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ネオトーキョー HUD-2020 ユーザマニュアル 
 
【ご注意】本格的な設置の前に、まずかんたんに動作検証を行ってください。 
 
当マニュアルの最新版および更新情報は下記 URL からご確認頂けます。 
https://neotokyo.store/pages/hud2020-update 

 
 
■内容物 
HUD 本体、台座、シガーソケットケーブル、リモコン、当マニュアル 
 
■クイックスタート 
1. 付属のケーブルでシガーソケットと HUD 本体を接続します。 
2. 本体横の USB ポートにお使いのスマホのケーブル（必ず純正ケーブルをお使いください）を

さし、スマホと接続します。電源スイッチ ON で HUD が起動します。 
3. 本体台座下のビニールをはがし、下図の設置位置例をご参照のうえダッシュボード上に HUD

を設置してください。 
 

 ※③④推奨。何度でも再設置可能です。 
 

 スクリーンの向き・角度が合っていないと何も映っていないように見える場合があります。
その場合まず本体液晶ディスプレイの点灯を目視確認後、向きと角度を調整してください。 

 音声出力用 FM 周波数の初期値は 87.6Mhz になっています。変更したい場合は後述の設定メ
ニューをご確認ください。 

 iPhone では CarPlay、Android では Android Auto に対応したスマホが必要です。対応状況お
よび操作方法はそれぞれの公式サイトをご確認ください。 

 Android9 以下の場合は使用前に Android Auto アプリのインストールが必要です。後述の
「使用方法」欄をご確認ください。 
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【本体外観】 

 

 

 
 
①3.5mm オーディオ出力 ②光量センサー ③電源ポート 
④リセット穴 ⑤スマホ用 USB ソケット ⑥電源スイッチ 
⑦ダッシュボード固定用基盤 ⑧スクリーン（アクリル製透過凹面鏡） ⑨マイク 
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【リモコン外観】 
 

①上部選択ボタン（Android 用） 
②設定メニュー表示ボタン 
③OK ボタン ④前ボタン  
⑤音声アシスタント（Siri/Google アシス
タント）呼び出しボタン 
⑥下部選択ボタン（Android 用） 
⑦スクリーン ON/OFF 
⑧次ボタン ⑨ベルト固定用バックル 
 
 
 

 
【台座】 

①粘着シート（裏面） 
②本体接続部 
③ネジ（緩んできたら必要に応じて締
め直してください） 
 
 
 
 

 
 
■台座の外し方 
矢印方向にスライドさせることで台座を外すことがで
きます。少々かたく力が必要ですが、本体および台座
を破損しないよう注意して行ってください。 
 
台座をはめる際は、スライドさせてカチッと音がする
までしっかりとはめ込んでください。はめ込み時は軽
くではなく、多少力を入れる必要があります。 
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■設置について 
本体台座下の粘着シートの保護ビニールをはがし、ダッシュボードのお好みの場所に HUD を設
置してください。運転席の正面よりも下図③④のやや脇の位置のほうが設置しやすく、運転時に
も邪魔になりにくいためおすすめです。リモコンは車のステアリングの操作しやすい位置に固定
してください。 

 
 
 本体台座下の粘着シートは接着剤ではなく、ナノサクションという目に見えない非常に微細

な吸盤により吸着する素材を使用しており、ざらついた面でも設置でき何度でも貼替え可能
です。シート表面にホコリがついて吸着力が弱くなったら、ウェットティッシュや軽く濡ら
した布で拭いて（HUD 本体を濡らさないように気をつけてください）きれいにし、よく乾か
してから再度貼り付けてください。 

 粘着シートの保護ビニールがはがしにくい場合は、室温で温めたうえで、濡れた布等で軽く
水分を含ませながらはがしてください。無理やりはがすとシートが破れることがありますの
でご注意ください。 

 
■使用方法 
【iPhone の場合】 
iPhone を HUD に接続すると、CarPlay 機能が自動的に起動します。リモコンまたは Siri で操作
してください。 
 
