アウディ MMI TVキャンセラー

CMM-8KDP
CM
A4

ABA-8K****

‘08 ～
‘10 MMI装着車

S4

ABA-8KCAKF

‘09 ～
‘10 MMI装着車

http://www.pb-jp.com

A5

ABA-8T****

‘08 ～
‘10 MMI 装着車

〒731- 0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

S5

ABA-8TCAUF

‘08 ～
‘10 MMI装着車

A6

GH/ABA-4F****

‘07 ～
‘09 MMI 装着車

A６オールロードクワトロ

ABA-4F****

‘07 ～
‘09 MMI 装着車

A8

GH/ABA-4E****

‘07 ～
‘10 MMI 装着車

Q7

ABA-4L****

‘07 ～
‘09 MMI 装着車

C

商品お問い合わせ先： 大阪オフィス

販売店様へ
作業が完了しましたら、
この取扱説明書をお客様へ
お渡しください。

適合車種

Planning & Build Network

株式会社ピービー

取扱説明書

support@pb-jp.com

〒561- 0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL. 06-6335- 0805 FAX. 06-6335-0807

※Audi正規輸入車の日本仕様で、メーカーラインでのAudi-MMI マルチメディアインターフェイス
（2G システム DVDナビゲーション）装着車専用です。
（一部取り付け出来ないグレードがあります。）

ＣＭＭシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、取り付け作業を必要としないコーディングタイプ（車両データ書換え型）のテレビキャンセラーです。
本製品を車両のダイアグノシス（故障診断）ポートに接続すると、Ａudi-ＭＭＩ
（マルチメディアインターフェイス）の地上デジタルTV、
（～’07モデルはアナログTV）の走行中の映像
制限を解除するコーディングを行います。
さらにＡudi-ＭＭＩの外部入力端子（外部入力１／外部入力２）へ接続する市販のＡＶソースも走行中の映像制限なく視聴できます。
※外部入力端子への接続には外部入力１、外部入力２へそれぞれ別売りのVTRアダプター（ＶＣＣ－Ｊ０2）が必要です。
接続の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく接続作業を行ってください。
本製品は運転者以外の同乗者がTVやＡＶソースを視聴するために開発された製品です。運転者が走行中にＡＶモニターを注視することは、事故・ケガの原因になるとともに道路交通
法で禁止されています。なお、本製品はコーディングタイプのため、映像制限の有無を切り替える操作スイッチがありません。同乗者がいないときは安全のため、Audi-MMIをTV・Ａ
Ｖソース以外の車両情報やナビゲーションなどの映像に切り替えてご使用ください。
本製品は、安全に十分配慮して設計されていますが、電気製品はすべて誤った使い方をすると事故や火災の原因になります。動作がおかしかったり、異常・故障と思われる場合はすぐ
に使用を中止して、お買い上げの販売店または当社へご連絡ください。
この取扱説明書の指示を守らなかったことによる事故・法律の違反・車両の故障または破損・製品の不具合等の賠償につきましては、当社では一切の責任を負いません。
ご了承ください。

注意

接続する前に必ずお読みください。

本製品は最初に接続した車両の情報を記憶し、
本製品は最初に接続した車両の情報を記憶し
その車両専用となります。
その車両専用となります
本製品により映像制限の解除コーディングが行えるのは、
製品１個につき車両１台です。
例え同型車両であっても、他の車両に接続すると動作しません。
なお、最初に接続した車両への映像制限の解除コーディングは何度でも行うことができます。
もしもディーラーでＭＭＩのユニット交換修理などが行われ、
走行中の映像制限が掛かるようになったときは、再び本製品で映像制限の解除コーディングを行うことができます。

構成部品をご確認ください

アドバイス

主な仕様
・制御信号 ……… 故障診断CANバス
……… DC12V
・電源
マイナスアース

作業前に構成部品が揃っているか
確認してください。

・本体寸法 ……… 約 W47ｘH50ｘD22
本体ｘ1

正規ディーラーにてサービスを受ける際、ノーマル
（制限あり）の状態にコーディングしてから、入庫
してください。制限解除の状態で入庫すると、無料
修理保証または無料メンテナンスサービスの対象外
となる恐れがあります。

