
∴「∵亘 �‾二言 ��∴∴ ∴：‾ 二十：∵ �鵠 俄 雨∴禽 十一 � � 

．∴∴「∵““ 

∴　∴ �ぐ �∴十 ・ぬらi �il∴ ∵∴∴ �「 �鷲磁 ÷∵∴ Qi憶）， ∴、Jiヾ iこノ㊥ み∴i主．も 

∴∴∴享∴言 � �∴－∴二 m、忠 �十㌧∴∴ ∴∴十 千∴∵ ∵：基 質1匂 子∴書 � �霧墾 

，羅器葦漂 ��ヽ∴∵ 3∴農 ㌧∵ ⇔∴ネ ��蜜 ∴ 餌 �ii，こ： 鯵∴宮）を1 忠∴9－ 016‘博 ⑬∴々lE 講説嵩高普幕＿高密需書証缶詰雄謹高畠気嵩’読緩ま、鍛連語ぷ詳科お等㊦㊧個e豊前韓＄鵠め。嚢翌諦／晋読晋詳言’ 諦一 類△警告お取捌ナ｛こは専門知識が必要ですo 

討∴あ取り付けは、販売店、又はカーディーラー等の専門店にご依頼下さい。お害 
÷ 璃i∴様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。又、本機を取り付 e 

罵　けた馨による、車両や車載品の故障、事故等の付随的掠書については、一切そ 
匂 亀　の責任を負いません。 特 

螺蒋蒋語評語吾平語窓寵窮諒燕霜罷藤窯拝霜蕎ノ密告∴ 。㌔㌦㌔一子÷子∴∴◆∴∴∴∴’“∴∴∵∵言◆●●〇、十ノ●●●●●●●●●●了●●●●子．●●し、二子●’●∴、↓‘．∴‘言∴∴∴ヾ∴∴一 ◆ 僻 △警告器蒜露語器詩誌蒜 

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。 　　　　ト 

令、・詳言⊃・詳詰e．・．・詰・。C．種．㌔㌧㌔∵∴∴：誓弼弼認認識醸認諾謡漆濯毅駁 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”“‾‾‾‾参ili 一‘・＼〇、－▲・iii＼■i（／、一一湘・、 畿△注意素意藷葉菜議 　　　　　　　　十 〇∴雪〉∴ミ一握 

諌需 ㊥∴e∴患 �蜜が出来ません。又、バッテリー交換や整備等によりバッテリー端子を外すと、 

懸　初期設定は消去されますので、再臨定する必要があります。講しくは、棚 eIJIc …讃黒子10ぺ－ジを参揃います。紅始暇定や9－ホタイマー的轍鮒こ消去されます・ 

議題認溺騒 �� �� � � 諜 �輝鴻鵠継前端粥粕部 �灘灘 �騒擬藤懸灘 

∴宰“、十十 ��．鶉 �緩擬擬灘 



はじめに

このたびは、本商品をお買い上げ頂き捌こありがとうございます。ご使刷こなる馴こ、本冊子を必ずお

読み頂き、正しくご使用下さい。又、お読みになった後も本冊子は車検証入れなどに保冒して下さい。

そして、本商品を寝適される場合や別のお劃こ取り付け直す塙合も、本調子を必ず製刷こ付帯させ、

お使いになる方がいつでも見られる様にして下さい。又、コーションラベルも販売店から購入して

下さい。本商品は日本国内でのみご使用出来ます。

△注意　リモコン取り扱い上のお願い
・リモコンは防水仕掛こぢっておりませんので、回目塙など湿気の多い場所でのご使用はおやめ下さい。又、雨や

露などがかからないようにご注意下さい。尚、濡れた手で触ったり、ロッドアンテナに水がついたまま収納しま

すと内訓こ水が入り、故障の原因となります。これら水濡れによる故障は保駈対象外となります。水に濡れた場

合はな池ブタを外し電池を抜いす風通しの良い所で乾かす等、完全に乾いてからご使用下さい。
・リモコンを多くの物が燈まった荷物の中に入れたり、衣臓のポケット阜引こ入れて無理なカをかけないで下

さい．内部基板等の破損I故障の原因となります。
・リモコンをエアコンの吹き出しロなど急激な温度変化のある場所に置かないで下さい。結露により内部が

△注意　アイドリング中の豪雨電装品のスイッチ操作について

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ウイ／ト、シートヒー

ター・勲線など）のスイッチは葦前に切ってご利用下さい。壷種によってはアイドリング中の電流過多により、

リモコンエンジンスターターのヒューズが切れる地合があります。

△注意　駐車について
お壷を駐車する際は必ずシフトレ／トをPポジション（レンジ）に入れてご使用下さい。

リモコンでエンジンを始動して走行を行い、その後キーでエンジンを止めた埼合、一部のお葦ではキーがPポ

ジション以外の位置でも抜ける場合があります。これはお壷の仕様によるもので異精ではありません。駐車

する燦は、必ずPポジションの位億を確認して（Pブレーキをかけて）キーを抜いて下さい。尚、ドア配線等を行

い乗車酬こ一旦エンジンを止め、キーで再始動すればPポジション以外で捌ナることはありません。

△注意　VSA装着車について
ホンダのVSA凄装着車（CR－∨及びアコード、トルネオ等）の－訓こ、リモコン始動後VSAの表示が消灯しな

い場合があります。これは、お壷のVSA表示システムとエンジンスターターの動作タイミングが異なるため

で真黛ではありません。走行前に一旦エンジンを止めて再度キーにてエンジン始動を行って下さい。尚、ドア

スイッチへの配線を行うことで、ドアを開けると同時にエンジンを停止させることも出来ます。

注；VSA（ピークルスクビリディアシスト）；ブレーキ時の菖輪ロックを防ぐABSと、調速時の車輪空転を防ぐTCSに、
旋回時の横すべり抑制を加えた、重商挙動安定化制御システム

