
アフターサービスlこついて

使用中1こ正常lこ作勤し拡く敬った時は、まず本文の「故障とお考えになる前に」を参考にしてチェックして下さい。

「処置」を行っても改善が見られない時は、お買い上げ店、又は当社ユーザーサービス係にお申し付け下さい。

保証をお受iナ1こなる場合、お買い求め頂いた販売店、もしくはユーザーサービス係に不具合内容を具体的に提

示の上、EGS－M2k本体とリモコンをセットにして、保証書、車検証のコピーと共にお送り下さい。尚、保証範囲
につきましては、保証親定をご覧下さい。

保証対象外の修理！こついて、保証期間を過ぎた場合や、使用上の不注意による故障等、保証の対剥こならない
場合の修理については、有償となります。詳しくは、当社ユーザーサービス係までご相談下さい。

リ王コンエンジンスタ“ダー

Etヨ≡；漢ME≡St

納経孟If掲

リモコンエンジンスターター

EtiEi■ME主題く
取付・取扱説明書（保証書付）

このたびは、EGS・Mとkをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に・本冊子を必

ずお読み頂き、正しくご使用下さい。またお窮みになった後も、本冊子は必要な時ご利用出来るように

大切に保管して下さい。また、本商品を譲渡される場合や別のお車に取り付け直す場合も・本冊子を必

ず商品に付帯させ、お使いになる方がいつでも見られる様にして下さい。本商品は日本国内でのみご使

用出来ます。

△警告
本商品は、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。分解したり改造したりするこ

とくが去律で禁じられていますので、絶対に行わないで下さい。リモコンケースの裏面に貼られてい

る技術基準適合証明ラベルは、はがさないで下さい。このラベルがはがれた状態で使用すると電波

法違反となります。

；このエンジンスターターを利用する為には、お取り付け後オートマチック車の登録 

重要 �を行う必要があります。又、バッテリー交換や整備等でバッテリー端子を外した〇才 
プション晶取付等で8Pケーブルを外した場合、オートマチック車の登録情報等＊ 

は消去されますので、再度登録する必要があります。詳しくは、本冊子6ページを参 

照願います。 
‘＊各種設定情報（ターボタイマー等やキー始動学習機能）も同様に消去されます。 

U－PZ－0246
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菓ブザー音忙ついて
獲通常使用時の本体ブザー音一覧表

（オートマチック車登録・キー始動学習を除く〉

ブザ三貴：ii、 ��本体のブザーが鳴る場合 
＼ウ �ラ醤ヅ／亨や � 

ブ �上 � 

＼／ブプッ �� 

アサ∴「∴7－∴ �� 

ブプフグi／ �� 
＼／島詑喜諒高点 �� 

ピー、ビ一・・・ �� 
∴（種○還し）∴∴ �� 

漢書”ドスイッチlこついて
鵜事体モードスイッチメニュー

（商品出荷時は全てOFFとなっております）

パッケージ内容 e

．室内アンテナ遊里，＼’、姿難詰競 　闘。キ＿スイッチ、、、、暴落利 

－1、 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラ 

ボディも多ク 

●eP �ケーブル 

●安全センサー 
ケーブル �� 

撃　　　　　　」 
e桑 

軍籍労態　　　　e灰も 
0白色線（必要な堰合フットブレーキ接続〉 

e茶色線（ボンネットSWくオプション〉／ドアスイッチへ綾 

・本体　　リッド布A．結蒜狼：嵩 

誌繕灘寵謙語離　「」「 
さい。 ��アン 

CHGランプI L鎮子配線 チェックしED �●コーションラベル　　名手二・ 

。斧整髪 
名窮策家裁 

訂）遥J＿4　　1シ 

●マジックテ＿プ　　、姦襲翳髭 

…姦　鬱謬・リモコン 



取り付けの前tこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I O

∴・－●　〃○ 

●　　ここ　〇° ��� 

零 �●シフトレバーは、 � �＿．iク二ヽ ／、 ＿一一一 三三三報土 �●パーキングブレー キは確実iこかけ て下さい。 

必ずバーキング レンジiこ入れて 下さい。 

囚　≡ � � �‾「夏毛 � 

㊨亮 �●あ車のキーは必 ず抜いて下さい。 � �孝一 �●取り付け工具iこついて。 プラスドライバー・プラ イヤー・ニッIいスパナ・ テスター等。工具は本 商品には同胞されてい ないので、別途ご用意 下さい。 

営取り付け可能標章の案件

囚‾鵬 �囚馨轄 

●オートマチック車 �●国産車であること。 

であること。 　本体のオートマチック 義務諾諜諾議 ●「適応車種一覧表」tこ記載されている �外国車への取り付けは出来ません。 ●12V章であること。 24V車への取り付けは出来ません。 ●電子燃料職制誤電搭載車であること。 電子燃料噴射装置搭載車、及び一部のディーゼル 章で、イグニッションキーのみでエンジンが始動 する章が出来る車のみ、取り付けが可能です。 

車種であること。 �エンジン始動時にアクセル操作やチョークレバ ー操作を必要とする車、電子制御キャブレター搭 

他のエンジンスターター、もしくはターボタ イマー用ハーネスを流用・加工しての取り付 �誠車への取り付iナは出来ません。 

げは絶対にしないで下さい。適合車穂一覧表 をよくご覧になり、車に適合した当社製専用 �●イモビライサーを搭載していない車であること。 

ハーネスをご使用下さい。 �イモビライサー搭載車では指定のキー以外での エンジン始動が出来ません。 

I ��� 

●EeS“Mと草体での取り付け ���●スターター作動時間が 

S．露 �であること。 �2，5秒以内でエンジンが 

他の盗難警報機、エンジンスターター、 もしくはターボタイマーが取り付けて ある事には取り付けは出来ません。併 用するとそれぞれが正しく作動しな い恐れがあります。又、故障や誤動作 の原因となります。 �始動出来る章である事。 

