
このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱いマニュアルをお読みいただき、
記載された内容にしたがって正しくお取付け作業を行って
ください。

本製品内容物　一覧

使用パーツの説明

取扱いマニュアル

サウンドアップキット
18GR01

ジョイン スマートステーション

安全上のご注意 　必ずお守りください

お客様や他の方々への危害および財産への損害を未然に防ぐために、かならずお守
りいただきたいことを以下でご説明します。

本取付けマニュアルでは純正ナビオーディオシステム、または市販ナビオーディオ
システム等にJOYN SMART STATION本体を取り付ける為に必要となるパーツの
種類や手順についてご説明しております。

JOYN SMART STATION本体に同梱されている取扱い説明書を必ず併用して、
取付け作業を行ってください。

       

本取付けマニュアルに従って正しく行ってください。指定以外の取付け方法や、
指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合がございます。
この場合は当社では一切の責任を負いかねます。

別売り製品の接続および取付けについては、別売製品に付属の説明書も併せて
ご覧ください。

必ず本製品、別売り本体に付属の部品を指定通りに使用してください。
指定外の部品を使用すると機器内部の部品をいためたり、確実に固定できず
に外れたりして危険です。

サウンドアップキット

JOYN本体・コントローラー

①

④ ⑤

⑥

②

③

① 車両側コネクターと接続

④ JOYN本体

⑤ JOYN本体付属
    コントローラー

⑥ ④と⑤を延長LANケーブル
    で接続

② JOYN本体と接続

③ JOYN本体AUX INと接続

サウンドアップハーネス
※HI LOWコンバーター含む。

※HI LOWコンバーター含む。

※画像はｲﾒｰｼﾞです。

※画像はｲﾒｰｼﾞです。

※画像はｲﾒｰｼﾞです。

×1
延長LANケーブル ×2
延長コネクタ ×1

脱脂クリーナー (接着面洗浄剤 ) ×1
アングルステー ×1

エレクトロタップ ×1

本取付けマニュアル ×1
コントローラー固定用

両面テープ 
本体3枚・HI LOWコンバーター固定2枚

マジックテープ 1㎝

×1

×5



トランクルーム内のラゲッジランプ
を取り外します。正面右側の赤〇箇
所に、内張り剥がしなどを差し込ん
でツメを押しながら片側を外します。

トランクルーム内上部の内張りを
留めるクリップとキャップも取り
外します。※全3箇所ありますが、
　 では赤〇2箇所。次の　 で残り
1箇所の位置をご説明します。
5

赤〇3箇所のフロアマットを留め
るクリップを取り外します。

取付け手順書 1Ｐ表
トランクルーム内のフロアパネル
を取り外します。

18クラウン
樹脂製のフロアパネルも取り外し
ます。

赤〇位置に残り1箇所のクリップ
がありますので取り外します。

1 2

トランクルーム内上部のクリップ
形状(2箇所)は、横面(赤〇)に設定
されているボタンを押さえながら
引き抜く様に外します。

JOYN SMART STATION本体付属コ
ントローラー接続用LANケーブル
配線の為、助手席スカッフパネル
を取り外します。(ツメのみ)

グローブBOX下のアンダーパネル
も取り外します。赤〇3箇所に、
指で押さえて外すツメがあります。
※配線できる程度に外します。

助手席側の後部座席スカッフパネ
ルを取り外します。(ツメのみ)

