
カローラクロス・スポーツ用ダッシュスピーカー延長 /変換カプラー

警告

正しくご利用いただくため、必ずこの説明書を最後までお読みください。
本製品の取り付け作業中または取り付け後に起きたすべての事故に対して、弊社は責任を負いかねますのでご注意ください。

注意
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※取り付け作業中はサイドブレーキを確実に引き、必ずブレーキロック状態にしてください。

※取り付け前には、作業中のショート事故や製品の故障を防止するため、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

※車両フレームなどには「バリ」が出ている場合があります。けがをしないように十分にご注意ください。必要に応じて保護
　テープなどで保護をしてください。

※作業中に車両パネルや製品に傷を付けないように十分にご注意ください。必要に応じて保護テープなどで保護してください。

※取り付け作業中は絶対にエンジンを始動しないでください。

※取り付けには専門の技術や知識を必要とします。必ず専門の販売店様において取り付けを行ってください。

※取り付けには必ず作業内容に適した工具を使用してください。不適切な工具を使用しますと怪我や事故の原因となります。

※取り付けには必ず付属の指定された部品を使用してください。指定部品以外を使用しますと商品だけでなく車体の破損や
　事故の原因となります。

※各車両の内張りのばらし方やスピーカーコードの配線色などに関する資料は弊社では提供できかねます。

※本製品およびスピーカーを取り付けるにあたって、車種によっては別途防水処理が必要な場合があります。その際は現車
　にあわせて的確な防水処理を行ってください。

※本製品およびスピーカーを取り付けるにあたって、車種によってはその周辺に隙間などがあく場合があります。その際は
　現車にあわせて的確な処理を行ってください。

※本製品およびスピーカーを取り付け後、車種によっては内張りなどに不快な振動音が発生する場合があります。その際は現
　車にあわせて的確な処理を行ってください。

※本製品およびスピーカーを取り付けるにあたって、車種によっては車両側に干渉する場合があります。その際は現車にあ
　わせて的確な処理を行ってください。

株式会社オージー 〒245-0065  神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 902    TEL:045-858-6325    FAX:045-858-6326

※本製品は                    専用です。他のスピーカーには適合しません。



ダッシュボード左側純正スピーカーを外したままの状態では、保安基準第 43条の 8
（事故自動緊急通報装置の基準）に適合しませんのでご注意ください。
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内容物一覧

মଲષ॑ઞ৷घॊऒधपेॉؚढ़টشছॡট५؞ढ़টشছ५এشॶ�भஃুఆડॲॵ३গشॻपਝ઼औोथःॊ
ෞਫ५আشढ़॑شਝखؚৎपड़شॹॕड़ਦಀ॑ॉলघऒध॑ऋदऌऽघ؛

মଲષमॉહऐॊ३५ॸपेॉৣ੶भ �ৢॉभઞ৷্১ऋँॉऽघ؛

■KSS6704またはCSS674のみのシステム　　　3,4,7,8 ページ　
■KEY2004をバイアンプモードで使用し、KSS6704またはCSS674を使用したシステム　　　5,6,7,8 ページ
जोझोपৌૢखञঌش४॑ओ༮ऎटऔः؛

助手席側純正 6ピンカプラーダッシュボード助手席側純正スピーカー

システムによって使用方法が異なります

①助手席側用延長 /変換カプラー

①助手席側用延長 /変換カプラー　1個

③カプラー用端子　8本

⑤スクリューネジ (M5×16）　2本 運転席側のツイーターブラケットの固定に使用します。

⑥ワッシャー（5.5×20×1.6)　1枚

⑦ナット（M5×12)　1個

助手席側の純正ダッシュスピーカーの移設に使用します。

助手席側の純正ダッシュスピーカーの移設に使用します。

⑧トラスネジ (M5×20）　1本 助手席側の純正ダッシュスピーカーの移設に使用します。

②運転席側用変換カプラー　1個

④タイラップ　1本

製品の概要

【6ピンカプラー】

【4ピンカプラー】



KSS6704またはCSS674のみのシステムの場合
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③カプラー用端子の取り付け
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⋉ढ़উছش৷ഈ॑ॽॵঃشद �মतणજॉखऽघഀپ؛भസ॑ �জऺनጒऌऽघ؛