漢車種別専用ハーネスの取り付け

毎キースイッチの配線カプラーを探しますo
配線カプラーの位置は大別すると次の4タイプになります。

群しくは車種別専用ハーネス適応表をご参照下さい。

e

キースイッチの配線カプラーは基本的

iこは車種別専用ハーネスのカプラーと

向形状なので、それを目安にして下さい。

Lu 　　　　　　lL 　　　　　　　L ．∴∴．∴　∴：∴∴ 

露題目論議誤認鵜謹宮口圏園図日霧驚藷煮器認諾㌫ズ 

≡轟覇綱吉藁麗協＼ 専用ハーネス例，朝専用ハーネス例 

議懇繋凝議lT苗「蕩驚騒熟議＼喜 　　　：：「熟：「「「∴「∴∴ 

曜間諜藷蒸器離艦擬 

∈垂重き専用ハーネスを接続しますo
発見したキースイッチの配線カプラーを一旦外します。

車種別専用ハーネスを、外したカプラーの問に割り込ませます。

カプラーの接続は振動で外れないように、最後まで確実に

差し込んで下さい。本体がうまく作動しない事があります。

一旬星望むアース緑を接続しますo
車種別専用ハーネスから出ている、黒色アース鯨を車体の金屑部分に確実に締め

付けます。これにより間接的にバッテリーのマイナスに接続されます。接続箇所を

充分確艶の上、適正な場所に接続して下さい。

困園 �塗装されている金属部分や、車の振動等で緩んでしまう場所に取 り付けないで下さい。動作が不安定と練り、オートマチック車の登 

録情報が消去されたり、エンジン始動しない等の不具合が生じます。 

垂本体を接続します。
本体のコネクタ一部（CNl）と専用ハーネス先端コネクター部を8Pケーブルで接

続します。

以上で本体へのハーネス接続は終了です。
次に必ずオートマチック車の登録をして下さい。



園オートマチック車の登録　　　　　　　　＿＿

登録作業中はエンジンを始動させないで下さい。誤って始動させた場合、ステップ

季本体のパワースイッチをONtこします。
この時本体から、プープー、プープー…と断続音が鳴り続けます。

ブザーが鳴らない場合は、アースが確実に取れているか、

またハーネスの品番が間違っていないか、再確認して下さい。

季キーをさし込み・ONの位置lこします。
この時、本体からでる断続音が、ププッ　ププッ…の2連合へと変化します。

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。もし始

動させた場合、ステップlからやり直して下さい。

く国落書シフトレバーをPレンジからRレンジへと動かします。
本体からでる断続音が、プププッ　プププヅ・・3選書へと変化します。

：÷∴： �シフト操作は、ブレーキを踏んでゆっくり操作して下さい。 断続音が変化する事を必ず確認して下さい。断続音が変化 
∴∵　＿　∵　∴ 

しない場合は一度作葉を中断し、専用ハーネス付属の「専 

∴涼感∴∴ �用ハーネス接続時の注意事項」を確認して下さい。（追加 配線を行う必要があります。）尚、追加配線後はステップ 
lからやり直して下さい。 

⑫シフトレバーをRレンジからPレンジへと戻しますo
この時、本体からプププッ　プーと害が鳴り、オートマチック車の登録が終わ

った再を知らせて鳴り止みます。

畿メモ �・車両のI（ッテリーを外したり専用ハーネス（アース線）を 外すとオートマチック車の登録構報が消去されます。この 場合には再度オートマチック車の登録を行って下さい。 

季キーをOFFの位置lこ戻し抜き取りますo

以上でオートマチック車の登録は終了です。

漢動作確認をします
シフトレバーは、必ずPレンジにして下さい。

∈垂垂⇒り王コンのスタートスイッチを押します。
リモコンのロッドアンテナを最後まで引き出して、スタートスイッチ音（ピピッ）が鳴

るまで押し続けます。

周囲の安全を確認の上、サイドブレーキをしっかりと引い

て下さい。藍大事故につながる恐れがあります。

多重のエンジンが始動します。
本体が信号を受信すると、串のメーターパネルが点灯します。そして数秒後にスタ
ーターが廻りエンジンが始動します。エンジン始動後は、本体から警告音（プッ）

