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アルファロメオ

取付キット取付説明書

ＭｉＴｏ

本取付キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取り付けの前に、この取付説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。取り付け全般に際し、取り付けるシ
ステム本体に付属の取付説明書も必ずご覧下さい。正しい接続で使用しなかったり、お客様の改造により発生した故障や
事故については、当社として一切責任を負いかねます。
※車両の仕様や装備によっては、本取付キットが適用できない場合があります。取り付けの前に車両の仕様や装備をよく
ご確認の上、作業を始めてください。
※取り付ける製品と車両の組み合わせによっては取り付けできない場合があります。
※純正ＣＤチェンジャー、純正携帯電話ハンズフリー、マルチファンクションコントロール、マルチファンクションディ
スプレイのオーディオ項目は機能しなくなります。(装着車のみ)
※純正オーディオに付随する機能は、ご利用できなくなる場合があります。

適用グレード
ＭｉＴｏ
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ディーラー車

※本キットに付属されているフェイスパネルの色は、シルバー(ツヤあり)になります。
車両に装着されている純正オーディオの色が、マットシルバー(ツヤ無し)の場合は、AR955A2D11Aを
お買い求めください。
※ノーマルスピーカーシステム車専用取付キットです。
※BOSEサウンドシステム装着車には、レベルアダプターが別途、必要となります。

取付キット構成部品
●2DINフェイスパネル( ツヤありタイプ )

x1

●ナイロンワッシャー

x4

●2DINスプリングブラケット

x2

●2DINケースブラケット固定ビス

x2

●2DINケースブラケット

x1

●電源・スピーカーハーネス

x1

●フェイスロックプレート

x4

●ラジオアンテナ変換コード

x1

( ISO ⇒ JASOファントムタイプ )

●オーディオリリースキー

x4

●ラジオアンテナ変換プラグ

x1

適用サイズ
※ノーズサイズは Ｗ１７５㎜×Ｈ９７㎜ まで対応ですが、ノーズ開閉
タイプの場合、ノーズ開閉時にパネルと干渉する場合があります。
※本キットはトレードイン専用です。アドオン取付は出来ません。

※本取付説明書の記載の内容は、調査時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。
※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

商品お問い合わせ先：大阪受注センター
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
2013/10

２D I N サイズ
一体機

１D I N サイズ

株式会社ピービー
〒731-0103

tel.06-6335-0805
fax.06-6335-0807
－１－

１D I N サイズ

Ｃ

広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

http://www.pb-jp.com
support@pb-jp.com
AR955A2D09A

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。

警告
●本品はＤＣ１２Ｖ○
- 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車での使用
はしない。火災の原因となります。
●本品を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、
シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げ
る場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を
及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故
や怪我の原因となります。
●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タン
ク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や
接触することが無いよう注意して行う。火災の原因と
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。これらを使用しますと、制動不能や、発火、
事故の原因となります。
●取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス○
-端
子をはずす。プラス○
+ とマイナス○
- 経路のショートに
よる感電や怪我の原因となります。
●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ
などでまとめておく。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危
険です。
●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。

●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取るこ
とは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバー
し、火災、感電の原因となります。
●音が出ないなどの故障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。
●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア
数）のヒューズを使用する。規定容量を超えるヒュー
ズを使用すると、火災の原因となります。
●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。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取
り付けと配線をしない。エアバッグ動作を妨げる場所
に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステ
ムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
●視界や運転の妨げとなる場所へは取り付けないでくだ
さい。交通事故の原因となります。
●ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目
を保護するものを使用する。破片などが目に入ったり
して怪我や失明の原因となります。
●接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆
がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートに
より火災、感電の原因となります。

注意
●本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。
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。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす
場合があります。
●必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以
外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり
しっかりと固定できずに外れることがあり危険です。
●雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、
埃、油煙の多い場所への取り付けは避けてください。
機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発
火、故障の原因となることがあります。
●しっかりと固定できないところや振動の多いところな
どへの取り付けは避けてください。外れて運転の妨げ
となり交通事故や怪我の原因となることがあります。
●直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ
取り付けないでください。機器の内部温度が上昇し、
火災や故障の原因となることがあります。
●機器の通風孔や放熱板、ファンをふさがないでくださ
い。通風孔や放熱板、ファンをふさぐと内部に熱がこ
もり、火災の原因となることがあります。
●取付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。
－２－

●エアバッグ装着車に取り付ける場合は車両メーカーに
作業上の注意事項を確認してから作業を行ってくださ
い。エアバッグが誤動作する原因となることがありま
す。
●車体のねじ部分、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、事故や感電、火災の原因となること
があります。
●コードが金属部に触れないように配線してください。
金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因と
なることがあります。
●コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。
コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてシ
ョートし、火災、感電の原因となることがあります。
●機器の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上
げの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付け
には専門技術が必要です。
●本品を車載用として以外は使用しないでください。感
電や怪我の原因となることがあります。

メインユニットの取付
注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよ
う、予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

ブラケット・パネルの組立
２DIN スプリングブラケット

① 左図を参照し、2DIN スプリングブラケットとフェイスロック
プレートを取り付けるシステムに固定する。
※ 必ず取り付けるシステムに付属の M５皿ビスを使用して固定