【Androidの場合】 
Android9 以下の場合は、Android Auto アプリのインストールが必要です。Google Play ストアに
移動し、Android Auto アプリをダウンロード・インストールしてください。※Android10 以上で
はインストール不要です。 
その後スマホを HUD に接続すると、Android Auto 機能が自動的に起動します。リモコンまたは
音声アシスタント機能で操作してください。 
画面上部と下部で操作エリアが別れています。前述のリモコン外観図を参考に、①上部選択ボタ
ンと⑥下部選択ボタンで操作エリアを切り替えてください。たとえば下部アイコンを操作するに
は⑥下部選択ボタンで下部アイコンにフォーカスをあてたうえで[<<][>>][OK]ボタンで操作し
ます。 
 
【iPhone/Android 共通の注意】 
 音声は FM ラジオから聴くことができます。FM ラジオの周波数を後述の設定メニューで設
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定した FM 周波数（初期値は 87.6Mhz）に合わせてください。3.5mm オーディオ出力からケ
ーブル接続することも可能です。スマホからは音声出力されません。 

 音声アシスタント使用時のマイクは HUD 本体のマイクを使用します。（ただし Android のハ
ンズフリー電話の場合のみスマホのマイクとスピーカーを使用します） 

 画面や操作方法、機能などは iPhone/Android それぞれの OS の更新により自動的に変わって
いきます。このため CarPlay/Android Auto 自体の操作については当社ではサポートできませ
んので、各 OS およびアプリの公式情報をご確認ください。 

 
■設定メニュー 
リモコン上部右の[APP]と書かれたボタンを３秒以上長押し※してください。設定メニュー画面
に変わります。（※[APP]ボタンを短押しすると黒画面になりますが再度短押しで元に戻ります） 
現在選択されている項目は赤く表示されています。FM 周波数を変更したい場合は、リモコンの
[<<][>>]ボタンで「FM 周波数」に合わせ[OK]を押すと周波数リストが開きます。そこで適切
な周波数を選択し[OK]を押すと、その周波数に変わります。 
変更が終わったら再度リモコンの[APP]ボタン３秒以上長押しで設定が保存され元の画面に戻り
ます。 
 
■リモコンの電池交換 
リモコンにはボタン型電池（CR2016）が使用されており、寿命は通常使
用で半年程度です。電池交換はまずリモコンをくるんでいるベルトをは
ずしてください。リモコン本体裏面がフタになっており「－」型の穴が
開いていますので、その穴の上部（穴の中ではありません）にマイナス
ドライバーをあて、軽く押し下げてフタを開けてください。この際は力
を入れすぎずゆっくりていねいに行ってください。乱暴に行うと破損す
る恐れがあります。 
 
【諸元】 
本体動作電圧：12V-24V 
シガーソケット電源ケーブル出力：12V/1.5A 
※本体電源ポートは USB-C ではありません。当製品添付の電源ケーブル以外の使用、また電源
ケーブルの他目的への使用は絶対に行わないでください。 
スマホ接続 USB ポート出力：500ma 
動作温度：摂氏 0-75 度 スクリーン：TFT プロジェクション式 
スクリーン解像度：480x240 リモコン電池：CR2016（３V ボタン型電池） 
製造国：中国 
 

この部分 
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■よくあるご質問 
Q. CarPlayまたは Android Auto の操作がよく分かりません。 
A. これらは iPhone または Android OS の１機能として提供されており、OS 更新にともない自動
的に機能や操作が変わっていきます。また提供されているアプリの種類や操作画面も通常のスマ
ホ画面時とは若干異なっています。 
このため当社ではサポートできませんので、CarPlay/Android Auto の公式情報またはご使用のア
プリの公式情報をご確認ください。 
 
Q. FM 音声にノイズがあります。 
A. お住まいの地域の FM 局と周波数が同じまたは近い場合は設定メニューで FM 周波数を適切な
ものに変更してみてください。また電源ケーブル、スマホケーブルからノイズが乗る場合もあり
ますので、ケーブルの取り回しも工夫してみてください。もしカーステレオに音声入力端子があ
ればケーブル接続をお勧めします。 
 