が数秒間隔で鳴り続けます。一度で始動しない場合iま、その後2回のリトライ

（再始動）動作を行います。

一部のデジタルメーター搭載車ではリモコン始動後少し遅

れてメーターl（ネルが点灯することがあります。

唾シフトセンサーの確認をします。
リモコンでエンジンが始動した後、キーを差さずにフットブレーキをしっかりと踏み

ながら、シフトレバーをゆっくりとPレンジからRレンジへと動かします。この時エン

ジンが止まる串を確認します。

車煙によっては、キーを差さないとシフトレパーが動かせないものもあります。その場合は、

キーをACCの位置まで廻して確認して下さい。

菓動作確認上の不具合lこおける症状別QaA

Q。エンジンは始動しているのiこ数秒で停止してしまい、自動的に再始動（リトライ）が行われてしまった○エンジンは始

動していないのにメーターItネルが点灯したままになってしまうのですが…？。

A，エンジンの自動始動検出が、うまく行われていないと考えられます。群しくは、8ページの「し端子験出方式
へ変更」を参照して下さい。

Q，寒冷時に始動がうまく行われないのですか・？。

A．一部のディーゼル軍等でグロー（予熱）時間が足りない章が考えられます。幣しくは、18ページの

「始動バターンの切替」を参照して下さい。

Q〟スターターモーターの駆動時間が短いために、1回目のセル駆動でエンジンがかからず、リトライしてしまうの

ですが・・・？。

A．スターターモーターの駆動時間を学習させることが出来ます。詳しくは、12ページの

「キー始動学習機能」を参照して下さい。

Q．リモコン始動後lこABS警告灯が消灯しないのですか？。

A〟キー始動学習を行う事で竃告灯が消灯するようになります。群しくは、12ページの「キー始動学習態能」を参照

して下さい。

Q，リモコンでエンジン始動後、シフトレバーをPレンジからRレンジへと動かしてもエンジンが停止しないのですか・？o

A．オートマチックシフトの検出がうまく行われていないと考えられます。幣しくは、8ページの「フットブレー

キ続出方式へ変更」を参照して下さい。

以上で動作確認は終了です。



富樫取り付け作業 i e

臆フットブレーキ持出方式へ電話

香煙取り付け作業 e

SL端子検出方式へ変更

ステップ号

一旦、本体のパワースイ

ッチを切ります。
既に付属の安全センサーケーブルが

本体に接続されている場合は、一旦

外してから作業を行って下さい。

く窒空事
車両のオルタネーダー
から出ている」端子緑を

探します。
L端子線とは、イグニッションONの

位置でエンジンが停止している時、

約1－3V、エンジンが駆動している時12－14Vになる線です。

（必ずテスターをご使用下さい。）

車両（こよって室内から」鱗手練をとれる軍もゐります。鮮しく
は当社ユーザーサービス係まで£問い合わせ下さLl．

ズ頑

安全センサーケーブルの
灰色線を接続します。
安全センサーケーブルの灰色線を章

室内からグロメット等を利用して、エ

ンジンルームに引き込み、オルタネ
ークーから出ている」端子線に付属

の工レクトロタップで接続します。

捜触不良が起き的l削こ照美iこ取り捌ナて下さLl。灰色黛がボディの金原

部分に触れると、ショートを窟こし車両蝕種の原因と練る恐れがあります。

季
安全センサーケーブル
を本体のコネクター部
（CNと）tこ接続します。

ステップ5

本体モードスイッチの2
番をONtこします。
スイッチが小さい為、ボールペンの

先端等で行って下さい。

田園
以上でL端子配線は終了です。
パワースイッチをONにしてリモコンで問題なくエンジン始動出

来る章を確認して下さい。L端子配線が正しく接続されているか

確認する薯が出来ます。確認する場合は12ページの「L端子誤

配線チェック機能」に進んで下さい。尚、この機能は「モードスイ

ッチの2番がON」の時のみ行う裏が出来ます。

ステップ′

一旦、本体のパワースイ

ッチを切ります。
既に付属の安全センサーケーブルが

本体に接続されている境合は、一旦

外してから作業を行って下さい。

季
華のフットブレーキスイ
ッチを探します。
フットブレーキスイッチはブレーキペ

ダルの根元付近にあります。

フットブレーキとは、フット式パーキングブレーキの事ではあ

りません。

一自重望む

ブレーキペダルを踏ん
だとき12Viこなる線を

見つけます。
フットブレーキスイッチから出ている

線の内、ブレーキペダルを踏まない

時は0V、踏んだときに12Vになる

線を見つけて下さい。（必ずテスタ
ーをご使用下さい。〉

ストップランプを点灯させるための龍です。

一重窒曇り

安全センサーケーブル
の白色緑を接続します。

安全センサーケーブルの白色線を、

ステップ3で見つけた線に、付属の工

レクトロタップで接続します。

擦触不良が起きない機に確実（こ取り付けて下さい。

フットブレーキ検出がうまく行われはい場合があります。

重
要全センサーケーブル
を本体！こ接続します。
モードスイッチの1番をONにします。

田園
以上でフットブレーキ検出への変更は終了です。

パワースイッチをONにしてリモコンでエンジンを始動させ、フッ

トブレーキを踏んだ時にエンジンが停止する軍を確認して下さい。

○室内アンテナの取り付け

∈垂垂ら室内アンテナを設置しますo
ダッシュボードのサイドピラーから10cm以上離し、出来るだiナフロントガラスに近

い平らな場所に設置して下さい。

エアバッグ装精華は、エアバッグカバ一部lこは固定しないで 

∴∵∴∴∴ －∴一：∴ 

下さい。エアバッグ作動時にケガをする恐れがあります。 

室内アンテナは、運転の妨Iカこならない場所に設置して下 

さい。アンテナを手前寄りに取り付けた場合、急ブレーキ 

、※　灘 �等によりアンテナに顔をぶつlナてケガをする恐れがあります。 
ガラス面に近い場所にしっかり固定して下さい。 

く空室⇒本体のアンテナジャックtこアンテナ線を差し込みます。
アンテナジャックに差した後、披け防止ガイドにアンテナ線を固定して下さい。

S本体の取り付け

一国璽PI配線しだケーブル頬を整理しますo
これまでに記録した、ケーブル類、アンテナ線等をビニールテープや付属の結束バ

ンド等で確実に固定して下さい。また接続していないギポシ端子ihビニールテー

プ等で絶緑して下さい。

‘／益毛／ �配線類が挟み込まれたりすると、断線やショートの原因となり、 

本体や車両の敏睦、さらiこぼ車両火災を起こす可能性があり 
ます。 

一重塞牽一本体を設置します○
本体を運転操作の邪劇こならない場所に、付属の両面テープ等を使用して穀適します。

鮎憲 �本体は、直射日光の当たる場所、エアコンの吹き出し口等の 高温になる場所や足下の水の跳ね返りや外部からの水に触 れる場所には穀虚しないで下さい。 

唾外したアンダーカバー害を元tこ戻しますo

■コーションラベルの貼り付け

エンジンルーム内の目立つ場所に貼って下さい。貼り付ける際iこは汚

れや油分等をきれいに除去して下さい。

ボンネットを開けて作業している際に、誤って始動操作が

行われると大変危険です。必ず目立つ掲所に貼って下さい。

以上で取り付けは終了です。



臆香煙取り付け作業

8ボンネットスイッチを取り付ける場合

ボンネットスイッチ（別売）の取り付けを行うことにより、ボンネットが開いている時のリモコンでのエンジン始動が

出来なくなり、エンジンルーム内での各種作業中の安全を確保出来ます。出来るだけボンネットスイッチの取り付iナ
を行って下さい。取り付けに関しては、ボンネットスイッチに付属の取扱説明書をよくお読み下さい。

