モニターまわり保護テープ貼り

図5

ビデオ入力ハーネス VHO-T46 接続位置 （10 ピンコネクター位置）

図6

ボルト取り外し

トヨタ用 ビデオ入力ハーネス VHO-T42 は、モニターユニットの 10 ピンコネクターに取り付けます。
分配器の電源はオーディオユニットの裏から取得します。
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重要

増設モニターで映像を鑑賞するためには、別途
TV-KIT（TV-NAVI KIT）を装着し ON にする必要
があります。
また AT シフトを R( リバース ) にしたときには映
像が出力されません。R 以外に戻すと再び映像が出
力されます。

図1

パネルを開ける

↑：ボルト位置

重要 バッテリーマイナス端子を外す前に

TV-KIT と一緒にお使いください

製品の取り付け、取り外し作業の
前に、G- セキュリティの設定を
している場合は解除を行ってくだ
さい。方法については車両説明書
または販売店にて確認の上、行っ
てください。
ま た HDD ナ ビ ゲ ー シ ョ ン は IG
OFF 後、約６分間でメモリー記憶
する為、IG OFF 後、６分以上経
過してからバッテリーマイナス端
子を外してください。

図2

保護テープ

ボルト 2 本を外す。
モニター奥のクリップ 2 か所を外す。

図の位置に保護テープを貼る。

バッテリー

図7

ビデオ出力ハーネス接続位置
VHO-T46 接続位置
10 ピンコネクター（白色）

（トランク前方右側）

パネルガーニッシュ外し

モニターユニットを立ち上げます。（取り外しません）
図に示したコネクターに VHO-T46 を接続します。

図8

オーディオユニットのパネルを開ける。

オーディオユニット取り外し（分配器の電源取得のために外します）

ツメのかん合を外し、インパネガーニッシュ
を取り外す。（ツメ 7 か所）
図3

フィニッシュパネル外し

図4

クラスタパネル (1) 外し

図5

クラスタパネル（2）取り外し
保護テープ

オーディオユニットをとめている
4 本のボルトを外す。
A

図9

オーディオユニットを手前に引き、ツメの
かん合を外しユニットを取り外す。

分配器電源取得
（オーディオユニット裏側）

26 ピンコネクター IG 電源位置
（映像分配器 赤線接続位置）
シフトノブに保護テープを貼る。
ツメのかん合を外し、フィニッシュパネル
を取り外す。（ツメ 2 か所、クリップ 2 か所）

（株）データシステム

エアコン吹出口付近を引き、ツメのかん合
を外す。シフトノブ・シフトレバーに注意
してクラスタパネルを取り外す。
（ツメ 6 か所）

図の位置に保護テープを貼る。
A の二つのクリップはリムーバーでかん合
を外す。パネルを上げのこり 10 個のクリッ
プを外す。

重要
取付完了後、バックガイドモニターの設
定が必要になることがあります。
カメラ映像の画面で「システム初期化中」
の表示が出たときは、そのままステアリ
ングを左右いっぱいに動かしてください。

ご注意 : 当説明書は著作権法で保護されています。取扱（取付）説明書に記載の一部、また全部（デザインを含む）を、（株）データシステムの許諾、許可無しに無断で複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。

図4

ビデオ入力ハーネス VHO-T46 接続位置 （10 ピンコネクター位置）

リモートタッチ取り外し

後方のツメのかん合（4 か所）クリップ（1 か所）
を外す。裏側のコネクターを切り離し、リモー
トパネルを取り外す。

リモートカバーの前方のツメのかん合
（2 か所）を取り外す。

トヨタ用 ビデオ入力ハーネス VHO-T42 は、モニターユニットの 10 ピンコネクターに取り付けます。
分配器の電源はオーディオユニットの裏から取得します。
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重要

TV-KIT と一緒にお使いください

増設モニターで映像を鑑賞するためには、別途
TV-KIT（TV-NAVI KIT）を装着し ON にする必要
があります。
また AT シフトを R( リバース ) にしたときには映
像が出力されません。R 以外に戻すと再び映像が出
力されます。

図5

インストパネル取り外し

リモートカバーの前方のツメのかん合（4 か所）、
クリップ（2 か所）を取り外す。
※パネルは薄いので、図のように指を掛けること。

重要 バッテリーマイナス端子を外す前に
製品の取り付け、取り外し作業の
前に、G- セキュリティの設定を
している場合は解除を行ってくだ
さい。方法については車両説明書
または販売店にて確認の上、行っ
てください。
ま た HDD ナ ビ ゲ ー シ ョ ン は IG
OFF 後、約６分間でメモリー記憶
する為、IG OFF 後、６分以上経
過してからバッテリーマイナス端
子を外してください。

○：ツメ位置

△：クリップ位置
バッテリー

（トランク前方右側）
○：ツメ位置

図1

保護テープ（シフトレバーまわり）

シフトレバーまわりに保護テープを貼る。

図2

△：クリップ位置

インストパネル（運転席側）取り外し

インストパネル（運転席側）のツメのかん合を 12 か所外す。かん合をに対してまっ
すぐに引くこと。

図6

クラスタパネル取り外し

図7

ボルト取り外し

図8

ビデオ出力ハーネス接続位置
VHO-T46 接続位置
10 ピンコネクター（白色）

保護テープ
：保護テープ

A

インストパネル（運転席側）
（つづき）

図3

A

↑：ボルト位置

インストパネル（助手席側）取り外し
インストパネル（助手席側）のツメのかん合を 11 か
所外す。かん合をに対してまっすぐに引くこと。

図の位置に保護テープを貼る。
A の 2 つのクリップはリムーバーでかん合
を外す。パネルを上げのこり 6 個のクリッ
プを外す。

図9

ボルト 2 本を外す。
モニター奥のクリップ 2 か所を外す。

オーディオユニット取り外し（分配器の電源取得のために外します）

モニターユニットを立ち上げます。
（取り外しません）
図に示したコネクターに VHO-T46 を接続
します。

図 10

分配器電源取得
（オーディオユニット裏側）

ボルト（4 本）を外す。

ユニットを手前に引きクリップの
かん合を外す。裏側のコネクター
を切り離しユニットを取り外す。

○：ツメ位置

□：ガイド位置

↑：ボルト位置

（株）データシステム

ご注意 : 当説明書は著作権法で保護されています。取扱（取付）説明書に記載の一部、また全部（デザインを含む）を、（株）データシステムの許諾、許可無しに無断で複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。

26 ピンコネクター IG 電源位置
（映像分配器 赤線接続位置）

VHO-T46

補足注意事項

注意
増設モニターで映像を鑑賞するためには、
別途 TVKIT
（TV-NAVI
KIT) を装着し ON にする必要があります。
TVKIT（TV-NAVI KIT）の品番は最新の適合表にてご確認くだ
さい。
http://www.datasystem.co.jp/tekigou/index.shtml

またＡＴシフトをＲ（リバース）にした時には映像が出力されません。
Ｒ以外に戻すと再び映像は出力されます。
株式会社 データシステム
■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL.03-5369-4137
■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL.086-445-1617(#2)

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、
または一部の複製
（コピー）
・転用・転載を禁じます。