△注意　レーダーオートクルーズ装着車について
ホンダのレーダーオートクルーズ袈越壷（アサアンシア芭）の－訓こ、学習殴定を行わず工ンスタを取り付け、

リモコン蛤動後、走行した塙合オートクルーズ機能が働かないことがあります。これは、お章とエンジンスタ
ーターの動作タイミングが異なるためで異黛ではありません。お取り付け時に必ずキー始動学習設定を行っ

て下さい。尚、キー始動学宮殿定の麗綿は本冊子17ページを参照願います。

△注意　照境へのご配慮について
地球環境保全の為、時鰭運転の時間は必要最小限にとどめて下さい。又、不必要な暖機運転は行わないよ

うにして下さい。暖機運転により発生する、二酸化炭素は地球温暖化、排錆ガスは大気汚染の原因（こなり

ます．
・暇機運転駿足時間の目安

専両軸穏鰹の水温請が所定の便意まで上がれば十分です。ご使用の車種、季節などを尊慮し、適切な時間

で椴定して下さい。
・アイドリングの影書

一般的な乗用壷で、10分間のアイドリングにより約0．14リットルのガソリンを消費し、それにより約

90グラムの二酸化炭素が発生するといわれています。

ゼー

○パッケージ内容　………………………4ページ

▼お取り付け手順　…………………‥・…5ページ

ロ本体モードスイッチメニュー

ロブザー音一覧表

○お取り付け出来る車は…　…………6ページ

○お取り付けの前に　……………………7ページ

○壷穂別専用ハーネスの取り付け　……8－9ページ

○オートマチック車の登録　……………10ページ

▼動作確認を行います　…………………11ページ

ロ動作確認で下記の痘状になった場合

▼各種お取り付けを行います　…………12ページ

ロL端子横田へ変更

▼各種機能　………………………………13ページ

ロL縮写娯配線チェック機能

▼害稀お取り付けを行います　…………14・16ページ

ロフットブレーキ検出へ変更　………14ページ

ロ室内アンテナの取り付け　…………15ページ

ロ本体の取り付け　…………………‥当5ページ

ロコーションラベルの貼り付け　‥・i・15ページ

ロボンネットスイッチを取り付ける境合・i…・16ページ

ロドアスイッチ配線を行う場合i・・…16ページ

▼各種機能　…………・・…………………・17ページ

ロキー始動学習毅定

▼ご使用上の注意　………………………18－21ページ

ロ純正オートライト装憲章について・・当8ページ

ロ純正オートチルト袈越壷について…18ページ

ロ純正キーレス装着車について　…‥i18ページ

ロリモコン送信について・i…………・18ページ

ロ電波到達距離について　……………19ページ

▼ご使馬方法　……………………………22．27ページ

ロリモコンでエンジン始動　…………22ページ

ロリモコンでエンジン停止　……‥i…22ページ

ロタイマーで自動停止　………………22ページ

ロリモコンで外部機器制御i………‥22ページ

ロ本体動作の停止　…　　　　i…・23ページ

ロ本体動作の復帰　……………………23ページ

ロターボタイマーの設定I解除………24ページ

ロアイドリング時間の設定　………‥・25ページ

ロ始動パターンの切替　………‥・……26ページ

ロターボタイマーの使用方法　………27ページ

ロリモコンでターボタイマー停止　…27ページ

ロスリープ機能について　…………‥i27ページ

▼メンテナンス　………………………‥・28ページ

ロ電池の交換方法

口本体の電源を切る時は

ロリモコンを紛失した時は

○故唇とお香えになる前に　……………29ページ

○仕様　………………・・………‥・………・30ページ

○別売りアダプター　…………………‥・30ページ

○アフターサービスについて　…………31ページ

漢保証規定　………………………………31ページ

○保証書　…………………………‥・…‥・裏表紙

この取付・取扱説明 �書では安全上重要な項目に下記のマークを表示しています。 

△危険…… �・・・死亡を含む垂大事故の原因と成り得る事を意味する。 

△警告…・・ �・・・死亡を含む重大事故に至る可能性がある事を意味する。 

又、法律に違反する事を意味する。 

△注意・・…・ �・・・人身事故の原因と成り得る事を意味する。 

文、車や商品の損傷、故障等の原因と成り得る事を意味する。 
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●バッケ”ジ内容

