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Thank you for choosing ADDZEST for your car mobile audio products, your satisfaction is very important to us.
If you have any questions or comments you are welcome to call, ADDZEST representatives are more than happy
  to assist you.
あなたの車のモバイルオーディオ製品にADDZESTを選んでくれてありがとう、あなたの満足は私たちにとって非常に

重要です。
ご不明な点やご意見がございましたら、ADDZESTの担当者が喜んでお手伝いいたします。

Product Features:

·Appearance design adopts stepped heat dissipation aluminum shell;

·High-power amplifier, DSP processor, and lossless music player are integrated products.

Product parameters:

Size Specifications：302mm x 180mm x 52mm

High level input impedance：45Ω；           High level input voltage：9V；
voltage range：9V-15V；                             RCA output voltage：4V；
Total harmonic distortion：＜0.03%；         Audio output：7CH-8CH;
EQ configuration：31；                                Software configuration：Mobile terminal/PC  
                                                                                                             terminal；
Audio input signal sample rate：96KHz；   Frequency Range：20Hz-22KHz；
Bass boost：±12dB;                                    
 power output：1CH-4CH  Class AB  55w*4   4Ω
                           5CH-6CH Class D   100w*2   4Ω； 
Audio input signal support: digital optical signal x 1; AUX audio signal x 1; high level 
signal 6CH; 
Audio playback supported format: WAV\FLAC\APE\WMA\MP3.

製品の特徴：

・外観設計は段付き放熱アルミシェルを採用。

・ハイパワーアンプ、DSPプロセッサ、ロスレスミュージックプレーヤーが統合された製品です。
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Connecting your ASP668BT
ASP668BTを接続する
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⑥ 30A Fuse；

⑦ Special plug (input and output socket)；

⑧ 5CH-6CH Signal input；

⑨ HIGH/ACC Start switch toggle；

⑩ Music bluetooth connection signal light

① 30A Fuse；

② +12V Positive input；

③ ACC Start input；

④ GND Negative input；
⑤ 5CH-6CH Signal output； ；

⑴⑵⑤ ⑷ ⑶

⑤⑴ 5CH+Signal output；

⑤⑵ 5CH-Signal output；

⑤⑶ 6CH+Signal output；

⑤⑷ 6CH-Signal output；

 
 

      

OUTPUT
⑴ RR+ Rear right+ signal output； ⑶ RR- Rear right- signal output；
⑵ FL+ Front left+ signal output； ⑷ FL- Front left- signal output；
⑸ RL+ Rear left+ signal output；  ⑹ RL- Rear left- signal output；
⑺ FR+ Front right+ signal output；⑻ FR- Front right- signal output;
HIGH INPUT
⑼ FR- Front right- Signal input； ⑽ FL- Front left- Signal input；  
⑾ FR+ Front right+ Signal input； ⑿ FR+ Front right+ Signal input；
⒀ RL- Rear left- Signal input；   ⒁ RR- Rear right- Signal input； 
⒂ RL+ Rear left+ signal input；   ⒃ RR+ Rear right + signal input；
POWER
⒄ GND Negative input；          ⒅ +12V Positive input；
⒆ REM Control start line input；⒇ ACC  

⑦

Start signal input.

1 3 5 6 9 10 13 14 17 18

2 4 7 8 11 12 15 16 19 20 

 
      

Caution: 1. ②④ and ⑦⒄⒅wiring ports must be connected before starting the ASP668BT machine; 
         2. The ports ③ and ⑦⒇ are designed to communicate with each other. Therefore, when 
selecting the ACC startup mode, only one of them needs to be connected.

注意：1.ASP668BTマシンを起動する前に、②④と?⒄⒅の配線ポートを接続する必要があります。 
2.ポート③と?⒇は相互に通信するように設計されています。 したがって、ACC起動モードを

選択する場合は、そのうちの1つだけを接続する必要があります。
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①RCA audio signal output; ②AUX audio signal input;
③ OPT optical fiber signal input; 
④ USB/PC data cable connection;
⑤ USB1 music file mobile device input port;
⑥ CUI2 control panel input port (eg: NVA200C 
accessory); 
⑦ CON3 remote control input port (eg: NVA40BT 

Connecting your ASP668BT
ASP668BTを接続

Caution: 1. When using the NVA200C accessories, the WeChat applet control page cannot be 

 used, and you need to remove the NVA200C accessories before using the applet control;
         2. When the 5CH-6CH bridge is used to promote the subwoofer, please use the 
computer software to set any channel of OUT5+ or OUT6+ to reverse phase.