安全に正しくお使いいただくために
この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に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、以下の表示をしています。
その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、
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、
誤った取扱をすると、
人が障害を負う
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。

●本品の取扱・配線には、
専門知識と経験が必要です。
安全のため必ずお買い
上げの販売店に依頼してください。
誤った取扱いをした場合、
車に重大な支障をき
たす場合があります。

●本品はＤＣ１２Ｖ仕様以外の車での使用はしない。
火災の原因となります。
●機器を分解したり、
改造しない。
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、
煙が出る、
変な臭いがするなどの異常が起きた
場合は、
直ちに使用を中止し、
必ずお買い上げの販売店に相談する。
そのまま使用すると事故、
火災、
感電の原因となります。

●取扱説明書で指定されたとおりに接続してください。
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。

※ 本取付説明書の記載の内容は、
調査時
（2009年6月現在）
のデータに基づいて作成されています。
調査後に車両変更、
車種追加などで取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。
※ 本取付説明書に記載の内容および仕様は、
改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
※ ＦOR ＳＡＬＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ＯＮＬＹ

2017/04
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コーディングするまえの準備
注意
●バッテリーの充電が十分に行われている状態で作業してください。

解除するとき
■ 映像制限を解除

ABCD

ON

ABCD

789

設定スイッチ
ロータリー
スイッチ

12

1
EF0 2

9
F

OFF 設定スイッチ

3456

ロータリースイッチが 4 の
位置にあることを確認し、
設定スイッチ 1 を
オフ にします

789

ON

ロータリースイッチ 4

元に戻すとき
■ 映像制限を元に戻す

1
EF0 2

3456

9
F

9
F

設定スイッチ

設定スイッチ
設定スイッチ

12

12

1
EF0 2

ABCD

ON

ON

789

ロータリースイッチが 4 の
位置にあることを確認し、
設定スイッチ 1 を
オン にします

3456

本体上面の設定スイッチを目的に合わせて切り替えてください。
※工場出荷時はロータリースイッチ 4 、設定スイッチ 1 ＯＮ側に設定しています。
ＯＮ

ロータリースイッチ 4

アドバイス
車両によってはロータリースイッチ 4 の位置で成功しない場合があります。
成功しなかった場合は、ロータリースイッチを 5 の位置に変更し、挿し直してください。

コーディングのしかた

1

エンジンを始動させます。

2

運転席側ダッシュボード下部にあるダイアグノシス
ポート（図 1）へ本製品を挿し込みます。

3

本製品のパイロットランプが赤色に点灯し、
約 5秒後にフラッシュ点滅します。

4

コーディングが成功したら、接続から約10 秒以内
にパイロットランプが緑色に点灯します。

図1

※コーディングが失敗したときはパイロットランプが赤色と緑色で点滅
コーディングが失敗したときはパイロットランプが赤色と緑色で点滅
を繰り返します。コーディングが失敗しエラーナンバーが表示された
場合、キーポジションを再確認し、本体を挿し直してください。
上記作業でも成功しない場合は、本体のロータリースイッチを 5 の
位置に変更し、再度 1 ～ 3 の作業をおこなってください。
パイロットランプ
（ケース内）

5

ダイアグノシスポートから本製品を取り外し、
イグニ
ッションキーをオフにします。

エラー表示について
本体を挿し直してもコーディングが出来ない場合は、エラー表示の点滅回数を確認し、お買い上げの販売店または弊社
にお問い合わせください。
赤色点滅 2回

緑色に変わるまでの赤色の点滅回数でエラーナンバーを示します

例．

Err02

赤

緑
赤

… 繰返し

エラーナンバー

Err01

Err02

Err03

Err04

Err05

Err06 …

赤色点滅 1 回

赤色点滅 2 回

赤色点滅 3 回

赤色点滅 4 回

赤色点滅 5 回

赤色点滅 6 …
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VTRアダプターＶＣＣ-Ｊ02（別売り） 接続イメージ
CMM-8KDP にて、映像制限解除後は、MMI の外部入力端子（外部入力1/ 外部入力 2）へ接続する市販の AV ソースも走行中の映像制限なく視聴できます。
外部入力端子への接続には外部入力1、外部入力 2 へそれぞれ別売りの VTR アダプター（VCC-J02）が必要です。
VCC-J02 には、接続する再生機器類及び接続ケーブルは付属しておりません。必ず、接続する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。