6

6

7

クリップ外しなどの専用工具を
使用すると作業性が良いです。3 4 5

赤〇右のツメを押しながら片側を
外す事で、赤〇左のフックで引っ
掛けて留めている箇所が外せます。
カプラーも取り外します。

接続カプラーを外す。

8 9 トランクルーム内の内張りを取り
外します。最初に上部を外して、
繋がっているフロアマットまで
すべて取り外します。

赤〇箇所の奥にトランクルームへ
の純正ハーネス引き込み用のサー
ビスホールがあるので、後部座席
横のパネルも取り外します。

赤〇箇所が純正ハーネス引き込み
用のサービスホールです。この場
所にLANケーブルを配線します。

10

11 12 13 14 15

右

クリップ

クリップ

キャップ

左



本手順書はJOYN SMART STATION
付属コントローラー設置をコンソ
ールBOX内とする為、全面部のパ
ネルを上方向へ取り外します。

エアコンパネル横のサイドパネル
を左右とも取り外します。サイド
パネルの奥と下の辺りを持って、
手前に引き抜く様に外します。
反動にご注意下さい。(ツメのみ)　

付属の延長コネクターを使用して
LANケーブル(3m)を延長します。

取付け手順書 2P表
後部座席横のサービスホールから
LANケーブルを通すと、トランク
ルームでは赤〇箇所の辺りから取り
出す事ができます。

18クラウン
      の内張り面を実際に外すと、
LANケーブルは赤〇位置から出て
います。内張りを外さず上部から
手を入れて取り出す事が可能です。

      同様に、赤〇3箇所にある結束
用の白い樹脂パネルのツメを外し
て、その中にLANケーブルを配線
します。

16 1617

      で外しておいたグローブBOX
下のアンダーパネルの上に、LAN
ケーブル(赤塗り)を配線します。

センターコンソール全体を外すと
赤〇のカプラーが接続されている
ので取り外します。同時に赤塗り
位置辺りにLANケーブルを配線。

トランクルーム内向かって右側の
カバー下に純正アンプが設置され
ています。赤〇箇所のクリップを
取り外し、カバーを外します。

21 22

赤〇3箇所にある結束用の白い樹
脂パネルのツメを外して、その中
にLANケーブルを配線します。

18 19 Bピラー下のパネル(前席後席の間)
は、内張り剥がしなどでパネル内
側に入れ込みます。

20

シフトノブを逆時計回りに回して
取り外します。

23 24 センターコンソールの手前側を
上に持ち上げます。赤〇2箇所の
カプラーを取り外します。
(センターパネルはツメのみ)

赤〇2箇所のリベット型クリップ
を取り外します。

純正アンプの上に固定されていた
黒い樹脂カバーを取り外します。

25

26 27 28 29 30

19 12

奥

下



純正20PINカプラーと、サウンド
アップハーネス24PINカプラーの
オス(メス端子)を純正アンプに接
続します。

サウンドアップハーネス24PINカ
プラーのメス(オス端子)に、純正
24PINカプラーオス(メス端子)を
接続します。

取付け手順書 2P裏

純正アンプを上から見た場合に、
純正20PINカプラーの上段の一番
左の1番に常時電源を結束。下段
の左から6番目にアースを結束し
ます。※画像は裏から見た構図。

18クラウン

赤〇2箇所に接続されているカプ
ラーをアンプから取り外します。

純正オーディオ機器、コントロー
ラーの動作確認・出音確認をそれ
ぞれ行い、異常が無ければパネル
類を元に戻して作業完了です。

31 32

36

33 34 サウンドアップハーネスのJOYN
SMART STATION本体用カプラー
と、3.5Φオーディオケーブル、
LANケーブルをそれぞれ接続して
ます。

下段15番
1番

上段

下段

上段

35

純正20PINカプラーの配線に、
サウンドアップハーネスの常時電源B(黄)と
アースGND(黒)をエレクトロタップで結束します。

トランクルーム設置時の注意点

純正水色 → 常時電源B(サウンドアップハーネス黄色)

純正白/黒色 → アースGND(サウンドアップハーネス黒色)

トランクルームに収納している他の荷物によって、
本体の破損やケーブルを断線させる可能性もございます。
本製品装着後は収納物が動かないようご配慮ください。
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※サウンドアップキット使用時は既存ナビオーディオの音声出力をAUX INから製品本体へ入力する為、
コントローラーのボタンで初期設定のBluetoothモードをAUXモードに切り替えてご使用ください。