メインユニット

してください。
ナイロンワッシャー※

※ 固定にはトヨタ用のネジ穴を使用します。
※ システム付属の皿ビスが特殊な場合でスプリングブラケット
が固定できない場合は本製品に同梱のナイロンワッシャー※
を使用してください。また、その場合にはシステムの内部が
損傷しないようにご注意ください。

フェイスロックプレート

② フェイスパネル裏側の溝 4 ヶ所にフェイスロックプレートの
先端フック部を差し込み固定する。

ロック部分

２DIN フェイスパネル

純正システムの取外・メインユニットの取付

オーディオ脱着専用工具

標準オーディオ

標準オーディオブラケット

2DIN ケースブラケット

2DIN フェイスパネル

メインユニット
キット付属の 2DIN ケースブラケット固定ビス

① オーディオ脱着専用工具を使用して標準オーディオを取り外し、標準オーディオブラケットを固定しているビス 3 本を緩めてブラケットを取り外す。
② 標準オーディオブラケットを固定していたビス 3 本とキット付属の 2DIN ケースブラケット固定ビス 2 本を使用し、2DIN ケースブラケットを車両
に固定する。( ビス 5 本は一旦仮止めし、ビス穴 5 ヶ所を固定した状態で締付けてください。)
③ 2DIN スプリングブラケットを組み立てたメインユニットを 2DIN ケースブラケットに固定する。( ロック部分 4 ヶ所が固定されるまで挿入します。)
④ 2DIN フェイスパネルをメインユニットに固定する。

メインユニットの取外し方法

オーディオリリースキー挿入口

本製品に同梱のオーディオリリースキーを挿入します。

オーディオリリースキー挿入口

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

スプリングブラケットのロック部分を 4 ヶ所解除し、
手前に引き出します。

オーディオリリースキー挿入口

－３－

オーディオリリースキー挿入口

AR955A2D09A

車両ハーネスとの接続
注意

取り付ける機器の合計消費電流が、車両ハーネスの許容消費電流値を超えないよう、
取り付ける機器の仕様をご確認の上、作業を行ってください。
車両配線図を参照のうえ、必ずテスターで確認してから接続して下さい。

電源・スピーカー・アンテナコードの接続

ラジオアンテナ
変換プラグ

(青)アンテナコントロール

ラジオアンテナ
変換コード

アンテナコントロール

(紫)リアスピーカー右(＋)

(紫)リアスピーカー右(＋)

車両アンテナ
コネクター

(紫/黒)リアスピーカー右(－)

(紫/黒)リアスピーカー右(－)

(緑)リアスピーカー左(＋)

(緑)リアスピーカー左(＋)

(緑/黒)リアスピーカー左(－)

(緑/黒)リアスピーカー左(－)

(灰)フロントスピーカー右(＋)

(灰)フロントスピーカー右(＋)

取付機器
(カーナビゲーション又はカーオーディオ)

(灰/黒)フロントスピーカー右(－)

(灰/黒)フロントスピーカー右(－)

(白)フロントスピーカー左(＋)

(白)フロントスピーカー左(＋)

(白/黒)フロントスピーカー左(－)

(白/黒)フロントスピーカー左(－)

８P

８P
車両オーディオ
コネクター

※ 別売のピービー製CANバスアダプターの
黒コネクターに接続します。
電源・スピーカー
ハーネス

( 黒コネクター )CAN バスダイレクトコネクター

( 黒 )アース

( 黒 )アース

( 黄 )バッテリー電源

( 黄 )バッテリー電源

※ 使用しません ( ビニールテープ等で絶縁処理してください )

(青/白)

(橙/白)イルミネーション信号

※ イルミネーション、アクセサリー、リバース、車速信号の取り出し
には、別売のピービー製CANバスアダプターの使用を推奨します。

(赤)アクセサリー信号

車速信号入力

リバース信号入力

BOSE サウンドシステム装着車スピーカーコードの接続

BOSE サウンドシステム装着車に取り付けられる場合は、SS レベルアダプター ( 別売 )
を使用し、下図の接続作業をおこなってください。

SS レベルアダプター ( 別売 )

(紫)

(紫)

(紫)

(紫)リアスピーカー右(＋)

(紫/黒)

(紫/黒)

(紫/黒)

(紫/黒)リアスピーカー右(－)

(緑 )

(緑 )

(緑 )

(緑)リアスピーカー左(＋)

(緑/黒)

(緑/黒)

(緑/黒)

(緑/黒)リアスピーカー左(－)

レベルアダプター本体

取付機器

(灰)

(灰)

(灰)

(灰)フロントスピーカー右(＋)

(灰/黒)

(灰/黒)

(灰/黒)

(灰/黒)フロントスピーカー右(－)

(白)

(白)

(白)

(白)フロントスピーカー左(＋)

(白/黒)

(白/黒)

(白/黒)

(白/黒)フロントスピーカー左(－)

スピーカー接続ハーネス(小)
[車両側接続用]

スピーカー接続ハーネス(大)
[ナビ/オーディオ側接続用]

(カーナビゲーション
またはカーオーディオ)

８P

８P
車両オーディオ
コネクター

(青/白)
アンプリモート
電源・スピーカー
ハーネス

アンプリモート

－４－
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