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●取り付け作業の前にこの「取り付け解説書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。
●�この「取り付け解説書」の表示では、製品を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、絵表示をしています。その表示の内容をよく理解してから本文をお読み
ください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性
が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、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れる内容を示しています。

警告
●�本製品はDC12V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DC24V車では使用
しないでください。火災や故障の原因となります。
●配線作業中は、バッテリのマイナス端子を外してください。ショートによる事故の原因となります。
●�車両に穴をあけて取り付ける場合は、パイプ類、電気配線、タンク、ワイヤーなどの位置を確認のうえ、
これらと干渉や接触することがないように注意しておこなってください。パイプ類などの損傷により、
火災や事故の原因となります。
●�車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系
統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。これらを使用しますと、
制御不能や発火、事故の原因となります。
●�エアバッグ装着車に取り付ける場合は、エアバッグの動作を妨げる位置には絶対に本製品を取り付け
たり配線をしないでください。エアバッグの動作を妨げる位置に取り付け・配線をすると、万一のとき、
事故やケガの原因となります。
●�コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておいてください。ステアリングや
シフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となります。
●本製品を分解したり改造したりしなでください。事故・火災・感電の原因となります。
●正常に動作しない状態で使用しないでください。事故・火災・感電の原因となります。
●�万一、異物が入った、水がかかった、煙がでる、変なにおいがするなどの異常がおきた場合は、直ち
に使用を中止してください。そのまま使用すると事故・火災・感電の原因となります。
●�ドリルなどで穴あけ作業をする場合は、ゴーグルなどの目を保護するものを使用してください。破片
などが目に入ったりしてケガや失明の原因となります。
●�接続コード類の配線は高温部を避けて行ってください。コード類の被服が溶けてショートし、事故・
火災・感電の原因となります。特にエンジンルーム内での配線には注意してください。

注意
●�車両のネジを使用して本製品の取り付けやアースをとる場合は、ネジがゆるまないように確実に締め
つけてください。ネジがゆるみ、事故や故障の原因となります。
●�雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、ほこり、油煙の多いところへの取り付けは避け
てください。本製品に水やほこり、油煙が入り込みますと、発煙や発火、故障の原因となります。
●�直射日光や、ヒーターの熱風があたるところなどへの取り付けは避けてください。本製品の内部温度
が上昇し、火災や故障の原因となります。
●�取り付け解説書に記載された通りに配線を接続してください。正規の接続を行わないと、火災や故障
の原因となります。
●�エアバッグ装着車に取り付けるときは、車両メーカーに作業場の注意事項を確認してから作業を行っ
てください。エアバッグが誤作動し、ケガや事故の原因となります。
●�車両のネジ部分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ように配線してください。
断線やショートにより、事故や火災、感電の原因となります。

安全に正しくお使いいただくために
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　このたびは当社製品を御買い上げ頂き誠にありがとうございました。
製品は全機能をテストした後に出荷させて頂いておりますが、万一不良品で
ありました場合は速やかに代替品と交換させていただきますので、ご購入い
ただきました販売店へご連絡ください。但し、お客様の過失による破損と判
断した場合は修理費と送料を頂戴することがありますのでご了承願います。
なお、製品保証については保証書に記載の内容となります

はじめに

　アダプタユニット本体からは６本の配線と、1つのリモコン受光部接続用
端子が出ています。使用している電線はAWG22（約 0.33SQ相当）です。
添付品以外のワンタッチコネクターや配線接続用部材を使用する場合は適合
電線をよくご確認ください。
黒� � (-)� GND（車両アース）
赤� � (+)� +12V�ACC電源
水� � (+)� ステアリングスイッチ出力SW１
橙� � (+)� ステアリングスイッチ出力SW２
緑� � (-)� ステアリングスイッチ出力SWG
紫� � (-)� 設定線（アースすると設定モードになります）
ジャック� (-)� リモコン受光部接続端子
※リモコン受光部接続端子には付属のリモコン受光部ハーネスを接続します

各配線の説明

１．アダプタユニット本体� � � � � １台
２．リモコン受光部ハーネス� � � � １本
３．取り付け解説書（本解説書）� � � � １部
４．保証書（取り付け解説書に記載）� � � １部
５．配線用部材（ワンタッチコネクタなど）� � 数個（製品により異なります）

梱包内容

アダプタユニット本体

リモコン受光部ハーネス

配線用部材
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◇ユニットの動作モードは大きく分けて下記の２つになります