．軸アンテナ縫堕トロタップ，麗雛蕗 輔の手羽ツチ鉛 　ン； 1 二÷三千二タグ 

●安全センサー 
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●お取り付け手順

△注意
オートマチック車の登録機

借を6わないと、本隊は動

作しません．

【　　取り付 ��iii講【搭臆題S 

車種別専用ハーネスの取り付け 
i 

NG ↓ 「 �必要（ �こ応じてオプションの取り付け 

I 

本体の接続 
i 

オートマチック車の登録　　　く‥ 

看臆臆寡廟I鱈脚 ��参照） 

〇一一†ヽ， ��e 
∴謀∴一 � 

鰭翳醗 

饗鬱、 

室内アンテナの取り付け 
i 

本体の取り付け 
！ 

コーションラベルの貼り付け 
i 

必要に �応にオプションの取り付け　」 

必要に応じてターボタイマーの設定l 

＼取り付 ��ナ終了 

○本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）

〃ブザー音一覧表

ターボタイマーストール防止
アダプター

日産車ーロックアダプター

ホンダレジェンド用DSP
アダプター

・（10ページ●照）

1・・（15ページe照〉

ボンネットスイッチ富

（オートマチック車登録や各種機能設定時の反応音を除く）

媒繊 �� �饗 �撥 �本体のブザーが鳴る場合 

鷲蕩 ��義 �騒 � �●本体の電源が入った場合。 

㍉∴ � �●リモコンでエンジンが始動した櫓合． 

千言 擬 � �÷：∴ 灘 �●リモコンでエンジン駆動中． 
リモコン始動直後から5秒間隔（アイドリング20分モード時）で競り始め、残り時間に連動して徐々に燭くなります。 自動厚止直前（1分前）は連続音に捻ります． 

∴∴∴㍉ �� � �繊弱 

紹 欝 � �●ターボタイマーでエンジン駆動中。 

●、 iQ �：繍 �ターボタイマー作動直後から1秒間隔で撮り始め、残り時間に運動して検印こ短くなります。 自動庫止直前（1秒前）は連続音になります． 

ii墾鐙 ��虫 �∵ �塵、Ii’ ∴∴： ㌣∴ �●スリーブから復帰した場合。 

窮鷲 ��÷ ：′： �∵ � �●リモコンでエンジンが始動しない櫓合． 

薄紫※ ��÷ �滋 子 �∴∴∴ ∴∴ ∴：∴ �●リモコンでエンジン駆動中にエンストした握合． 

∴ピー卓二 ��∴∴ � � �●リモコンでエンジン始動噺こバッテリー電圧が低い場合． 

i● “・雷 ∴ 年男 ∴言 �簸た �∴∴： ∴「 �●車両との相性が思い（悪くなった）地合． 

リモコンのスタートスイッチを綿してもエンジンが始動せず報告書が鳴り‘翻ナる。 
※技術サービスへあ問い合わせ下さい．★書き音はキーをONにすれば停止します。 



●お取り付け出来る壷は…

△危険
繕しくは、霞薪の弾社「壷龍

別管用ハーネス適庫裏」を

ご篤下さい．

△危険

△危険

△注意

△注意

△注意

●国産車のみ、あ取り付け可能です。
外国車へのお取り付けは出来ません。

●オートマチック車のみ、あ取り付け可能です。
マニュアルミッション車へのお取り付けは出来ません。垂大事故の

原因となりますので必ずオートマチック壷で使用して下さい。

●12V壷のみ、あ取り付け可能です。
24V壷へのお取り付けは出来ません。

●電子制御燃料噴射装置搭載車のみ、お取り付
け可能です。

電子制御燃料噴射装贋搭載車、及び一部のディーゼル重で、イグニ

ッションキーのみぞエンジンを始動することが出来るお車のみ、お

取り付け可能です。

エンジン始動時にアクセル操作やチョークレ／ト操作を必要とす

るお車、電子制御キャブレター搭載車へのお取り付けは出来ません。

●純正キーフリーシステム非搭載車
詳細は、最新の弊社「車種別専用ハーネス適応表」をご覧の上、ご確認

下さい。

●単体でのみ、お取り付け可能です。
他社製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

あるお劉こほお取り付け出来ません。（併用すると、それぞれが正し

く動作しない恐れかあります。）
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●お取り付けの前に

△危険

△注意

△危険

△警告
最新の弊社「車種別専用

ハーネス適応表（別冊）

をよくご篤になり、ゐ車

に合った当社製寄席ハー

ネスをご使用下さい。

△警告

●シフトレバーは、必ずPレンジに入れて下さい。

●お壷のキーは必ず抜いて下さい。

●パーキングブレーキは確実にかけて下さい。

●他社製のハーネスは使用しないで下さい。
他社製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・加工しての取り付けは絶対にしないで下さい。車両故障、商品

故障の恐れかあります。又、廉駈対象外になります。

●取り付け工員について。
この商品を取り付ける際に必要な工具は一般的には次の通りです。

プラスドライバーiブライヤー・ニッパ・スパナ等。

●お取り付けには専門卸鰭が必要です。
お取り付けは、販売店、又はカーディーラー等の専門店にご依頼下さい．お宮倭ご自身で取り付けら

れた場合の保証は受けられません。又、本椴を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等

の付随的損害については、一切その重任を負いません。

－7－



●車種別専用ハーネスの取り付け 

SS〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇m 器memon SSSOSSSSSn �く昭電｝●キースイッチの配線カプラーを探します。 

