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bluebanana99
DTVC-05

30系 後期セルシオ対応
地デジコントローラー

取付・取扱説明書

2012. 9.17

適合車種適合車種適合車種適合車種 ：：：： 30303030系後期系後期系後期系後期 セルシオセルシオセルシオセルシオ 年式：年式：年式：年式：H15.08H15.08H15.08H15.08～～～～ 純正マルチビジョン装着車純正マルチビジョン装着車純正マルチビジョン装着車純正マルチビジョン装着車

適合チューナー適合チューナー適合チューナー適合チューナー ：：：： カロッツェリアカロッツェリアカロッツェリアカロッツェリア GEX-P90DTV / GEX-P70DTV

地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナーGEXGEXGEXGEX----P90DTV /P90DTV /P90DTV /P90DTV / GEXGEXGEXGEX----P70DTVP70DTVP70DTVP70DTV には、リモコンは付属しますが、リモコンには、リモコンは付属しますが、リモコンには、リモコンは付属しますが、リモコンには、リモコンは付属しますが、リモコン

受光部が付属していません。受光部が付属していません。受光部が付属していません。受光部が付属していません。

別売リモコン受光部別売リモコン受光部別売リモコン受光部別売リモコン受光部 CDCDCDCD----SE10SE10SE10SE10（パイオニア純正オプション）は（パイオニア純正オプション）は（パイオニア純正オプション）は（パイオニア純正オプション）は 、別途、別途、別途、別途 ご用意ください。ご用意ください。ご用意ください。ご用意ください。

＜参考＞＜参考＞＜参考＞＜参考＞ アンテナケーブル長：アンテナケーブル長：アンテナケーブル長：アンテナケーブル長：〈〈〈〈フロントフロントフロントフロント〉〉〉〉左左左左4m4m4m4m、左上、左上、左上、左上4m4m4m4m、右、右、右、右5.5m5.5m5.5m5.5m、右上、右上、右上、右上5.5m5.5m5.5m5.5m

CDCDCDCD----SE10SE10SE10SE10 リモコン受光部コード長：リモコン受光部コード長：リモコン受光部コード長：リモコン受光部コード長：6666ｍｍｍｍ
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この度は「30後期セルシオ対応 地デジコントローラー DTVC-05」をご購入頂き、ありがとうございます。

この製品は、カロッツェリア地デジチューナー GEX-P90DTV GEX-P70DTVを 30後期セルシオ純正マルチシステムのステアリン
グスイッチ・オーディオスイッチ・リアコントローラー（装着車のみ）で、操作を可能にさせるための機器です。

【【【【注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】
・本製品装着は、自動車電装部品取付けの 知識・技術がある方が作業してください。
・初期不良を含め、製品代以外（脱着工賃等）の請求には応じられません。

・本製品を装着する際には、バッテリーのマイナス端子を外してから作業してください。
バッテリー端子を外す事により、ナビの設定、オーディオ、シートメモリーなど、各種設定がリセットされます。
装着後、車両取扱説明書などを参考に 設定し直し、正常に動作することを確認ください。

・コントローラー本体の分解は行わないで下さい。
・本製品には、地デジチューナー リモコン受光部は含まれていません。
・接続については、ユーザー様にて必要な工具・部品を用意して頂いた上、行ってください。
・本製品は、地デジチューナー、および車輌のメーカーの承認を得て販売するものではありません。
・本製品について、地デジチューナー、および車輌メーカーへ問合せすることはできません。
・本製品の装着により、地デジチューナー、および車輌の保証が無効となる可能性があります。
・本製品の内容、仕様は、予告無く変更することがあります。

【【【【お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先】】】】
本製品に関するお問合せは、メールまたは下記インターネット掲示板にて対応します。必要な場合にはご利用下さい。

メール：webmaster@bluebanana99.com 掲示板：http://touch-dtv.1616bbs.com/bbs/

【【【【免責事項免責事項免責事項免責事項】】】】
本製品の装着は、自己責任にて行ってください。
本製品装着時に発生した全てのトラブルについての責任を放棄します。
本製品を正しく装着しなかった事によって発生した全ての障害についての責任を放棄します。

2012年9月 bluebanana99
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①①①① DTVCDTVCDTVCDTVC----05050505 本体本体本体本体 （リモコン受光部接続用メスジャック 0.2ｍ オスジャック 2.8ｍ ）
純正マルチシステムのコントロール信号を 地デジチューナー コントロール信号に変換します。

標準仕様（②26ピン TVキャンセラーをオプション選択しない場合）は、デッキ裏に接続する12ピンハーネス仕様となります。

その場合、地デジチューナーの電源は、P.10を参考に 電源20ピンコネクタから取り出してください。

②②②② 26262626ピンピンピンピン TVTVTVTVキャンセラーキャンセラーキャンセラーキャンセラー 電源取出し電源取出し電源取出し電源取出し コネクタコネクタコネクタコネクタ （（（（※※※※オプション）オプション）オプション）オプション）