漢運転席側ドアスイッチ配線を行う場合

ドアスイッチへの配線を行う事により、リモコンでのアイドリング中に、ドアを開けるとエンジンを停止させる章が出

来ます。

唾本体のパワースイッチを切って下さい。
既に付属の安全センサーケーブルが本体に接続されている場合は、一旦外して

から作業をi〒って下さい。

1車重空Iドアスイッチ線を探しますo
ドアを開けた時はOV、閉めた時に12Vとなる線です。（必ずテスターをご使用

下さい）

半ドア警告灯および、ルームランプの点灯をさせる為のス

イッチです。

季安全センサーケーブルの茶色線を接続しますo
安全センサーケーブルの茶色線は、ボンネットスイッチと共用になっています。

安全センサーケーブルの茶色鯨先端のギホシ端子部をニッパ等でカットし、ス

テップとで見つけた線に、付属の工レクトロタップで接続します。

接触不良が起きない様に確実に取り付けて下さい。ドアス
イッチ検出がうまく行われない場合があります。

く窒空夢安全センサーケーブルを本体のコネクター部（CNと）
lこ接続します。

以上でドアスイッチ配線は終了です。
パワースイッチをONにしてリモコンでエンジンを始動させ、ドアを開けた時に

エンジンが停止する事を確認して下さい。

臆富樫取り付け作業
臆ボンネットスイッチとドアスイッチの両方を取り付ける場合

○

ボンネットスイッチ（別売晶）とドアスイッチの両方の配線取り付けを行う事で、ボンネットが開いた〇・ドアが闘いた

りしている時は、エンジンが動作しないよう安全確保が出来るようになります○’

く重囲｝運転席側ドアスイッチ配線をして下さいo
「運輯席側ドアスイッチ配線を行う場合」の作業をステップ3まで行った後、以下の作業を行って下さい。

く重囲おボンネットスイッチを取り付けますo
ボンネットスイッチに付属の取扱説明雪をよく読み、エンジンルーム内のボンネットスイッチ設置・取り付け作業

く重畳牽｝安全センサーケーブルの茶色緑を接続しますo
ボンネットスイッチの茶色線をエンジンルーム内からグロメット等を利用して牽室内へ引き込か先端のギポシ端子都をニッ八倍

でカットします。捌こドアスイッチ配線をした安全センサーケーブルの茶色線にご用意頂いた工レクトロタップ等で接続します○

接触不良が起きない様に確実に取り付けて下さい。ボンネットスイッチ検出がうまく行われない場合があります。

く重要か安全センサ“ケーブルを本体のコネクタ一部（CNと）tこ接続します。
ステップ2で途中となっていたボンネットスイッチの取り付け作業も完了させて下さい。

以上でボンネットスイッチとドアスイッチ配線作業は終了です。
ltワースイッチをONにして、リモコンでエンジンを始動させ、ドアを開けた時にエンジンが停止する事とボンネットを開

けた時にエンジンが停止する事を確認して下さい。

園「ミツバ6°System」対応商品を取り付ける場合

本商品は、「ミツI（G・System」対応の盗難馨報機やキーレスアダプターを取り付ける事で、リモコン操作による盗難警報

機の制御や、ドアのLOCK／UNLOCKを行う動地来ます。お取り付lナIこは、「ミツバ6－System」商品に付属の取扱説明

書をよく読んで行って下机1。一部の車種ではお取り付け出来ない場合もあります。必ず車種別適応一覧表でご確認下さLl。

調節　　に関する幣紙にについては、別途、接読ハーネスの取扱説明書をよくご覧下さい○ 

＜ � �●「ミツバG・System」対応商品を取的lナる場合、本体のリツドを外す必要があります。必ず本体のパワースイッチを切って8Pケーブ ルを取り外してからリツドを外して下さい。そのまま作業しますと、電源ショート等により、故障したり発火する恐れがあります。 