e重要要塞童重患 �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。 

匡聾 圏 �詳しくは・最新の弊社「豊橋別専用ハーネス適応表」をご㊧照下さい。 
○タイプ1 �TOOl接続例 

●キーシリンダーより出ている配線の約20～ �＿ニ＞ ÷； くつ ヾ÷∴ 
30cm先にカプラーが位宙しているタイプi 

専用ハーネス参考例 

圃田圃閏 
閏園田圏醒謁 

匡謹
ステアリングコラムカバー

を取り外す標、寧纏によっ

てはステアリングを90度

廻さないとネジが外せない

織合力くあります．

△注意
軍用ハーネスが2本に分か

れているので、必ず全ての

カプラーを綴録して下さい．

○タイプ2 �TOO3接続例 

●キーシリンダーに直接接続されているか、 �勺　● 星胞 さも 
もしくはキーシリンダー直近に位置している タイプo　朗ハーネス参瑚 

相国回田園田 
田圃 

○タイプ3 �HO48接続例 

●ヒューズポックスやジャンクションブロック �享 
に直接接続されているタイプ。 

専用ハーネス醐 

醒語醒 �二三 
○タイプ4 �HO44接続例 

●配線カプラーが2箇所に分かれているタイプ �頚＼ 
それぞれの位置が離れているものもあります。 

専用ハーネス参考例 

醒闘彊 � 
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●車種別専用ハーネスの取り付け

△注意
カプラーの接続は振動害で

外れないように、最後まで

臆実（こ差し込んで下さい．

△注意
蜜装されている金属部分や、

壷の振動等で緩んでしまう

臆断に取り付けると、本体

がうまく動作しぢい事があ

ります．

△警告
重大な事故の
おそれあり

中継ハーネスの本体根元付

近を強く曲げる等無理なカ

がかかった状鰭で固定・駁

）付けると動作時にカプラ

ー鎌手が高温となり、カプ

ラーか焦げる等動作しなく

なるだけでなく、重大なさ

故につ谷がるおそれカくあり

ます。

重要喜多●専用ハーネスを接続します。
見つけ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。

垂●アース線を接続します。
車穂別専用ハーネスから出ている黒色アース線を、車体の金属部分に確実に締め

付けます。アース線接続が不完全な場合、動作か不安定となり、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。接続箇

所を十分能駿の上、適正な場所に接続して下さい。

取り付けに適している場所（ナット） �取り付けに逼していない績所（ネジ） 

●純正車両電装品のアースポイント �●アンダーダッシュやセンターコン 

に使用されているナット。 �ソール等、樹脂を止めているネジ。 

●車体金属部分に止められた非塗装 �●メッキや塗装により、電導率の低 

で大きめのナット。 �下した金属部分に止められたネジ。 

孝三 �∴「∴：∴ ∴；∴∴∴： 
重●専用ハーネスを固定します。

専用ハーネス及び中継ハーネ

スはカプラーの端子に無理な

カが飴からない様に配覆して、

振動等で動かない験に結束バ

ンド等を用いて固定して下さい。

一昏重畳⇒●本体を接続します。
本体に中継ハーネスを接続

し、専用ハーネスの残りの

カプラーと接続します。

一9－

キーシリンダー � � 

こ �結束バンド 

専用ハーネス 

車両側ハーネス � � 



●オートマチック車の登録※以下の操作虹ンジンを始動させ引。行つ布き。。

△注意
オートマチック壷の登録は

専用ハーネスの鐙続後行っ

て下さい．また接続前に、本

体のパワースイッチはON

にしないで下さい．

圏
断続音がしない鰯合駿、ア

ースが臆実にとれているか、

又ハーネスの品重が正しい

か憤認して下さい．

△注意
STEP・2ではエンジンは蛤

勘させないで下さい．

△注意
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。

△注意
断続音が変化した事を必ず

健闘して下さい．

匡蜜
断続音が変化しない場合は、

一旦パワースイッチを

OFFにして、専用ハーネ

スの全ての配線が接続され

ているかを確認して下さい．

△注意
車両のパッチリー鎚子を外

したり、専用ハーネスや

アース録を外すとオートマ

チック車の登録備穀が消去

されます．この地合には、

再度オートマチック重の登

録を行って下さい．

一事堕空夢●本陣のパワースイッチをONにし
ます。
この時本体から、プープー‥と断続書かします。

∈垂垂ら●キーをさし込み、ONの位露にし
ます。
この時本体からてる断続音が、ブアッ　ププッ

ブブツ・へと変化する事を確認します。

雪●シフトレIトをPレンジから
Rレンジへと動かします。

本体からそる断続音が、ブナブツ　プププッ

ブプブッ　へと変化する事を寵隠します。

⑫●シフトレ／トをRレンジから
Pレンジへと戻します。

この時本体からてる断続音が、プププリ　プーと

鳴り、オートマチック車の登録が終わった夢を知

らせます。

く瑠匿か●キーをOFFの位置に戻し、抜き取
ります。

回田
以上でオートマチック車の登録は
終了です。
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●動作確認を行います

△危険
安全の急、パーキングブレ
ーキをしっかりとかけで下

さい．貫大事故につながる

恐れかあります．

111emc

エンジン始動鎧は、本体か

ら着色音（ブッ）が厳秒間隔

で直り始め、アイドリング

の残り時間に応じて間隔が

隠くなり、連続音へと変わ

ります．

△注意
壷種によっては、キーを

ACCの位置にしないとシ

フトレバーが動かせないも

のもあります．その場合は、

キーをACCの位置まで廻

して寵廓して下さい．

△注意
石に記載している症状は、

取付時に発生しなくても、

数日後に発生する協会があ

ります。底状が発見された

時点で処直して下さい．

△注意
一部のあ電（マツダ：ボン

ゴ・フレンディ等）で、ゐ

取り付け轟鎧のリモコン飴

動は出来るのに、＝回目か

らのリモコン始動か出来な

い（メーターパネルが点灯

してもセルモーターが駆動

せずリトライする〉地合か

あります．この機会には、

17ページの「キー飴動等

酉機能」を行って下さい．

∈要事⇒●リモ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、

スタートスイッチ書くビ巳のが鳴るまで押します。

く起電お●お豊のエンジンが姶劃します。
本体が信号を受信すると、ますメーターパネルが

点灯します。そして敏妙徳にセルモ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回まで自動細こ再始動（リトライ）します。