TVキャンセラー（スイッチ不要 オートタイプ）機能 と 地デジチューナー用の電源 常時電源（BAT) と ACC電源を取り出します。

③③③③ VTRVTRVTRVTR入力コード入力コード入力コード入力コード （（（（※※※※オプション）オプション）オプション）オプション） （0.5ｍ RCAメス）

センターシフトレバー後部のウッドパネルを外したところにある 外部入力6ピンコネクタに接続して、地デジ映像を入力するためのコードです。

※トランク右側側面にある アナログTVチューナーに接続する コネクタとは形状が異なります。

＜仕様＞

・基準電圧 ：13.2V

・使用温度範囲： -5～+50℃ （結露なきこと）

その他 地デジチューナーの仕様に準拠

①①①① TVキャンセラー付きオプション選択時の本体キャンセラー付きオプション選択時の本体キャンセラー付きオプション選択時の本体キャンセラー付きオプション選択時の本体

②②②②オプションオプションオプションオプション

③③③③オプションオプションオプションオプション

TVTVTVTVキャンセラー付きオプション仕様キャンセラー付きオプション仕様キャンセラー付きオプション仕様キャンセラー付きオプション仕様

①①①①

標準仕様標準仕様標準仕様標準仕様
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①①①① DTVCDTVCDTVCDTVC----05050505 本体本体本体本体
4ピンコネクタで ①26ピンコネクタに接続します。
6ピンminiDINメスジャックにCD-SE10のリモコン受光部を接続します。 オスジャックは、地デジチューナー本体のリモコン入力コネクタに接続します。

②②②② 26ピンピンピンピン TVキャンセラーキャンセラーキャンセラーキャンセラー 電源取出し電源取出し電源取出し電源取出し コネクタ（コネクタ（コネクタ（コネクタ（※※※※オプション）オプション）オプション）オプション）
マルチビジョンの26ピンコネクタに割り込ませ、地デジチューナーの電源コード 黄色(バッテリー) と赤色（ACC)を接続します。

③③③③ VTR入力コード（入力コード（入力コード（入力コード（※※※※オプション）オプション）オプション）オプション） （（（（0.50.50.50.5ｍｍｍｍ RCARCARCARCAメス）メス）メス）メス）
センターシフトレバー後部のウッドパネルを外して外部入力（車両6ピン）コネクタに接続し、 地デジチューナー AV出力をRCAオスｰオスケーブルで接続しま

す。

※※※※地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナー とととと リモコン受光部リモコン受光部リモコン受光部リモコン受光部

CDCDCDCD----SE10SE10SE10SE10はははは 別途別途別途別途 ご用意ください。ご用意ください。ご用意ください。ご用意ください。

RCARCARCARCAケーブルは、ケーブルは、ケーブルは、ケーブルは、CDCDCDCD----SE10SE10SE10SE10に含まれます。に含まれます。に含まれます。に含まれます。

①①①①

②②②②

③③③③

※ 本体、アンテナ、リモコン受光部の取付方法は、

地デジチューナーの取扱説明書をご覧ください。

※※※※ オプション選択時オプション選択時オプション選択時オプション選択時
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• マルチビジョン裏の26ピンコネクタに ②②②②26ピンピンピンピン ＴＶキャンセラーＴＶキャンセラーＴＶキャンセラーＴＶキャンセラー 電源取出しコネクタ電源取出しコネクタ電源取出しコネクタ電源取出しコネクタ を割り込ませます。

• 地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナー付属の電源コードを接続します。 アース線のクワ型端子は、マルチのステーネジなどに共締めします。

• 地デジチューナー本体に電源コネクタを接続するのは、すべての配線が完了してからにしてください。

30系後期系後期系後期系後期 マルチビジョンマルチビジョンマルチビジョンマルチビジョン

26ピンピンピンピン

コネクタコネクタコネクタコネクタ

②②②②
26ピンピンピンピン ＴＶキャンセラーＴＶキャンセラーＴＶキャンセラーＴＶキャンセラー

電源取出し電源取出し電源取出し電源取出しコネクタコネクタコネクタコネクタ

GEX-P90DTV/

GEX-P70DTV 付属付属付属付属

電源コード電源コード電源コード電源コード

もともともともともともともともと マルチにマルチにマルチにマルチに
接続されていた接続されていた接続されていた接続されていた

車両コネクタを接続車両コネクタを接続車両コネクタを接続車両コネクタを接続

アース線はステーにアース線はステーにアース線はステーにアース線はステーに
共締め共締め共締め共締め
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• 4ピンコネクタピンコネクタピンコネクタピンコネクタ で ②26ピンコネクタに接続します。（オプション選択時）