困壷 ∴∴ � 
●リッドの取り外しにiま、桶密ドライl上等で端からはがすように取り外して下さい。その際ケガをしないように充分注意 

して行って下さい。※それ以外ではリツドは絶対に外さないで下さい。 

●「ミツJtG－System」対応商品を取り付けた後、本体を設置する場合lま、本体のCN3・CN4コネクタ面が必ず下を 

向くようにし、異物が入らない樹こして下さい。（図1） 

本商品のリモコンで「ミツバ6－System」対応商品を操作する場合。

リモコンのACCスイッチを押すこ　○香操作の一例

とで制御出来ます。リモコンの

ACCスイッチは押す毎に「ピー・

ピッ」と「ピピピピッ」の発信青

を交互に繰り返します。

「ピー・ピッ」の時 「ピビビピッ」の時

キーレスアダプター ドアUNJOCK

キーが「ON」の位置になっている時B．ACCスイッチによる操作は受け付けません。又・本体のパワースイッチを



臆富樫機能

Sキー始動学習綴能（キー始動学習綴能の設定方法）

リモコン始動時にABS警告灯が点灯する場合や、スターターモーター駆動時間を

変更する場合は、キー始動学習を行って下さい。

（エンジン停止状態から始めて下さい。）

一重垂争キーをONの位置lこします○

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。

以降の操作が出来ません。

亘上記操作後10砂以内iこリモコンのストップスイッチを
押します。
本体から断続音ププッ　ププッ・・i（2選書）が鳴ります。10秒以内に操作が完了

しない場合は設定出来ません。キーをOFFに戻し、ステップlからやり直して下

さい。リモコンのスイッチは反応音があったら離して下さい。押し続けると、2
－磯に再度ストップ信号が送信され、ターボタイマーの設定が解除となります。

雪空空夢上記操作後30秒以内lこキー操作でエンジンを始動しますo
本体からプププッ　プーと音が鳴りキー始動学習が行われた要を知らせ、鳴り

止みます。この時にスターターモーター駆動時間を「0．8－2．5秒」の範囲で学

習し、以降リモコン始動時のスターターモーター駆動時間になります。よって、

通常使用時と同一環境下で学習操作を行うと効果的です。

30秒以内に漢作が完了しない場合は設定出来ません。

（本体からピーピーという営舎書かします）

キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

一重窒参一キ“をOFFの位置Iこします。

以上でキー始動学習機能の設定は終了です。

臆し端子誤配線チェック様能

本商品には、L端子配線を行った際、接続したL端子が正しいか否かを、本体の

「CHGランプ」の点灯状態で確認する事が出来ます。尚、この機能は「モードスイッ
チの2番がONの時」にのみ行う章が出来ます。

一旬星空PキーをONの位置iこします。
この時本体の「CHGランプ」が点灯する事を確認します。「CHGランプ」が点灯し

ない場合、L端子配線の接続先の間違いや接触不良が考えられます。配線先を見直

を要望⇒上記操作後30秒以内にキー操作でエンジンを始動します。
エンジンが始動すると同時に「CHGランプ」が消灯すれば、」端子配線の接続

先は正しく配線されています。「CHGランプ」が消灯しない場合、L端子配線

の接続先が間違っていると考えられますので配線先を見直して下さい。尚、30

秒以内に操作が完了しないと、確認は出来ません。（本体からピーピーという警

告書かします。）キーをOFFに戻し、ステップlからやり直して下さい。

以上でL端子誤配線チェックは終了です。

園正しくお使いいただくためlこ

■オートライト裟岩垂iこついて。
オートライト装着車に取り付けの場合、オート状態のまま夜間にリモコンにてエンジンを始動すると、

車のライトが点灯してしまい、リモコン停止や自動停止後に消灯しません。

そのためバッテリー上がりの原因となりますので、ライトスイッチはOFFの状態でご使用下さい。
一部の車極では「オートライトアダプター」（別売品）をお取り付け頂くことで、オート状態でも使用出

来るようになります。

看オートチルト装着車1こついて。
オートチルト及びマイコンプリセットステアリング装語草にお取り付けの場合、リモコンでのアイドリン

グ中に、車のキーを差し込んでもステアリング緩能は働きません。エンジンを止めて、再度キーを使っ

てエンジン始動を行って下さい。

ドアスイッチ配線を行う事で、ドアを脚ナると同時にエンジンを停止させる事も

出来ます。詳しくIま10ページを参照して下さい。

mリモコンドアロック裟害毒lこついて。
リモコンドアロック及びキーレスエントリー装着車では、エンジン駆動中（リモコンでのエンジン駆動中

も含む〉純正リモコンによるドアロック・アンロックの操作が出来なくなる車種がありますので、一度エ

ンジンを止めるか、キーでドアを開けて下さい。

「キーレスアダプター」（ミツ／（G－System捌売品）をお取り付け頂く事で、本商品リモコンのACCス

イッチでドアロック・アンロックが出来るようになります。

（但し、一部の車両を除きます。必ず適応車種一覧表でご確認下さい。）

臆リモコン電波到達距離tこついて。
電波到遠距離は、周囲の環境、室内アンテナの設誼状態、リモコンの扱い方等によって変化します。
一般的に建物内や周囲に鉄筋コンクリートの建築物があった〇、高圧送電線や大出力の無線等のノ

イズ発生源があったりすると到達距離は短くなります。又、送信時にリモコンを手篭で覆うと短く

なりますので、ご注意下さい。

e
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困歳銭 �� 

鬱…薫護二：チ批て下さいe 　●整備、車検等で車を預ける場合。 　●当商品の取。扱い方を知らない方が運転する場合。 �� 

車にボディーカパー等を掛 ��人（特にお子様）やベットが 

けたままで使用しないでく　　　　蒸良＿＿「圭 �車内にいる時は、絶対に工 
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＼＼ � � � 

リモコン本体が汚れた場合 � �リモコン裏面のラベルをは 
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公園憲＼ � 

参膏謹告鍵 �斜面で使用される場合は、 必ず輸止めをして下さい。 
他社緩盗難警報機、エンジ ンスターターやターボタイ マーとの併用は、絶対しな いで下さい。故障や誤動作 の原因となります。 

／発議語間 �キーでエンジンを始動した 後に、充電警告灯が消えな い車両は、エンジンスター ターを使用せずに車両の点 検整備をして下さい。 

鯵整驚。藩 �寒冷地では、エンジンがか かりにくいことがあります。 キー操作のみで2．5秒以内 にエンジンが始動するよう に車両を整備して下さい。 

：三三三雲∴≡ �リモコン、及び本体は水に 濡らさないで下さい。衣類 のポケット善に入れたまま、 洗濯しないように充分ご注 意下さい。故障の原因とな ります。 

溺雷欝告霧 �本体の内部に異物を入れな いで下さい。又、分解、改造 は絶対にしないで下さい。 故障の原因となります。 

基陸封鵠 �リモコン本体にキーホルダ ー等を取り付ける培合は、 必ず付属のホルダーリング をご使用下さい。破損の原 因となります。 
本体のケーブル接続端子部に、ドライバー � 