動作について

　本製品はステアリングリモコンが使用できる状態の純正ナビ・社外ナビが
取り付けられている車両に取り付けることができます。

取り付けできる車両

・通常使用モード
リアモニターのリモコンで純正ナビ・社外ナビを操作できます。

・設定モード
ユニットはリアモニターリモコン信号を記憶します。
アルパインモニター以外では設定作業を行う必要があります

■ �MODE、VOL＋、VOL-、SEEK＋、SEEK-、VOICE、通話開始、通
話終了の最大８機能を記憶できます。
■�ナビの機種によっては一部機能が作動しないことがあります。

ＭＥＭＯ

　ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。取り付け
に問題があると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して
取り付けてください。取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子
を外しておいてください。当製品を取り付けることにより発生した損害
に関して当方は一切責任を負いません。
　本品はカーAVシステム制御専用です。その他の機器の制御に使用し
ないでください。

取り付けに関する注意事項
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　本製品を使用すると「リアモニターリモコン」で「純正ナビ・社外ナビ」
を操作することができるようになります。トヨタ／ダイハツ車では配線の
接続先をナビ裏で行います。登録できる機能はMODE、SEEK+、SEEK-、
VOL+、VOL-、VOICE、通話開始、通話終了の最大８ボタンです。
※ナビの機種により使用できる機能が限定される場合があります

１．カーナビパネルを取り外す
　カーオーディオ／カーナビゲーションの外周のパネルを取り外します。通
常ははめ込みだけで固定されているので、手前に引くと外れますが車種に
よってはネジ止めされている場合もあります。外し方が判らない場合は無理
をせずにディーラーへお尋ねください。

２．カーナビゲーションを取り外す
　カーナビゲーションを取り外します。通常は４本程度のビスで固定されて
おり、簡単に外す事が出来るようになっています。

３．コネクタを確認する
　カーナビゲーションに接続されているコネクタを確認してください。コネ
クタ図については次ページ以降をご確認ください。

４．ユニットを接続する
　次ページ以降にあるコネクタ図を参照し、指定のピン位置へユニットの配
線を接続します。

取り付け方法

※ �SWG配線が無い車種の場合はユニットの緑線を未接続としてくださ
い。
※�ご注意！添付のワンタッチコネクタ以外を使用される場合は、適合線
径をよく確認してください。

ＭＥＭＯ
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トヨタ /ダイハツ電源コネクタピン配置図
■�オーディオコネクタが１０極と６極の場合、ＡＣＣ電源を下記の様に１０
極コネクタへ接続します。
※オーディオコネクタを差し込み側から見た図です

※�ユニットのアース線（黒）はカーナビのブラケットねじに共締めしても
構いません。
※カーナビを車両にねじ止めしないとアースされず、ユニットが動作しな
い場合があります。動作確認の際はご注意ください。

本ユニットとカプラは次の通りの接続としてください
ユニット配線色� ⇒� � � カプラ
� 赤� � ⇒� +12Vアクセサリー (ACC) 電源
� 黒� � ⇒� 車両アース
※�ユニットの緑・水・橙線については次ページ以降を参照して接
続を行ってください。

ＭＥＭＯ

ＡＣＣ電源
ユニット赤を接続

車両アース
ユニット黒を接続
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トヨタ /ダイハツ２０極コネクタピン配置図
■�ステアリングリモコンコネクタが２０極の場合は下記の様に接続します
※コネクタを差し込み側から見た図です

※�ユニットのＡＣＣ電源線（赤）、アース線（黒）の接続は電源コネクタ
図を参照して接続を行ってください。

本ユニットとカプラは次の通りの接続としてください
ユニット配線色� ⇒� � � カプラ
� 赤� � ⇒� + １２Vアクセサリー (ACC) 電源※
� 黒� � ⇒� 車両アース※
� ※ＡＣＣ電源、車両アースの接続先は電源コネクタ図を参照
� 水� � ⇒� ７番�ステアリングスイッチSW1
� 橙� � ⇒� ８番�ステアリングスイッチSW2
� 緑� � ⇒� ６番�ステアリングスイッチGND

ＭＥＭＯ

※�車両側に配線が無
い場合は接続不要

※�車両側に配線が無い場合は接続不要

ステアリングスイッチSW1
ユニット水を接続

ステアリングスイッチGND
ユニット緑を接続

ステアリングスイッチ
SW2 ユニット橙を接続
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トヨタ /ダイハツ５極コネクタピン配置図
■�現行 LA150・LA160 系ムーヴ・ムーヴカスタム等でステアリングリモコ
ンコネクタが５極の場合は下記の様に接続します。
※コネクタを配線が出ている側から見た図です