車重事●シフトセンサーの確圏をします。
リモコンでエンジンを始動させた後、キーを差し

込ます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事を確

認します．至極によっては、キーをACCの住田にし

ないとシフトレバーが動かせないものもあります。

以上動作確鰯は終了です。

○動作龍田で下記の握状になった地合

症状

（霊二）

エンジンは胎動しているのに鍛妙で停止してしまい、自動削こ高飴動（リトライ）が行

われてしまう燭台、又はエンジンは始動していないのにメーターパネルか点灯したま

まに敬ってしまう地合は・・・。

エンジンの自動始動検出が、うまく行われていないと脅えられます。捧しくは、12

ページのrL鯖手技出へ愛妻」を日照して下さい。

一部のディーゼル電蓄で、魯精欝に始動かうまく行われない場合は・・。

グロー（予熱）時間がたりない手が考えられます。詳しくは、26ページの

「始動バターンの勧告」を¢照して下さい。

せルモーターの駆動時間が短いために、1回昌のセル駆動でエンジンか飴馳せず、リト

ライしてしまう地合は…．

セルモーターの駆動時間を学習させる事が出来ます。練しくは、17ページの

T字一姫動学富機能」を参照して下さい。

リモコン始動鐙にABS寒害灯等が消灯しない地合は…．

キー始動蛍雪を行う竃で重曹灯が消灯するようになります。群しくは、17ページの

「キー始勧学雷描館」を診賭して下さい。

リモコンでエンジン飴動幾、シフトレ／トをPレンジからRレンジへと動かしてもエ

ンジンが億止し敬い持合は…．

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雲えられます。群しくは、

14ページの「フットブレーキ検出へ饗宴」を参照して下さい。
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●吾程お取 �り付けを行います 

SL端子検出へ変更
（動作確固後、必要な場合のみ）

●ディーゼル車や軽自動車等でエンジンは始動している

霧欝駿韓

●各種機能

国
車両によって壷室内からL

鎌手鯨を綾統出来るお塵も

あります．膳しくは技㈲

サービスまでお問い合わせ

下さい。

△注意
接触不良がおきない横に確

実に取り付けて下さい．

△注意
灰色線がボディの金庫部分

に触れると、ショートを起

こし車両故障の原因になる

恐れかあります．

△注意
お取り付け時はリモコン始

動出来ても、まい時や寒い

時に再始動してエンジンが

始動しない場合は」納言配

線が必要です．

く密室⇒●一旦本体のパワースイッチを切
ります。
フットブレーキ配線等を行った車両は、安全セン

サーケーブルが本体に接続されているので、一旦

外して下さい。

一国起電お●車両のオルタネーダーから出て

いるし端子線を探します。
L端子線とはイグニッションONの時1－3V、エン

ジン駆動中12－14Vになる線です。

（必ずテスターをご使用下さい。）

一昏塑！卦●安全もンサーケーブルの灰色線

を接続します。
付虜の安全センサーケーブルの灰色線を、車重内

からエンジンルームに引き込み、オルタネーダー

から出ているL端子線に、付属の工レクトロタツ

⑫●安全センサーケーブルを本体に
接続します。

⑩●モードスイッチの2雷をONにします。

以上でL端子検出への変更は終了です。
パワースイッチをONにしてリモコンで問題なく

エンジン始動出来る事を確認して下さい。L端子

配線が正しく接続されているか確認するさが出

来ます。詳しくは13ページのrL絹子誤配線チェッ

ク機能」を＄照して下さい．

一12－

rcHcランプ」は車両の充

軍書昌灯（チャージランプ）

の点灯、消灯と運動して」

純子の填罷線をチェックす

る機能です．

△注意
この時、エンジン始動させ

ないで下さい。

」鎮子記接力く外れたり、

接触不良になっていると、

キー操作でエンジン蛤劃し

た30秒鐙に書合音（ピーピー）

が鳴り、お知らせします．

OL端子誤配線チェック機能

●L端子配線が正しく接続されているか否かを、本体の

「C［Gランプ」の動作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

事が出来ます。

亘●キーを差し込みONの位置にします。
この時、rCHGランプ」が点灯することを確認し

ます。（点灯したらSTEP－2へ進んで下さい。）

rCHG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。

（イグニッションON時に、約7V以上を検出して

います。）

車両側メーターパネル

く重要事●上記操作後30秒以内に・キー操作
でエンジンを姶劃します。
エンジンが始動すると同時に「CHGランプ」が消

灯すれば、L範子配線は正しく接続されています。

「CHGランプ」が消灯しない場合、L端子配線が間

違っていると考えられ毒すので配線先を見直して

下さい。（エンジン始動後も約7V未満を検出してい

ます・）尚・30秒以　車両側メーターパネル

内に操作が完了しな

いと、確認は出来ま

せん。時間が過ぎる

と、竃告音（ピーピー）

かしてrCHGラン

プ」は消灯します。

く起霞か●吉こ諾戸にしてエンジンを停

CHGランプか正黛に動作しなかった場合は、配線

を見直して下さい。群しくは、12ページのiL端子

検出へ変更」を㊧照して下さい．

以上で」端子験配線チェックは終了
です。
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●各種お取 �り付けを行います 

