロード画面が表示されます。
画面の指示に従って、
使用する言語やOSを選択し
Adobe Readerをインストールしてください。
・ Microsoft、
Windows 2000、
Windows XPは、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその
他の国における登録商標または商標です。
・ Mac、
および Macintosh は、
米国その他の国で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
・ iPodは、
米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。
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ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、
日本ビクター株式会社およびビクター
グループ関係会社
（以下、
当社）
にて、
下記のとおり、
お取り扱いいたします。
¡ お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていた
だきます。
¡ お客様の個人情報は、
適切に管理し、
当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
¡ 次の場合を除き、
1 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。
当該協力会社に対しては、適切
な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
2 法令に基づいて、
司法、
行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
¡ お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡く
ださい。
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