ステアリングスイッチSW1
ユニット水を接続

ステアリングスイッチGND
ユニット緑を接続

ステアリングスイッチSW2
ユニット橙を接続

本ユニットとカプラは次の通りの接続としてください
ユニット配線色� ⇒� � � カプラ
� 赤� � ⇒� + １２Ｖアクセサリー (ACC) 電源※
� 黒� � ⇒� 車両アース※
� ※ＡＣＣ電源、車両アースの接続先は電源コネクタ図を参照
� 水� � ⇒� ２番�ステアリングスイッチSW1
� 橙� � ⇒� １番�ステアリングスイッチSW2
� 緑� � ⇒� ３番�ステアリングスイッチGND

ＭＥＭＯ

※�ユニットのＡＣＣ電源線（赤）、アース線（黒）の接続は電源コネクタ
図を参照してください。
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トヨタ２８極コネクタピン配置図
■ステアリングリモコンコネクタが２８極の場合は下記の様に接続します

※�車両側に配線が無い場
合は接続不要

※コネクタを差し込み側から見た図です

ステアリングスイッチGND
ユニット緑を接続

ステアリングスイッチSW1
ユニット水を接続

ユニット橙を接続
ステアリングスイッチSW2

※�ユニットのＡＣＣ電源線（赤）、アース線（黒）の接続は電源コネクタ
図を参照してください。

本ユニットとカプラは次の通りの接続としてください
ユニット配線色� ⇒� � � カプラ
� 赤� � ⇒� + １２Vアクセサリー (ACC) 電源※
� 黒� � ⇒� 車両アース※
� ※ＡＣＣ電源、車両アースの接続先は電源コネクタ図を参照
� 水� � ⇒� 21 番�ステアリングスイッチSW1
� 橙� � ⇒� 22 番�ステアリングスイッチSW2
� 緑� � ⇒� 23 番�ステアリングスイッチGND

ＭＥＭＯ

※�車両側に配線が無
い場合は接続不要
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トヨタ２６極コネクタピン配置図
■２６極コネクタ採用車（ＳＡＩなど）では、下記の様に接続します
※オーディオコネクタを差し込み側から見た図です

ステアリングスイッチSW1

ステアリングスイッチGND

ユニット水を接続

ユニット緑を接続

ユニット橙を接続

+12V アクセサリー (ACC) 電源
ユニット赤を接続

車両アース
ユニット黒を接続

ステアリングスイッチSW2

本ユニットとカプラは次の通りの接続としてください
ユニット配線色� ⇒� � � カプラ
� 赤� � ⇒� 2 番� +12Vアクセサリー (ACC) 電源
� 黒� � ⇒　10番� 車両アース
� 水� � ⇒　25番� ステアリングスイッチSW1
� 橙� � ⇒　24番� ステアリングスイッチSW2
� 緑� � ⇒　23番� ステアリングスイッチGND

ＭＥＭＯ

※�ユニットのアース線（黒）はカーナビのブラケットねじに共締めしても
構いません。
※�カーナビを車両にねじ止めしないとアースされず、ユニットが動作しな
い場合があります。動作確認の際はご注意ください。
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■ユニット本体の配線が終わったら、全ての配線が正しく接続されているこ
とを確認し、下記項目を確認してください。

◇�ＡＣＣ電源をオンにします。このとき、本体基板上の赤色ＬＥＤが点灯、
緑色ＬＥＤが点滅⇒消灯することを確認してください。

◇�ステアリングスイッチが正常に作動することを確認してください。

◇�リアモニターがアルパイン製の場合は、リアモニターのリモコンを「ＡＶ」
側にしたときにカーナビが操作できることを確認します。
※�操作できない場合は配線の接続を確認してください
※�配線の接続に問題が無いのに操作できない場合や、アルパイン製以外のリ
アモニターの場合は設定作業を行ってください

◇�正常に作動することを確認したら、ユニット本体をカーナビ裏の配線の束
等にビニールテープ等で固定してください。ビニルテープ等をあまり強く
巻きつけたり、カーナビ本体と干渉する位置取り付けたりしないでくださ
い。ユニット内部の部品が破損したり変形してショートする危険がありま
す。