●フットブレーキ検出を行う事により、リモコンでのエ

ンジン始動中に、フットブレーキを踏む事でエンジンを

停止させる事が出来るようになります。

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．又、配

慮の織部先は、お葦のスト

ップランプを点灯させる為

の練です．

△注意
接触不良がおきない様に確

実に取り酬ナて下さい．

一重因り●一旦本体のパワースイッチを切
ります。
L端子配線等を行った車両は、安全センサーケー

ブルが本体に接続されているので、一旦外して下

垂重要∋●車両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アームの

く重畳も●ブレーキペダルを踏んだ時に、約
12Vの電圧が発生する線を見つ

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、踏んだ時に約

12Vになる線を見つけて下さい。（必ずテスターを

垂●安全センサーケーブルの白色線
を接続します。
付属の安全センサーケーブルの白色線をSTEP－3

で見つけた配線に付属のエレクトロタップで撞

く西国審書●安全センサーケーブルを本体に
接続します。

く垂望む●モードスイッチの1番をONにし
ます。

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

胎動後、フットブレーキを踏んでエンジンが停止

する串を確認して下さい。
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●各種お取り付けを行います

△琶望岩ヒ冒t＝⊃

エアバッグ禁鳥壷（ま、エア

／年ソグカバー部には固定し

ないで下さい．エアlUソグ

作動時にク”ガをする恐れが

あります．

△琶gd二言‘：コ

室内アンテナを座席重りに

捜tLないで下さい．患ブ

レーキ等により身体が前方

に倒れた際、室内アンテナ

に顔面をぶつけてケガをす

る恐れがあります．

藍謹
別亮りの「延畏コード」をご

使矧こなることでダッシュ

ボード以外への取り付けも

蛋重曹
配線コードが挟み込まれた

りすると、噺鯨やショート

の原因となり、本体や童画

の故障、さらには重両火災

を起こす可能瞳があります．

△警告
本体は、直射日光の当たる

越前、エアコンの吹き出し

口篭、高温にぢる鯛所や足

下の水の跳ね返りや外部か

らの水の触れる地所には般

櫨し磨いて下さい．

△警告
ボンネットを間けて作雛を

している際に、廓って始動

榛作が行われると大変危険

です．必ず目立つ場所に貼

って下さい．

○室内アンテナの取り付け

∈空室⇒●室内アンテナを取り付けます。
ダッシュボードサイドのピラーから10cm以上離

し、出来るだけフロントガラスに近い平らな甥所

に綬宙して下さい。この際、アンテナエレメント

がフロントガラスと平行になる様に座金の角度

を岡筋します。尚、角度の調節は、アンテナエレメ

ントにストレスをかけない様に雲台をしっかり

一倍密書書●本体のアンテナジャックにアン
テナ線を差し込みます。

最初に、アンテナ線抜け防止にアンテナ鯨を巻き

付けます。その後、アンテナジャック（アンテナ接

続コネクター）に差し込みます。

〇本偶の取り付け
圏

重●本体を取り付けます。
本体及び配掠ケーブルは、車両の可動部（チルト

ステアリング、アクセル、ブレーキ、パーキング

ブレーキ、アクセルリンク等）に支障をきたさぬ

場所に般露し、付属の結束バンドで確実に固定し

て下さい。本体の取り付けか不完全な場合、薄下等

で運転に支障をきたし、重大な事故につながる恐

く重要夢●外したアンダーカI千一等を取り
付けます。

○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必ず触って下さい。

貼り付ける際には汚れや油分等をきれいに除去して下

さい。

以上で取り付けは終了です。

ー15－

圏
閣
圏
囲
圏
圏



●各種 �お取 �り付けを結います 

△注意
ボンネットスイッチ（別売）

とドアスイッチの両方を接

続した地合、ボンネットを

馴ナた晦もルームランプや、

半ドア営舎灯が点灯します。

整備等で長時間ボンネット

を開けたままにされる地合

には、ルームランプのスイ

ッチをお切り下さい．

お壷の半ドア着g灯やルー

ムランプを点灯させる急の

鯨です．

○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）の取り付けを行う葦により、

ボンネットが開いている時には、リモコンでのエンジ

ン始動が出来なくなり、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け、配線を行

って下さい。取り付けに関しては、ボンネットスイッチ

付帯の取付説明富をよくお読み下さい。

○ドアスイッチ配線を行う場合

●ドアスイッチの配線を行う事により、リモコンでのエ

ンジン始動中に、運転席のドアを開けるとエンジンを

停止させる事が出来るようになります。

一重！堅曇り●一旦本体のパワースイッチを切

ります。
L端子配線等を行った裏面は、安全センサーケー

ブルが本体に接続されているので、一旦外して

く重畳＞●運転庵のドアスイッチ配線を探
します。
ドアを削ナた時はOV、蝕めた時に12Vとなる線

です。（必ずテスターをご使用下さい。）

く密国書●安全センサーケーブルの禁色線
を接続します。
安全センサーケーブルの茶色線は、ボンネット

スイッチ配線と共用になっています。ボンネッ

トスイッチを取り付けない場合には、茶色線の

ギホシ端子を、ニッパ等で切断し付属の工レク

一喝重畳－●安全センサーケーブルを本体に
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にしてドアを閉じた状態で、