Q. スマホが認識されません。 
A. ケーブルは純正ケーブルでしょうか？安いケーブルは充電はできても本製品使用に必要なデー
タ通信ができません。またスマホが CarPlay/Android Auto 対応機種かを確認してください。 
iPhone が CarPlay で検出されない場合は、CarPlay に機能制限が課されていないか確認しま
す。「設定」>「スクリーンタイム」>「コンテンツとプライバシーの制限」の順に選択し、「許可
された App」をタップして、CarPlay が有効になっているか確かめてください。 
 
Q. リモコンの効きが悪いです。 
A. リモコン電波の受信機はシガーソケットケーブルのプラグ内にあります。一度シガーソケット
から抜いて再度差し込むと接続がリセットされ改善される場合があります。またシガーソケット
がリモコンから遠いと電波を受信しにくい場合がありますので、市販の延長ケーブル等を使用し
リモコンの近くに配置してみてください。またリモコン内のボタン電池が古くなっている場合
は、前述の「リモコンの電池交換」欄を参考に交換作業を行ってください。なお正常時のリモコ
ン使用距離は１～３ｍです。15cm ほどの距離でないと使えないようでしたら初期不良ですの
で、マニュアル末尾記載のサポート窓口にご連絡ください。 
 
Q. マイクの感度がよくありません。 
A. マイクは HUD 手前側の小さな穴にあります。スマホのマイクやリモコンではありませんので
ご注意ください。（Android のハンズフリー電話使用時のみ、スマホ側のマイク/スピーカーを使
用します） 
 
Q. 台座をはがして再設置したいのですが。 
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A. 台座をはがす時は、破損をふせぐため HUD 本体を持たずに台座部をていねいにはがしてくだ
さい。前述の「設置について」も参照してください。 
 
Q. 台座の粘着マットにホコリがついて粘着力がなくなってしまいました。 
A. 再生可能です。前述の「設置について」を参照してください。 
 
Q. 台座の粘着マットについている透明シートがうまくはがれません。 
A. 前述の「設置について」を参照してください。  
 
Q. HUD の向きや角度を変更したいのですが。 
A. 台座は回転可能で、多少の上下角度変更も可能な構造になっています。破損を防ぐため調整時
は力をかけすぎず、ていねいに動かしてください。 
 
Q. 電源を入れてもスクリーンが映りません。 
A. まず、手前の液晶ディスプレイが点灯しているかどうかを直接目視してご確認ください。映像
はスクリーンより遠くに見えるように表示されるため、見る角度があっていないとまったく何も
表示されていないように見えてしまいます。液晶ディスプレイがまったく点灯していない場合は
電源スイッチとケーブルの差し込みを再度ご確認ください。 
 
Q. 「Hey Siri」が反応しないことが多いです 
A. 「Hey Siri」はスマホ側のマイクが使われます。Siri 起動にはリモコンのボタンを使用してく
ださい。 
 
Q. HUD の動作がおかしいです。 
A. Q&A を一通りご確認のうえ、該当のものがない場合は、一度 HUD の電源を ON/OFF してみ
てください。それでも状況が変わらない場合は、本体右横のリセット穴にピンを差し込み、再起
動をお試しください。 
 
初期不良保証期間 １年間 
保証は新品購入の場合のみです。モジ株式会社（NEOTOKYO STORE）および正規販売店以外
からの購入（オークションやフリマアプリ等含む）は中古扱いとなり、保証対象になりません。
また第三者に譲渡した時点で期間内であっても保証は終了となります。 
使用上問題のない程度の本体のキズ、スレは保証対象外となります。 
リモコン付属の電池は保証対象外です。 
 
■免責事項 
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ご利用の際は、当マニュアルをよく読み、正しくご利用ください。当マニュアル記載以外のご利
用法による動作不良は保証の対象外となります。 
当製品をご利用の際に起きた事故、交通違反等につきましては、当社は一切の責任を負いかねま
す。日本国内の交通法規を遵守して走行してください。 
 

 

上記「よくあるご質問」を一通りご確認のうえ、初期不良と思われましたら、下記あてにご連絡
ください。 
 
モジ株式会社（NEOTOKYO STORE）お問い合わせ窓口 
※お電話による対応は行っておりません 
 
https://neotokyo.store/pages/contact 

 