設置後の確認

ＭＥＭＯ

※�リモコン受光部はパネル部等、リアモニターのリモコン信号を受光で
きる場所に取り付けてください



ＭＥＭＯ
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設定方法

２

交互に点滅 アースから外す

ユニット赤 LEDと緑 LEDが交互に点滅したら紫
線をアースから外します

１

アースに接続

ユニットの紫線をアースに接続してからACCを
オンにします

ＭＥＭＯ

※�紫線をアースした状態で設定モードとなります
※�設定モードに入り、赤 LEDと緑 LEDが交互に点滅したら紫線のアー
スを外してください
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設定方法（続き）

※�設定時にリアモニターのリモコンとリモコン受光部を近づけすぎると失
敗することがあります。リモコンと受光部は 10cm以上離してください。
※�リアモニターで反応するボタンを登録するとカーナビとリアモニターが
同時に作動します。リアモニターで反応しないボタンを登録してください。
※�登録順序は次の通りです。赤色ＬＥＤは登録中の機能の回数だけ点滅し
ます。
　１．ソース切り替え
　２．音量アップ
　３．音量ダウン
　４．トラック送る
　５．トラック戻す
　６．ＶＯＩＣＥ
　７．通話開始（オフフック）
　８．通話終了（オンフック）
※正常に登録できると緑ＬＥＤが点灯しますのでボタンを離します。
�※�登録したくない機能はボタンを押さずに待ちます。赤ＬＥＤと緑ＬＥＤ
が同時に点滅すれば登録スキップです。

◇�設定が完了したらリアモニターのリモコンでカーナビを操作することがで
きる事を確認してください。

リアモニターのリモコンを受光部に向けて　１．ソース
切り替え　２．音量アップ　３．音量ダウン　４．トラッ
ク送る　５．トラック戻す　６．ＶＯＩＣＥ　７．通話
開始　８．通話終了の順に登録します。

LEDは状況を通知

３

※赤色ＬＥＤは登録中の機能の回数だけ点滅します
※正常に登録できると緑 LEDが点灯しますのでボタンを離します
※�登録したくない機能はボタンを押さずに待ちます。赤ＬＥＤと緑
ＬＥＤが同時に点滅すれば登録スキップです。
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リアモニターのリモコンでカーナビが操作できない（全く動作しない）
■ACCをオンにしてもユニットの赤 LEDが点灯しない場合
　⇒ユニットの電源線（ACC、アース）の接続を確認してください

■�リアモニターのリモコンをアダプタの受光部へ向けて操作しても、ユニッ
ト上の緑ランプが点灯・点滅しない場合
　⇒アルパイン以外のリアモニターの場合は設定作業を行ってください
　⇒�アルパインのリアモニターの場合はスイッチが「AV」になっているこ
とを確認してください

■リアモニターのリモコンをアダプタの受光部へ向けて操作すると、ユニッ
ト上の緑ランプが点灯・点滅する場合
　⇒�ユニットのステアリングスイッチ信号出力線（緑・水・橙）の接続を確
認してください

リアモニターのリモコンで登録しても一部機能が作動しない
■�作動しないボタンではユニット上の緑ランプが点灯・点滅しない場合
　⇒もう一度、設定作業を行ってください

■作動しないボタンでもユニット上の緑ランプが点灯・点滅する場合
　⇒�ユニットのステアリングスイッチ信号出力線（緑・水・橙）の接続を確
認してください

　⇒カーナビ側に機能がありませんのでご使用いただけません

トラブルシューティング
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品 番

保証期間

お買上げ日

http://www.galleyra.co.jp
株式会社�ガレイラ

本書はお買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、次
に記載する内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
＜無料保証規定＞
１．�正常な使用状態にも関わらず発生した故障は無料修理させてい
ただきます。

２．�製品の故障による次の損害は保証の対象外となります。
� ・製品の故障により発生した作業工賃や災害
３．�保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。
� ・使用上の誤りや、不当な修理／改造による故障・損傷
� ・�火災・水害・落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス

害などによる故障・損傷
� ・�本書の添付がない場合、及び本書にお買い上げ店とお買い上

げ日の記入がない場合
４．�本書は日本国内においてのみ有効です。
５．�本書は再発行致しません

〒543-0021　大阪市天王寺区東高津町 3-20 エフズビル 702　電話 06-6131-6300

お
客
様

販
売
店

住所・店名

電話（　　　　）　　　　　－

ご住所

お名前

電話（　　　　）　　　　　－

様

お買い上げ日から 3年間

GRV-TAF301

　　　　　年　　　月　　　日※�納品書が購入証明となりますので、本
書と一緒に大切に保管してください。