リモコンでエンジン始動後、ドアを脚ナてエンジ

ンが停止する富を確認して下さい。
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題
畷
曝
二一二三

●各種機能

〇千一始動学習毅定

△注意
この時、エンジンは始動さ

せないで下さい．

△注意
10秒以内に操作が完了し

思い成合は駿足出来ません．

一旦、キーをOFFの位iに

戻し、STEP－1からやり直

して下さい．

△注意
30秒以内に農作が完了し

ない甥合は股定出来ません．

（本体から“ピーピー”とい

う重曹書かします．）

又、セルモーター駆動鐙も

受付害（ブブナソブー）がせず、

断続音（ブナツナブソ）

か継続されている携合には、

一旦、キーをOFFの位置に

戻し、STEP－1からやり直

して下さい。

●キー始動学習機能を行う事により、リモコン始動時の

ABS琶告灯等の未消灯対策やセルモーター駆動時間の

学習登録を行う事が出来ます。

一車重重り●キーをONの位置にします。

∈垂喜多●上記操作後10秒以内にリモコン
のストップスイッチを押します。

本体から断続音（プブッブブッ）力鳴ります。

一国密露｝●土語操作後30秒以内にキー操作
でエンジンを姶勤しまず。
本体から受付音（ブププツ　プー）がしてキー始動

学習が行われた事を知らせます。せルモーターの駆

動時間は「0．8－2．5秒」の範囲で学習され、リモコ

ン始動時、1回日のせル駆動時間に登録されます．

（2回目．3回目も過黛過り延長されます。）よって、

通常使用時と同一環境下で学習を行うと効果的です。

一旬堕望む●キーをOFFの位置にします。

以上でキー始動等雷投定は終了です。

－17－



●ご使用上の注意

●純正オートライト装着車について。
純正オートライト装縮蔓は、夜間（暗い場所）でのリモコンエンジン

始動時のライト点灯を防ぐ為、お車を駐壷する際（ま、ライトスイッ

チをOFFにしてご使用下さい．又、「AUTO」ポジションで夜間（暗い

場所）にリモコンエンジン始動（ターボタイマー作動）を行うと、自動

停止やリモコンによるエンジン停止後もライトが消灯しないお壷（主

にトヨタ日産車）はバッテリー上がりの原因となりますのでご注意

下さい。

※別売りのアダプターをあ取り付け頂く鴨で、rAUTO」ポジション

でご使用出来るお壷もあります．

●純正オートチルト装農壷について。
リモコンでエンジン始動中、乗車してキーを差し込んでも純正オー

トチルトが作動しないお壷は、リモコンでエンジンを止めてキーで

エンジンを始動して下さい。これは、純正オートチルト及びマイコ

ンナノセットの仕様によるもので、畏縮ではありません。尚、ドアス

イッチへの配線を存うずで、ドアを開けると同時にエンジンを停止

させる富も出来ます。群しくは16ページの「ドアスイッチ配線を行

う場合」を参照して下さい。

●純正キーレス（リモコンドアロック）装岩垂に
ついて。
リモコンでエンジン始動中、純正キーレス操作が出来ないお蚕は、リ

モコンでエンジンを停止してから操作を行うか、キーを使ってドア

を間関して下さい。これは純正キーレスの仕横によるもので、異黛で

はありません。エンスタでは別売りアダプターをお取り付け頂く軍で、

エンスタによるエンジン始動中も工ンスタのリモコンで、ドアのロ

ック／アンロックが操作出来る接になります（一部の車種を除く）。

注‘リモコンドアロックの制釧こぼ、別薦りの「ドアロックキット（汎用キット又は軍

用ハーネス）」が必要です．又、別兜りのドアロック運動の「ハザード点滅キット」を併
用すると、ハザードを点滅（ロック1回アンロック；2回〉させることも出来ます．

※境捌ふ最新の弊社「重機別事用ハーネス適応表」の「ドアロック璽規則適応表」の最
新備穀をご賢の上、ご確廊下さい．

●リモコン送信について。
送信時にリモコンを手で遭うと送信堪能（電波到達距離）は半減しますので、ご注意下さい。又、通

話中の携帯電話やPHSのすぐ側に本体があると、始動距離が短くなる章があります。

ゐ 移 � � � � �靴嬢’ 
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●ご使用上の注意

●電波到達距離について。
電波到達遊離は、周囲の環境、室内アンテナの設櫨状態、リモコンの扱い方等によって変化します．
一般的に、TV局や大出力の無線設備、高圧送電線等のノイズ発生源付近では、電波到達陸離は短

くなります．又、送信（リモコン）場所と蔓（本体）との問に鉄筋コンクリートの逮袋物がある場合も、

電波到遠距離は短くなります．

効率良く電波を送信し、電波到達陸離を伸ばすには、

1．リモコンを持つ手を上に伸ばして送信したり、二階から送信する等、リモコン送信を高い位露

から行うと、電波が到達（受信）しやすくなります。

2．駐重陽が近くても障害物がある場合は、屋外からリモコン送信するか、送信時に窓を開けると

電波が到達（受信）しやすくなります。特に、鉄線の入ったガラスは、電波が透過しっらいのでご

注憲下さい。

リモコン細i／′諒高潮満目日出敵勢 

群 �問講講書諦講輔 

∴∴∴∴「：∴：「：∴∴∴∴∴∴∵「：∴∴∵∴∴吉子∴∵ リモコン送信 �《鵡（帯、 ∴ ∴： 〃lOtt Il〃！“ ll1事“ lt1事〇 一m〃tl t““l〃 t“Ili �頚 ㍗∴∴∴∴「 即し榛 　東匪選書接 受調　節言ノイズ （室内アンテナ） 抑＋き＋帥 