ང॑ጒःञᆽਚपਗ਼ੵঌথॳ॑ઞ৷खथ⋉ढ़উছش৷ഈ॑ऊखीऽघ؛
⋉ढ़উছش৷ഈपमாਙमँॉऽच॒भदؚनभഈ॑नभଦपऊखीथुଡःऽच॒؛
ऊखीીॎॉऽखञैুदೄऎਬढॉؚ௷ऐऩःহ॑નੳखथऎटऔः؛

6mm

○　このような形になるようにかしめます。

×　このようなかしめ方は適切ではありません。

はじめに芯線部分をかしめます次に被服の上からこの部分をかしめます

③カプラー用端子は必要数しか同梱されていません。
失敗するとやり直しが出来ませんので慎重に作業を進めてください。

【 上面図 】

【 側面図 】

ঃॵ३ঈॡট५ड़شংشऊैলथःॊ५আشढ़شॣشঈঝ �মभअठؚোৡभഈधॵॻঞথ४লৡभಥর॑ढ़ॵॺखؚ
⋉ढ़উছش৷ഈ॑ॉહऐऽघقॶॖشॱشলৡम୦ुखऽच॒؛ك

MIDRANGE TWEETER

灰　入力線プラス

灰 /黒　入力線マイナス

灰　ミッドレンジ出力線プラス

灰 /黒　ミッドレンジ出力線マイナス

灰　ツイーター出力線プラス

灰 /黒　ツイーター出力線マイナス

切る

切る

切らない

切らない
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各配線についている「タグ」は無くさないようにご注意ください。

タグ

先端より 30センチほど

※

※

भীഀپ �ᆽਚप⋉ఌढ़উছش৷ഈ॑ऊखीऽघ؛

この部分はスピーカー変換ハーネスとして使用します。
別売のバッフルの取扱説明書をご確認ください。

片側 4本、左右合計で 8本使います。

運転席側・助手席側共通作業



KSS6704またはCSS674のみのシステムの場合
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①助手席側用延長 /変換カプラー・②運転席側用変換カプラーの作成

MIDRANGE TWEETER

灰　入力線プラス

灰　ミッドレンジ出力線プラス

IN
PU
T

灰 /黒　入力線マイナス

灰 /黒　ミッドレンジ出力線マイナス

灰　ツイーター出力線プラス

灰 /黒　ツイーター出力線マイナスツイーターへ

①助手席側用延長 /変換カプラー

②運転席側用変換カプラー

MIDRANGE TWEETER

灰　入力線プラス

灰　ミッドレンジ出力線プラス

IN
PU
T

灰 /黒　入力線マイナス

灰 /黒　ミッドレンジ出力線マイナス

灰　ツイーター出力線プラス

灰 /黒　ツイーター出力線マイナスツイーターへ

� মभഈ॑ଦഔपିਔखऩऋै୷खाؚਖऋऩऐोयটॵॡউঞشॺ॑खाऽघ؛
ऒभটॵॡউঞشॺ॑৸पखिऒधऋदऌऩःৃ়मഈभ୷खाऋਂેীऩ૾ଙदघ؛

⋇ஃুఆડ৷భশ �ఌढ़উছشध⋈ઈૡఆડ৷ఌढ़উছشभ૬ऌআথपऺनऊखीञഈ॑୷खाऽघ؛

ढ़উছشഫડपँॊটॵॡউঞشॺऋःथःॊহ॑નੳखऽघ؛
ःथःऩःৃ়मഈ॑୷खिহऋলਟऽच॒भदؚঐॖॼ५भಖഡॻছॖংشऩनदਬऌऑऽघ؛
ഈभৣधৃਚ॑નੳखऩऋै �ম॑ढ़উছشप୷खाऽघ؛

端子は「カチッ」と音がするまで
差し込んでください。

ロックプレート

⋈ઈૡఆડ৷ఌढ़উছشधෞਫढ़উছشभமਢपउःथؚॶওदಕघॊ
হऋলਟऽच॒؛હരभ⋊ॱॖছॵউ॑ઞ৷खथਗोऩःेअपಕखऽघ؛

�মभഈ॑ଦഔपିਔखऩऋै୷खाؚਖऋऩऐोयটॵॡউঞشॺ॑खाऽघ؛
ऒभটॵॡউঞشॺ॑৸पखिऒधऋदऌऩःৃ়मഈभ୷खाऋਂેীऩ૾ଙदघ؛

【6ピンカプラー】

【4ピンカプラー】

④タイラップ

カプラー端子



KEY2004をバイアンプモードで使用し、KSS6704またはCSS674のシステム
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③カプラー用端子の取り付け
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⋉ढ़উছش৷ഈ॑ॽॵঃشद �মतणજॉखऽघ؛उুठभ५আشढ़شॣشঈঝऩन॑৺ ��७থॳऺन
ढ़ॵॺखञुभ॑ �ম৷ਔखؚഈभང॑ጒऌऽघ؛