• 6ピンピンピンピンminiDINメスジャックメスジャックメスジャックメスジャックに CD-SE10のリモコン受光部を接続します。

• 6666ピンピンピンピンminiDINminiDINminiDINminiDINオスジャックオスジャックオスジャックオスジャックは、 地デジチューナー本体のリモコン入力コネクタに接続します。

4ピンコネクタでピンコネクタでピンコネクタでピンコネクタで
26ピンコネクタに接続ピンコネクタに接続ピンコネクタに接続ピンコネクタに接続

リモコン受光部リモコン受光部リモコン受光部リモコン受光部

標準仕様標準仕様標準仕様標準仕様

オプション仕様オプション仕様オプション仕様オプション仕様

リモコン受光部リモコン受光部リモコン受光部リモコン受光部
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・・・・センターシフトレバー後部のウッドパネルを外して外部入力（車両6ピン）コネクタに ③VTR入力コード接続し、

地デジチューナー のAVAVAVAV出力出力出力出力をRCAオスｰオスケーブルで接続します。

車両車両車両車両 外部入力コネクタに接続外部入力コネクタに接続外部入力コネクタに接続外部入力コネクタに接続

RCAオスーオスケーブルはオスーオスケーブルはオスーオスケーブルはオスーオスケーブルは
CD-SE10に含まれます。に含まれます。に含まれます。に含まれます。

スイッチパネルを外します。スイッチパネルを外します。スイッチパネルを外します。スイッチパネルを外します。

シフトパネルを外します。シフトパネルを外します。シフトパネルを外します。シフトパネルを外します。

カップホルダを外すと、下にカップホルダを外すと、下にカップホルダを外すと、下にカップホルダを外すと、下に 外部入力外部入力外部入力外部入力
コネクタがあります。コネクタがあります。コネクタがあります。コネクタがあります。

オプションのオプションのオプションのオプションのVTRVTRVTRVTR入力コードを接続します。入力コードを接続します。入力コードを接続します。入力コードを接続します。
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地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナーの使用方法については、メーカーの取扱説明書に準じます。の使用方法については、メーカーの取扱説明書に準じます。の使用方法については、メーカーの取扱説明書に準じます。の使用方法については、メーカーの取扱説明書に準じます。

• 地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナー地デジチューナーの電源の電源の電源の電源ON/OFF、初期設定、初期設定、初期設定、初期設定についてについてについてについて
リモコンで行います。

•地デジへの切り替え地デジへの切り替え地デジへの切り替え地デジへの切り替え

①オーディオ TVボタンボタンボタンボタンを押します。

②マルチ左側 オーディオボタンオーディオボタンオーディオボタンオーディオボタンを押します。

③マルチ画面上 VIDEO をタッチします。

タッチパネルで VIDEO にする操作は、最初だけです。

以後は、オーディオ TVボタン ステアリングスイッチ

/リアコントローラー（装着車のみ）のMODEスイッチで切り替えます。

①①①① TVボタンボタンボタンボタン

②②②② オーディオオーディオオーディオオーディオ
ボタンボタンボタンボタン

③③③③ VIDEO

ボタンボタンボタンボタン
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＜リアコントロール＜リアコントロール＜リアコントロール＜リアコントロールSW SW SW SW ＞装着車のみ＞装着車のみ＞装着車のみ＞装着車のみ

＜オーディオ＜オーディオ＜オーディオ＜オーディオSW SW SW SW ＞＞＞＞

＜ステアリング＜ステアリング＜ステアリング＜ステアリングSW SW SW SW ＞＞＞＞

＜対応したリモコン機能＜対応したリモコン機能＜対応したリモコン機能＜対応したリモコン機能 ＞＞＞＞
∧∧∧∧ チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル ＵＰＵＰＵＰＵＰ

∨∨∨∨ チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル DOWNDOWNDOWNDOWN

∧∧∧∧長押し長押し長押し長押し 番組表番組表番組表番組表 ※※※※切り替わるまで長押し切り替わるまで長押し切り替わるまで長押し切り替わるまで長押し

∨∨∨∨長押し長押し長押し長押し データ放送データ放送データ放送データ放送 ※※※※データ取得中やチャンネル変更直後は切り替わりません。データ取得中やチャンネル変更直後は切り替わりません。データ取得中やチャンネル変更直後は切り替わりません。データ取得中やチャンネル変更直後は切り替わりません。