等の金属を接触させたり、異物を入れた � 

DLないで下さい。内部でショートし莞 � 

／、訂籍器謀議諜 ロロ � 
CN4コネクタ‾　CN3コネクタ‾　　　　を向くように股置して下さい。 � 



音便用方法

Sリモコンでエンジン始動

季本体のパワースイッチをONtこしますo
本体からプップッブッ（3回）と確認書かします。

降車時に下記の事を確認して下さい。 

園　芸 � �1．パーキングブレーキを確実にかける。 
2．シフトレバーはPレンジに入れる。 

3．必要に応じてエアコン（ヒーター）をセットする。 

4．キーを抜く。 

一重垂垂⇒リモコンでエンジンを始動します。

リモコンのロッドアンテナを、最後まで引き出して、スタートスイッチを音

（ピピッ）が鳴るまで押し続けます。数秒後、スターターが廻りエンジンが始動します。
一度で始動しない場合は、3回まで自動的に再始動（リトライ）します。

；嚢 �リモコンによるエンジン駆動中は、リモコン始動直後から赦 
秒間隔で鳴り始め、残り時間に連動して徐々に短くなり、自 

駒停止l分節は連続音へと変わり、使用書iこキー以外での工 

ンジン始動を知らせます。 

1車重垂⇒走行しますo

車のキーを差し込み、ONの位置まで廻して下さい。あとは通常通り走行出来ます。

尚、ドアスイッチへの配線を行っている場合、ドアを開けるとエンジンは停止

しますので、キーにて再度エンジン始動して下さい。

キーを廻す際lこ、誤ってSTART（STT）の位置まで廻すと

スターターを傷めます。

漢リモコンでエンジン停止

リモコン始動後は、リモコンのストップスイッチを青（ピーツ）が鳴るまで押し続ける章で、直ちにエンジンを停止させ

ることが出来ます。

Sタイマーで自動停止

始動後約20分（初期状態）でエンジンは自動停止します。自動停止時間は「10分120分／30分」に変更することが

出来ます。詳しくIま17ページの「アイドリング時間の設定」を参照して下さい。

音便用方法

看アイドリング時間の設定

e

本商品は、リモコン始動の自動停止時間を「10分／20分／30分」のいずれかに変
更する事が出来ます。
お取り付け時（初期状態）のアイドリング時間は「20分」です。