ང॑ጒःञᆽਚपਗ਼ੵঌথॳ॑ઞ৷खथ⋉ढ़উছش৷ഈ॑ऊखीऽघ؛
⋉ढ़উছش৷ഈपमாਙमँॉऽच॒भदؚनभഈ॑नभଦपऊखीथुଡःऽच॒؛
ऊखीીॎॉऽखञैুदೄऎਬढॉؚ௷ऐऩःহ॑નੳखथऎटऔः؛

○　このような形になるようにかしめます。

×　このようなかしめ方は適切ではありません。

はじめに芯線部分をかしめます次に被服の上からこの部分をかしめます

③カプラー用端子は必要数しか同梱されていません。
失敗するとやり直しが出来ませんので慎重に作業を進めてください。

【 上面図 】

【 側面図 】

片側 4本、左右合計で 8本使います。6mm

10cm

6mm

運転席側・助手席側共通作業
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KEY2004をバイアンプモードで使用し、KSS6704またはCSS674のシステム

①助手席側用延長 /変換カプラー・②運転席側用変換カプラーの作成

①助手席側用延長 /変換カプラー

②運転席側用変換カプラー

� মभഈ॑ଦഔपିਔखऩऋै୷खाؚਖऋऩऐोयটॵॡউঞشॺ॑खाऽघ؛
ऒभটॵॡউঞشॺ॑৸पखिऒधऋदऌऩःৃ়मഈभ୷खाऋਂેীऩ૾ଙदघ؛

�মभഈ॑ଦഔपିਔखऩऋै୷खाؚਖऋऩऐोयটॵॡউঞشॺ॑खाऽघ؛
ऒभটॵॡউঞشॺ॑৸पखिऒधऋदऌऩःৃ়मഈभ୷खाऋਂેীऩ૾ଙदघ؛

⋈ઈૡఆડ৷ఌढ़উছشधෞਫढ़উছشभமਢपउःथؚॶওदಕघॊ
হऋলਟऽच॒؛હരभ⋊ॱॖছॵউ॑ઞ৷खथਗोऩःेअपಕखऽघ؛

⋇ஃুఆડ৷భশ �ఌढ़উছشध⋈ઈૡఆડ৷ఌढ़উছشभ૬ऌআথपऺनऊखीञഈ॑୷खाऽघ؛

ढ़উছشഫડपँॊটॵॡউঞشॺऋःथःॊহ॑નੳखऽघ؛
ःथःऩःৃ়मഈ॑୷खिহऋলਟऽच॒भदؚঐॖॼ५भಖഡॻছॖংشऩनदਬऌऑऽघ؛
ഈभৣधৃਚ॑નੳखऩऋै �ম॑ढ़উছشप୷खाऽघ؛

端子は「カチッ」と音がするまで
差し込んでください。

ロックプレート カプラー端子

【6ピンカプラー】

【4ピンカプラー】

④タイラップ
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左側純正ダッシュスピーカーの移設3
1助手席側純正ダッシュスピーカーをとりはずします

突起

2助手席側純正ダッシュスピーカー裏側の突起をカットします

3助手席側ダッシュボード側面のパネルとグローブボックス
　  を外します

4助手席側純正ダッシュスピーカーを移設します

⑦ナット (M5x12)

⑧トラスネジ
(M5x20)

⑥ワッシャー

助手席側純正ダッシュスピーカー

5①助手席側用延長 /変換カプラーを
　 接続します

助手席側純正 6ピンカプラー

①助手席側用延長 /変換カプラー
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左右ダッシュボードへのツイーターパネル取り付け4
ෞਫ५আشढ़॑شಕखञঝॺ॑ઞ৷खथશਲ਼भॶॖشॱشঃॿঝ॑ಕखऽघ؛

⋋५ॡজগشॿ४ �0�[��� ॑ઞ৷खथશਲ਼भॶॖشॱشঃॿঝ॑ಕखऽघ؛

⑤スクリューネジ (M5x16)

ツイーターを固定したツイーターブラケット（別売）

純正スピーカーを固定していたボルト

ツイーターを固定したツイーターブラケット（別売）

①助手席側用延長 /変換カプラー

②運転席側用変換カプラー