する

accessory).

② ③ ④ ⑤ ⑥① ⑦

⑥⑦

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      

4Ω

注意：1.NVA200Cアクセサリを使用する場合、WeChatアプレットコントロールページは使用できません
。アプレットコントロールを使用する前に、NVA200Cアクセサリを取り外す必要があります。
      2. 5CH-6CHブリッジを使用してサブウーファーを宣伝する場合は、
OUT5+またはOUT6+の任意のチャネルを逆位相に設定するコンピュータソフトウェア。

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink

大洲贸易-阿生
Ink



           

     

     

      

     

     

    

    

 

Years from the original date of purchase, this warranty is non-transferable and 
applies only to the original retail purchaser. ADDZEST authorized retailer products 
have been inspected by ADDZEST, if service is required under this warranty for any 
reason due to a manufacturing defect, ADDZEST Defective products will be repaired 
or replaced at our sole discretion. This warranty does not cover installation or 
damage caused by accident, misuse, abuse, improper wiring, recommendations or 
specifications for operation outside the manufacturer's, or objection to user's Note 
that adding any opened tampered or modified products, or any serial numbers that 
have had numbers removed will not be included in any part of the manufacturing 
warranty. All warranty returns should be sent to ADDZEST freight prepaid and must 
be accompanied by proof of purchase (Copy of original sales receipt) Unless 
specifically stated, direct returns from consumers or non-authorized retailers will be 
denied ADDZEST authorized with a valid return authorization number. All warranty 
returns should be packaged in the original packaging and must be accompanied by 
a copy of the original sales receipt. Products damaged in transit will not be covered 
by this warranty, and the customer or retailer may choose to repair this damage at 
normal "out of warranty" repair costs. or other damages to the product, including 
but not limited to hearing, property or personal damage, damage based on 
inconvenience or loss of using the product, and to the extent permitted by law, 
damage resulting in personal injury. This warranty gives you specific legal rights and
 you may also have other rights which vary from country to country. This warranty 
applies to products sold and used in China, all other countries, please contact your 
dealer.
当初の購入日から数年間、この保証は譲渡できず、当初の小売購入者にのみ適用されます

。製造上の欠陥により何らかの理由でこの保証の下でサービスが必要な場合、ADDZEST
認定小売製品はADDZESTによって検査されています。欠陥のある製品は、当社の独自の

裁量により修理または交換されます。この保証は、事故、誤用、乱用、不適切な配線、メ

ーカー外での操作に関する推奨事項または仕様、またはユーザーの異議申し立てによって

生じた設置または損傷には適用されません。または変更された製品、または番号が削除さ

れたシリアル番号は、製造保証のどの部分にも含まれません。すべての保証返品は、前払
いのADDZEST貨物に送付し、購入証明書（元の販売受領書のコピー）を添付する必要が

あります。特に明記されていない限り、消費者または許可されていない小売業者からの直
接返品は、有効な返品許可番号で許可されたADDZESTを拒否されます。すべての保証返
品は元のパッケージにパッケージ化する必要があり、元の領収書のコピーを添付する必要
があります。輸送中に損傷した製品はこの保証の対象外であり、顧客または小売業者は、
通常の「保証対象外」の修理費用でこの損傷を修理することを選択できます。または、聴
覚、財産、または個人を含むがこれらに限定されない製品のその他の損傷損傷、製品の不
便または使用の喪失に基づく損傷、および法律で許可されている範囲で、人身傷害につな

がる損傷。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたは国ごとに異な

る他の権利を持っているかもしれません。この保証は中国、他のすべての国で販売され使
用される製品に適用されます、あなたのディーラーに連絡してください

Thank you for choosing ADDZEST for your car mobile audio products, your satisfaction is very important to us.
If you have any questions or comments you are welcome to call, ADDZEST representatives are more than happy to  
assist you.

。

ADDZEST WARNING
    ADDZEST

あなたの車のモバイルオーディオ製品にADDZESTを選んでくれてありがとう、あなたの満足は私たちにとって非常に重要
です。
ご不明な点やご意見がございましたら、ADDZESTの担当者が喜んでお手伝いいたします。
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