
お客様へ
このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

電源コード

ラジオアンテナコネクター
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パワーアンテナ　青

パワーアンテナ　青P.ANT　青
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ヒューズ （15A）
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別売製品の
各電源へ

スピードセンサーコード
イルミネーション

黄

緑／白

バッテリー電源コード

橙

ACC電源コード 赤

リバースコード

パーキングブレーキコード 黄／青

橙／白

※このハーネスに接続しないよう
　注意してください。

アンプリモートオンコード

青／白 青／白

ラジオアンテナコネクター変換ケーブル

×1

68J17028J92-0

7WZシリーズ車種専用ナビゲーション補足取付説明書

【ご注意】
・ 同梱の専用取付説明書には「700W/700Dシリーズ（SDナビゲーション）」や「7W/7Dシリーズ」を取り付
ける場合の記載になっているモデルがありますが、「7WZシリーズ」を取り付ける場合も、車両との取付・接続
方法は変更ございません。
・ CANケーブルの接続位置・接続方法については、別紙の「車種専用ナビゲーション CANケーブル接続ガイド」
を参照してください。
・ カメラなどオプション製品の接続方法については、ナビゲーション同梱の取付説明書および各製品の取付説明書
を参照してください。

*68J17028J92-0*

■ラジオアンテナコネクター接続ケーブル接続方法
　＜対象車種：アクア/ヴォクシー/ノア/エスクァイア/ハイエース/レジアスエース＞

フィルムアンテナ貼付位置について
ここでは、ナビゲーション本体の取付説明書に記載されていない取付方法のみを記載しています。ナビゲーション本体の
取付方法、フィルムアンテナの貼り付け方法については、ナビゲーション本体付属の取付説明書を参照してください。

推奨：225mm
225～265mm

推奨：115mm
110～150mm

10mm以上
100mm以上

110mmテレビ用
フィルムアンテナ

テレビ用フィルムアンテナ※

セラミックラインのドット端

位置決めライン
（左端から2本目）

剝離紙

台紙 台紙

※左側面は貼付位置が異なりますので、以下の手順で貼り付けてください。

※上記はセラミックラインのドットがある場合の説明です。
　ドットがない場合は、セラミックラインの端に合わせて仮止めしてください。

1）台紙の文字面裏の剥離紙をはがし、
　  位置決めラインとセラミックライン
　  のドット端を合わせて仮止めします。

2）台紙の左側を下図のように手前
　  に折り曲げます。

GPS/テレビ用
フィルムアンテナ

アンテナコード 1 2 3 4
ナビ背面の  

アンテナ端子位置 A B C D



■車種専用チューニング格納車種一覧
各モデル毎に下記の車種専用チューニングを格納・初期設定済みです。
初期設定以外のグレードへの取付け、製品の組み合わせを行う場合は設定を変更してください。
※2017年 7月時点の格納データとなります。　最新データはアルパインホームページの「User's Room」からダウンロードできます。
（お客様登録が必要です）　https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

【ご注意】
車種専用チューニングは録音用SDカードに楽曲データを録音する前に行ってください。
※ 車種専用オープニング画面のデータを録音用SDカードに格納しているため、録音用にSDカード 
を初期化した後はオープニング画面を変更できなくなります。
車種専用チューニング・オープニング画面はUser’s Roomよりダウンロードできます。
※お客様登録（無料）が必要です。　https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

7WZシリーズ車種専用ナビゲーション　車種専用チューニングについて
7WZシリーズ車種専用ナビゲーションには、車種によって複数の車種・グレード専用の車種専用チューニングを格納して
います。設定方法は下記を参照してください。
■設定方法
　1.　    　 （メニュー）スイッチ ▶　設定　▶　車種専用チューニング　▶　車種選択　▶　リストから選択
　2.　メーカーを選択 ▶　決定　▶　車種を選択　▶　決定
　3.　接続機器の設定 ▶　決定
　　　　・リアカメラ接続 　： カメラの製品名、または  カメラあり　カメラなし
　　　　・インターフェースボックス接続 ：　あり　または　なし　
　　　　・サイドカメラ接続 　： カメラの製品名、または  カメラなし
　　　　・サブウーファー  　：　あり　または　なし
　　　　・ステアリングリモコン 　：　設定する　　※ステアリングリモコン装着車のみ。
　　　　・リアビジョン※  　：　あり　または　なし
　　　　　　  ※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン選択画面が表示されます。

　4.　設定内容を確認 ▶　決定　▶　メッセージを確認　▶　はい
　5.　再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。

・・・初期設定
モデル名 車種 リアカメラ接続 インターフェース

ボックス接続 サイドカメラ接続 サブウーファー ステアリングリモコン 備考

7WZ-AQ

アクア 【H29.6 MC後】 純正バックカメラ - - なし 設定する
ナビレディパッケージ装着車
はKWE-Y300NR（別売）使
用により純正バックカメラを
接続できます。（リアカメラ接
続は「純正バックカメラ」を選
択してください）

アクア Crossover
アクア 【MC後】
アクア 【MC前】
アクア G's 【MC後】
アクア G's 【MC前】
アクア X-URBAN

7WZ-VO

ヴォクシー 【80系 MC後】 HCE-C1000D なし なし なし 設定する
ヴォクシー ZS 【80系 MC後】
ヴォクシー ハイブリッド 【80系 MC後】
ヴォクシー ハイブリッド ZS 【80系 MC後】
ヴォクシー 【80系】
ヴォクシー ZS 【80系】
ヴォクシー ZS煌Ⅱ 【80系】
ヴォクシー ZS煌 【80系】
ヴォクシー ハイブリッド 【80系】
ヴォクシー ハイブリッド ZS 【80系】
ヴォクシー ハイブリッド ZS煌Ⅱ 【80系】
ヴォクシー ZS G's

7WZ-EQ

エスクァイア 【MC後】 HCE-C1000D なし なし なし 設定する
エスクァイア ハイブリッド 【MC後】
エスクァイア
エスクァイア Black-Tailored
エスクァイア ハイブリッド
エスクァイア ハイブリッド Black-Tailored

7WZ-NO

ノア 【80系 MC後】 HCE-C1000D なし なし なし 設定する
ノア Si 【80系 MC後】
ノア ハイブリッド 【80系 MC後】
ノア ハイブリッド Si 【80系 MC後】
ノア 【80系】
ノア Si 【80系】
ノア Si W× B 【80系】
ノア ハイブリッド Si 【80系】
ノア ハイブリッド Si W× B 【80系】
ノア Si G's

7WZ-HI
ハイエース（標準ボディ） 【200系】 HCE-C1000D なし なし なし 設定する
ハイエース（ DARK PRIME （標準ボディ）【200系】  
ハイエース（ワイドボディ） 【200系】  

7WZ-RE
レジアスエース（標準ボディ） 【200系】 HCE-C1000D なし なし なし 設定する
レジアスエース DARK PRIME （標準ボディ）【200系】
レジアスエース（ワイドボディ） 【200系】