VCC-J02 を 1セットまたは、2セット利用した際の取り付けイメージ
MMI ディスプレイ

約 40ｍ

MMIディスプレイの表示が NAVI（地図）の
場合でも、リヤモニターの映像は、MMI で選
択された AV ソース（TV/ 外部入力 1/ 外部
入力 2）が出力されます。
純正ＴＶチューナー

VCC-J02
外部入力 2 を使用する場合は、VCC-J02
が合計 2 セット必要になります。
ただし、リヤモニター用映像出力ケーブルは
使用しません

外部入力 1

外部入力 2

リヤモニター用
映像出力ケーブル※

リヤモニター用
映像出力ケーブル

ＤＶＤビデオ
地デジチューナーなど
リヤモニター
ゲーム機など
※Audi MMI 装着車のリヤモニター用映像出力は、純正地上デジタル TV チューナー装着車のみ対応となります。また、出力される映像は、
純正地上デジタル TV チューナーから出力される TV 映像と外部入力された映像のみとなります。
（センターコンソールに標準装着されている DVD ビデオプレーヤーはフロントモニター専用の為、VCC-J02 のリヤモニター用映像出力
ケーブルからは、出力されません。）
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無料修理保証書
保証規定 ( 必ずお読みください )
1. 保証の発効

本保証書はお買い上げいただいた販売店が必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

2. 保証の内容

当社純正の下記商品に材料、または製造上の不具合が発生した場合、本保証書に示す期間と条件に従って無償修理
( 以下、これを保証修理といいます。) いたします。
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。尚、取り外した不具合部品は当社の保有とします。

3. 保証期間

お買い上げ日をご使用開始日として起算し1年、または当社出荷日から起算し1年6ヶ月のどちらか早く到達する日。

4. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただき、本保証書をご提示の上、保証修理を
お申し付けください。本保証書をご提示されない場合は、保証修理をお受けいたしかねます。
保証修理の対象商品を当社へ送付した場合の費用は、お客様の負担となります。
出張修理を行った場合の費用はお客様の負担となります。
保証修理の対象商品の取り外し、または取り付けを行った場合の費用はお客様の負担となります。
尚、商品を使用できなかったことによる不便さ、及び損失についての費用は負担いたしません。

5. 保証を適用しない事項

保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
（1）.当社が指定した以外の取り付けや、改造を行った場合。
（2）.取扱説明書に示す取り扱い方法と異なるご使用上の誤り、及びお客様の保守、整備の不備による場合。
（3）.故障の原因が当社商品以外に起因する場合。
（4）.業務用の長時間使用や、一般車両以外に使用された場合。
（5）.お買い上げいただいた販売店や当社指定店以外で、取り付けや修理をされた場合。
（6）.地震・台風・水害・落雷などの天災や、事故・火災・異常電圧などによる場合。
（7）.消耗部品( ランプ・ヒューズなど )とその交換、清掃。
（8）.一般的に認められる機能に影響の無い自然退色、傷、変形など。
（9）.本保証書にお買い上げ日、お客様情報、車両情報、販売店情報の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた
場合。

6. 保証の適用

本保証書は日本国内においてのみ有効です。
( This warranty is valid in Japan. )

7. その他

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売店様ご記入欄
1.保証期間※

お買い上げ日

年

月

日より1年間

2.お客様情報※ ご 芳 名 ：

様

ご住所：
郵便番号：
3.車両情報※

電話番号：

車 名

：

車

年 式

：

車体番号：

4.商品名

種：

グレード：

W

ZZZ

: ＣＭＭ-８ＫＤＰ

SAMPLE

5.販売店情報※

店 名

：

住

：

所

電話番号：

販売店様へ・・・・・・※印の各項目をご記入の上、お客様にお渡しください。
株式会社ピービー C http://www.pb-jp.com
〒731- 0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29
商品お問い合わせ先： 大阪受注センター

support@pb-jp.com

〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335- 0805 FAX. 06-6335-0807