毎キーをONの位置lこします。

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

1重要空Il0秒以内lこリモコンのスタートスイッチを押します。
本体から断続音プププップププッ（3遵音）が鳴ります。10秒以内に操作が完了しな

い場合は設定できません。

リモコンのスイッチは反応昔があったら離して下さい。押し続けると、2－3秒後に

再度スタート信号が送信され、「30分」に設定されます。

唾30秒以軸二次の操作を行いますo
リモコンのスタートスイッチを押してから30秒経過してしまった場合は、本体から

ピーピーという警告書がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻し

ステップlからやり直して下さい。

（1）「10分」tこ設定する場合。
リモコンのストップスイッチを押します。

本体からプーという書かして、「10分」が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

（2）「20分」lこ設定する場合。
リモコンのACCスイッチを押します。

本体からプープーという書かして、「20分」が設定されたことを知らせ、鳴り止

みます。

リモコンのACCスイッチは押す毎に、ピー・ピッとピピ
ピピッ音が交互に鳴ります。

（3）「30分」に設定する場合。
リモコンのスタートスイッチを押します。

本体からプープープーという音がして、「30分」が設定されたことを知らせ、鳴

り止みます。

⑫キーをOFFの位置tこしますo

以上でアイドリング時間の設定終了です。



漢使用方法

○始動バターンの切替

一部のディーゼル車等で、グロー（予熱時間）が必要な場合、以下の操作をする事に

よりグローを設定する事が出来ます。グローは6秒です。お取り付け時はグローが

一重重畳IキーをONの位置iこしますo

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以晦の操作が出来ません。

一車重塁審10秒以内lこリモコンのストップスイッチを押します。
本体から断続音ププッ　ププッ・・（2達吉）が鳴ります。10秒以内に操作が完

了しない場合は段定できません。

リモコンのスイッチは反応音があったら離して下さい。押し続けると、2－3秒

後に再度ストップ信号が送信され、ターボタイマーの肢定が解除となります。

また、以降の操作が出来なくなります。

季30秒以内lこ次の操作を行いますo
リモコンのストップスイッチを押してから30秒経過してしまった場合は、本体

からピーピーという琶告書かして、その後の操作が無効になります。キー

をOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

（1）「グロー（予熱時間）」を設定する場合。
リモコンのスタートスイッチとストップスイッチを同時lこ押します。

本体からブービーという音がして、グローが設定されたことを知らせ、鳴り止み

（2）「グロー（予熱時間）」を解除する場合。
リモコンのACCスイッチを押します。

本体からビープーという音がして、グローの設定が解除されたことを知らせ、

鳴り止みます。

リモコンのACCスイッチは押す毎lこ、ピー・ピッとピピ
ピピッ音が交互に鳴ります。

∈垂垂．キーをOFI：の位置lこします。

以上で始動バターンの変更は終了です。

音便用方法

○ターボタイマーの設定／解除方法

⑭

お取り付け時（初期状態）のターボタイマーは「解除」となっています。

毎キーをONの位置lこします。

この時、繰ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

く因牽｝10秒以抑こリモコンのストップスイッチを押しますo
本体から断続音ププッ　ププッ・・（2運青）が鳴ります。10秒以内に操作が完了し

ない楊合は設定できません。

リモコンのスイッチは反応音があったら離して下さい。押し結Iナると、2－3秒後に

再度ストップ信号が送信され、ターボタイマーの設定が解除となります。

く畳牽｝30秒以内l二次の操作を行いますo
リモコンのストップスイッチを押してから30秒経過してしまった程合は、本体から

ピーピーという警告音がして、その後の操作が無効ICなります。キーをOFFに戻し

ステップlからやり直して下さい。

（1〉ターボタイマーを設定する場合。
リモコンのスタートスイッチを押します。

本体からプププップーという書かして、ターボタイマーが設定されたことを知らせ、

鳴り止みます。

（2）ターボタイマーを解除する場合。
リモコンのストップスイッチを押します。

本体からプププップープーという音がして、ターボタイマーの殿定が解除され

たことを知らせ、鳴り止みます。

⑫キーをOFFの位置lこします。

以上でターボタイマーの設定l解除は終了です。



臆使用方法

菓ターボタイマーの使用方法

EGS－M2のターボタイマー機能は、フルオート方式を採用しています。アフターアイドリングの時間は、車の走行

状況に合わせて自動的に設定されます。

毎キー・又はリモコンで・
エンジンを始動させます。

唾走行しますo
少なくとも30秒間は走行状願にしないと、

ターボタイマーは働きません。

吾 l ステップI �÷ �統 

一重垂望む走行終了後・シフトレバーをPレンジlこしてからキーを
OFFの位置iこします。

本体からプップップッというカウントダウン音がして、ターボタイマーが作動

を開始します。

必ず安全な状態で章を駐車して下さい。

；∴∴∵ ��車両によってはターボタイマー作動中にキーが抜けない場 
婆茎器 ．∴∴ ∴∴∴ ��合があります。このような場合は、別売の「日産キーロック 

アダプター」をご使用下さい。 

また、車両によっては正常にターボタイマーが作動しない塘 

合があります。このような場合i弱り亮の「ターボタイマース 

トール防止アダプター」をご使用下さい。ターボタイマーの 

アフターアイドリング時間は10秒－2分50秒の範囲で自動 

的（こ設定されます。 

臆リモコンでターボタイマー停止

ターボタイマー作動中にリモコンのストップスイッチを押す事によりエンジンを停止させる事が出来ます。

Sスリープ機能tこついて

事を使用しない状態が15日間以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。スリープ機能が働
くと、リモコンによるエンジン始勤ま出来ません。スリープ機能を解除するときは、本体のパワースイッチを一度切

って入れなおすか、キーを使ってエンジンを始動させて下さい。

メンテナンス

○電池の交換方法

e

本商品は新品の電池で約3000回＊以上使用出来るように設計されております。i使用中、受信距離が短くなってま
だら電池を交換して下さい。（使用電池アルカリボタン電池LR44×2個）又、商品に添付されている電池はテスト

用のものですので、3000回以内に電池交換が必要になる場合があります。
＊使用温度によっては若干少なくなります。

く重畳着電油差を外します。
マイナスドライバーの先端等で電池藍の端を引き上げるようにして外して下さい。

外す際lこ、マイナスドライバーの先端等でケガをしないよう、
ご注意下さい。

一重垂空一電池を交換しますo
電池のプラス、マイナスの向割こ注意して交換して下さい。

電池のプラス面が蚕側となります。

電池を交換の際は、2個とも新品の電池に交換して下さい。
使用電池アルカリボタン電池LR44×2個

一畳窒曇ら電池蓋を閉じます○
電池のプラス、マイナスの向きが合っていない持合は、電池塞がうまく閉じません

1車重参一交換後送信テストを行って下さいo

漢本体の電源を切る時は

車を車検・蟄隋に出す時や、旅行等により長期間使用しない場合は安全の為、本体のパワースイッチを切って下さい。尚、
EGS－M2はメモリー機能を採用しておりますので、次回お使いになる際に再度オートマチック車の登録やターボタ

イマーの設定等をしなくても、パワースイッチをONにするだけでスイッチを切る前と同じ状態で使用出来ます。

専用ハーネスを外したり、整備の際に車のバッテリー範子を外した場合は、再度オートマチック車の登録からやり直
す必要があります。

臆リモコンを粉失した時は

リモコンを紛失または修理不可能拡破損をした場合は、リモコンのみ購入が出来ます。この場合、新しいリモコンの
iDコードを本体に登録する必要があります。詳しくIi帽院リモコンに付属の説明書をご覧下さい。リモコンは、販売