暫くしてから暫くしてから暫くしてから暫くしてから 再操作して下さい。再操作して下さい。再操作して下さい。再操作して下さい。

①①①①CH DISCCH DISCCH DISCCH DISC

∧∧∧∧ チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル ＵＰＵＰＵＰＵＰ

∨∨∨∨ チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル DOWNDOWNDOWNDOWN

②②②②TVTVTVTV

ワンクリックワンクリックワンクリックワンクリック 番組表・データ放送の番組表・データ放送の番組表・データ放送の番組表・データ放送の 決定決定決定決定

ダブルクリックダブルクリックダブルクリックダブルクリック 番組表・データ放送の番組表・データ放送の番組表・データ放送の番組表・データ放送の 戻る戻る戻る戻る

③③③③TUNETUNETUNETUNEダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル

左回転左回転左回転左回転 番組表・データ放送のカーソル左移動番組表・データ放送のカーソル左移動番組表・データ放送のカーソル左移動番組表・データ放送のカーソル左移動

右回転右回転右回転右回転 番組表・データ放送のカーソル右移動番組表・データ放送のカーソル右移動番組表・データ放送のカーソル右移動番組表・データ放送のカーソル右移動

④④④④SEEK TRACKSEEK TRACKSEEK TRACKSEEK TRACK

∧∧∧∧ 番組表・データ放送のカーソル上移動番組表・データ放送のカーソル上移動番組表・データ放送のカーソル上移動番組表・データ放送のカーソル上移動

∨∨∨∨ 番組表・データ放送のカーソル下移動番組表・データ放送のカーソル下移動番組表・データ放送のカーソル下移動番組表・データ放送のカーソル下移動

CHCHCHCH チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル ＵＰＵＰＵＰＵＰ

∧∧∧∧ チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル UPUPUPUP

∨∨∨∨ チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル DOWNDOWNDOWNDOWN

各操作時に各操作時に各操作時に各操作時に 動作が遅れることがございますが、地デジチューナーの仕様に起因するもので、動作が遅れることがございますが、地デジチューナーの仕様に起因するもので、動作が遅れることがございますが、地デジチューナーの仕様に起因するもので、動作が遅れることがございますが、地デジチューナーの仕様に起因するもので、DTVCDTVCDTVCDTVC----05050505の動作遅延ではございません。の動作遅延ではございません。の動作遅延ではございません。の動作遅延ではございません。



Page: 10接続方法：デッキ背面（標準仕様時）

BATBATBATBAT 常時電源常時電源常時電源常時電源

ACCACCACCACC アクセサリー電源アクセサリー電源アクセサリー電源アクセサリー電源

地デジコントローラー地デジコントローラー地デジコントローラー地デジコントローラーDTVCDTVCDTVCDTVCのののの

12121212ピンハーネスを割り込ませますピンハーネスを割り込ませますピンハーネスを割り込ませますピンハーネスを割り込ませます

地デジチューナーの電源取出し場所地デジチューナーの電源取出し場所地デジチューナーの電源取出し場所地デジチューナーの電源取出し場所 （参考）（参考）（参考）（参考）

アース線のクワ型端子は、アース線のクワ型端子は、アース線のクワ型端子は、アース線のクワ型端子は、

オーディオステー等に共締めオーディオステー等に共締めオーディオステー等に共締めオーディオステー等に共締め

AVCAVCAVCAVC----LANLANLANLAN 12121212ピンピンピンピン 電源電源電源電源20202020ピンコネクタピンコネクタピンコネクタピンコネクタ

30303030系系系系 後期後期後期後期デッキにもともと挿さっていたデッキにもともと挿さっていたデッキにもともと挿さっていたデッキにもともと挿さっていた

12121212ピンハーネスを接続しますピンハーネスを接続しますピンハーネスを接続しますピンハーネスを接続します

ヒューズヒューズヒューズヒューズBOXBOXBOXBOXや右図の位置の純正配線にや右図の位置の純正配線にや右図の位置の純正配線にや右図の位置の純正配線に

ギボシ加工や半田付けなどで地デジチューナーギボシ加工や半田付けなどで地デジチューナーギボシ加工や半田付けなどで地デジチューナーギボシ加工や半田付けなどで地デジチューナー
の電源コードを接続します。の電源コードを接続します。の電源コードを接続します。の電源コードを接続します。

※※※※ワンタッチコネクターは接触不良となる可能性がありますワンタッチコネクターは接触不良となる可能性がありますワンタッチコネクターは接触不良となる可能性がありますワンタッチコネクターは接触不良となる可能性があります
ので、ご注意ください。ので、ご注意ください。ので、ご注意ください。ので、ご注意ください。

他の機器を含め、車両ヒューズ容量を超えないよう注意くだ他の機器を含め、車両ヒューズ容量を超えないよう注意くだ他の機器を含め、車両ヒューズ容量を超えないよう注意くだ他の機器を含め、車両ヒューズ容量を超えないよう注意くだ
さい。さい。さい。さい。