店または取扱店へご注文下さい。

：t：r　∴ �リモコンのID登録は本体側の操作で行います。従って本体をお送り頂く必要はありません。 

本体に登録出来るリモコンは1台分のみとなりますので、元のリモコンは使用出来なくなります。 

（スペアリモコンとしての殴定は出来ません。） 



故障とお蓄えになる前に　　　　　　　　　　　　∴∴∴」②

このよう璃時 � ��処　置 

・昔（ビピッ）がするまでスタートスイッチを押していま �� � 

すか？ �� 

・室内アンテナのアンテナプラグが外れていませんか？ �� 

鱒子を接続し「オートマチック車の登録」を宿って下さLl 

本体のパワースイッチを一旦切って入れ直すか、 

（運転席のドアスイッチ隠語を行った場合） �� � 

（別売ボンネットスイッチの配線を行った鋤合） � 

ドアスイッチへの配線（任憲）が間違っていませんか？ � � 

本体から「プープー、プープー…」 �・バッテリー鎚子を外したり、バッテリー交換を行いまし �� 

しない �たか？ �� �再度「オートマチック車の登録」そ行って下さい 

しない � �� 

・オルタネ一夕ー（し網子）配線を行いましたか？ ��・オルタえーダー（L端子）配線を行って下さい 

飴勤し標い � �� 

・専用ハーネスの黒色アース館が外れていませんか？ �� 

送信の際はアンテナに触れないようにして下さい 

室内アンテナのアンテナプラグが本体から外れていま � 

せんか？ � 

・フットブレーキへの配線（必要時）を行っており、フット �� 

（別売ボンネットスイッチの配線を行った鏡台） �� 

（ピー・‥・ピー…・）が鳴り続 ける � �� � 専用ハーネスの品番は正しいですか？ � �皐櫨別専用ハーネス適応表を再度確認して下さい 

葦の車種名・年式・型式をハーネス表（こ照合後、 番が正しい場合はユーザーサービス係までお問い合 

l；ミ わせ下さい 

改良のため予告なく変更することがあります。

●リモコン
○型式名　　　　　　TX一〇SM

S技術基狸　　　　　RCR標準規格　テレコントロール用

無職股備適合

S送信周波数　　　426MHz帯の10波のうちl波使用

○過信方式　　　　　単方向通信方式

音速侶出力　　　　　ImW以下

○電波方式　　　　　MSK変陶1200bps

O呼出名称　　　　　送信時自動送出

寒周波数安定度　　　±4ppm以下

01都度数億移　　　　±25KHz

Oスイッチ　　　　　スタート／ストップ／ACC

S重量　　　　　　　25g（電池含む）

S送信確認方式　　　ブザー

S送信時間　　　　　3秒以内

■送信休止時間　　　2秒以上

○送信アンテナ　　　内蔵ロッドアンテナ

〃制御コード　　　　アドレスコード32ビット／

コントロールコード8ピット

○動作温度範囲　　　とOoCへ＋60oC

O定植電圧　　　　　DC3V

S使用電池　　　　　アルカリボタン電池　LR44×2個

m竜也寿命　　　　　電池交換無しで3000回以上送信可能

○外紙寸法　　　　715mm〈H）×32mm（W）×12．5mm〈D）

（突起部除く）

看オプション（別売）晶のご案内

RX－05M

426MHz帯の10波のうちl波使用
－9dbんIV以下

±4ppm以下

l／4．）室内アンテナ
ー20oC一十70oC

アドレスコード32ビット／

コントロールコード8ビット

愚態動作電圧DC8．5V

最高動作電圧OCleV

突入電流80A

最大電流25A

325mm（H〉×120mm（W〉×80mm（D）

（突起部除く）
遺轄待機時平均lCmA以下

スリーブモード時700uA

専用ハーネス（自動）

オルタネ一夕ーLj端子（選択）

l〈－キングポジション（自動）

フットブレーキ（選択）

ドア開放（任意）、ボンネット開放（任恵）

自動粛用ブレードヒューズ25A

20分後自動停止（綬定によ010分／30分変更可能）

140g

適応草稿一覧表をよくご覧になり、必要に応じてオプション（別売・取扱説明書付）をご使用下さい。

●ボンネットスイッチ

串のボンネットが開いている時に、リモコンでのエンジン始動を出来
なくする安全：安置です。

●ホンダレジェンド用DPSアダプター

レジェンド（型式KA7－9のDPS装着者）ドライビングポジションシ

ステムのチルトステアリングのAUTO機能を作動させることが出来

るようにします。

●日産車ーロックアダプター
一部の車種でターボタイマーの作動申、キーが抜けなく拡るのを防

止します。

●ターボタイマーストール防止アダプター
一部の車龍でキーをOFFiこし、ターボタイマーを作動させる際、イ

ンジケーターランプが一瞬点灯したり、エンジンがストール（停止）し
てしまうのを防止します。

●オートライトアダプター
トヨタ・日産串のオートライト憾能付き重両の一郭で、オートライトポ

ジションでのリモコン始動を可能にします。
●キーレスアダプター（ミツバ6－Syetem）●

本商品を取り付ける串でエンジンスターターのリモコンによりドア
をLOCK／UNLOCKが出来るようになります。一都の章純ではモー

ターキット（別亮品）が必要になります。必ず事前に適応車種一覧表

を確認して下さい。

●空調着龍撮「カードック・プロタイプS」（ミツバe・System）I．
Gシステム対応の盗難警報綬「カードック・プロ　タイプS」を追加す

る事が出来ます。この坦合、本商品をリモコンで制御する裏が出来

ます。取付にはGシステム綾織ケーブル（別売品）が必要です。
●Gシステム姥続ケーブル（ミツバ6－System〉●

本商品へGシステム対応のキーレスアダプターや盗離艦報織を接続
する事が出来るようになります。
●「ミツパ6－System」については11ページを参照して下さい。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客

様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈保証規定〉
本商品は、厳重な品質管理のもとに製造され、検査に合格し、出荷されておりますが、お客様の正常な状態でのご使用中、万一敵

陣が発生した場合には、本保証割こ館厳の内容に基づき、無償修理をさせて頂きます。

●修理は、お買い求め頂いた販売店に、本保証書および不具合内容等を記入したメモ等を添えてご依頼願います。

また、修理の際は必ずリモコンと本体をセットでお渡しください。（リモコンのみでは修理できません）

●本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。Thiswarrantyisvaiidoniyhjapan．

●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

尚、下記に該当する場合は、保証期間内であっても保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

1．お客様の故意または過失による故障と認められた場合。

2．商品を分館したり改造したりした形跡が認められた場合。

3．火災、天災、事故、その他紛争等による線傷。

4．適応外車両へのお取り付けや当社専用ハーネスをお使いになっていない場合。

5．取付・取扱説明書中の注意書頂を守られなかったことにより発生した故障、頒蕾等。

6．保証書の添付がないか、あるいは記載事項に不足がある場合。

●消耗部品（電池、アンテナ等）やリモコンのケース職制ま保証対泉外です。

●修理によって生じた交換部品は原則としてお返しいたしません。

●本商品の製造終了後5年以降は使用電子部品の製造中止等により修理不能になる場合がありますので予めご了承ください。

※保証期間経過後の修理については、当社ユーザーサービス係までご相談ください。

修理によって機能の維持が可能な場合は、お客様のご要望により有償修理致します。

株式会社ミlソバcBC事業都　　　議叢蒜沢田．2681