車を採るだけ高圧送電綾から離し漸うか期しやすく鏑。ます。↓帥 

頴闘顎轢闘繚躍 　i 　　〃 �手鞠 tl営S l〃！○ tI“I l，寒， l“11 l“tO l“t“ �lh 欒鵠誓i宰較噂、瀾犠 �〇°ttS 〃ItI“ 〇°営，i ，“，置〇 °“営〇〇 〇1－書8 ，00置S OS置○○ 〇〇〇ti � � 

後方に高いビルがあると、反射した電波を受信しやすくなります。 

：∴「：∴灘∴∴∴∴十 　　　くさのアンテナ） �� �〃〃Oil 〇°〃○○ ○○事案賞 00，l賞 ●000〃 l“〇〇° t置事00 � 

i　　　　　　縄書記　縄℡器 

後方に高いビルがない場合、電波の妨げになっているビルの前に、壷を移動すると受信しやすくな 

ります． 



●ご使用上の注意

△注意
シフトレlトは必ずPレンジに入れて

駐車して下さい．（リモコンでエンジン

始動を寄った場合には、Pレンジ以外

でもキーが抜ける夢があります．）パー

キングブレーキは必ずかけて下さい．

△整合ヒ言‘＝i

公道上ではご使用にならない

で下さい。必ず駐車場、又は私

育地内でご使用下さい。

（公道上での使用は違法とな

ります。）

△危険
お垂にボディーカバー等を掛

けたままでご使用にならない

で下さい。

（火災の恐れがあります。）

△危険
リモコンでエンジンを始動す

る時は、垂の近くに可燃物が

無い茸を確認してからご使用

下さい。

（火災の恐れがあります。）

△危険
大（矧こお子様）やベット輝室内に

いる時は、絶対にエンジンを始動し

ないで下さい．（お子様による車両の

操作やベットの思わぬ動きか重大

事故につながる恐れがあります。）

△注意
他社製エンジンスターターや

ターボタイマーとの併用は、

絶対にしないで下さい。（故障

や誤動作の原因となります。）

△注意
斜面で使用される場合は、必

ず錆止めをして下さい。

△危険
密閉されたガレージ内ではご

使用にならないで下さい。

（排気ガスが充満して危険です。）

△危険
ボンネットを開ける時は本体

のパワースイッチを切って下

さい。又は別売のボンネット

スイッチを取り付けて下さい。

（事故の恐れがあります。）

△危険
リモコンは、お子様の手の届

く所には、轟かない管下さい。

（事故の想れがあります。）

△注意
バッテリーの弱っているお車

や改造車では、正黛にエンジ

ン始動出来ない場合がありま

す。

△注意
暖気運転を行った直後に運行前

点検を行うと火傷をする恐れが

あります．エンジンを停止後、火

傷の恐れの無い葦を確認してか

ら運行前点検を行って下さい。

●ご使用上の注意

△危険
下記の場合には、パワースイ
ッチを切って下さい。

●整備、車検等でお壷をお預
けになる場合。

●当商品の取り扱い方を知ら

ない方か運転する場合。

（害故の恐れがあります。）

△注意
環境保霞の為、必要以上のア

イドリングは、行わないで下

さい。

△琶墾白土言t二つ

この商品は特定小電力無線設

備の技術基準適合腹明を受け

ております。分解・改造する事

は法律で禁じられています。

（絶対にしないで下さい。）

△注意
リモコンは、高温になる場所

には放電しないで下さい。

（変形、変色や故障の原因とな

ります。）

△注意
リモコンを落としたり、硬い

ものにぶつけないで下さい。

（故障の原因となります。）

△葺き岩二言‘＝］

リモコン及び本体が汚れた場合
は、薄めた中性洗剤をしみ込ま
せた布をよくしぼってからふき、
抜いた布でもう一度ふいて下さ
い。
ベンジン、シンナー善は纏綿に

ご使用にならないで下さい．
（変形、変色や敵陣の原因となり
ます．） 一21－

△注意
キーでエンジンを始動した後

に車両の充電筆書灯が消えな

い場合には、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。

△注意
寒冷地ではエンジンかかかり

にくい事があります。キー操

作のみで3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。

△重宝岩上言t＝つ

認証ラベルを剥がしたり、ラ

ベルの無いものを使用する宙

は法律で禁じられています。

（絶対にしないで下さい。）

△注意
リモコン、及び本体は水に濡

らさないぞ下さい。又、雨や雪

などが力、からないようにご注

意下さい。

（故障の原因となります。）

△注意
本体の内部に物を入れないで

下さい。

（故障の原因となります。）又、

分解・改造はしないぞ下さい。

（候柾出来ません。）

△注意
ヒューズ切れの前後は高温とな
りますので、交襖には充分注意
して下さい．
又、交換作業等でのヒューズキ
ャップ付け忘れや、取り外した
ままの使用は危険です。必ずキ
ャップをして、ご使用下さい。



●ご使用方法

○リモコンでエンジン始動

●ご使用方法

△注意
降車時に、下脇の事を龍田

して下さい．

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．

●重刷こよってはPレンジ

以外でキーが抜ける地合が

ありますのでご注意下さい．

△注意
純正オートチルト褒章重で

ドア配慮をしていぢい場合

は、一旦エンジンを止めて、

再度キーにてエンジン飴動

を行って下さい．

△注意
シフト燥作を香わずにキー

をOFFにしてもエンジン

は停止しません．

△注意
キーを廻す照に、願って

STTの位置まで廻すとセ

ルモーターを痛める恐れか

あります．

∈空室⇒●本体のパワースイッチをONにし
ます。
本体から昔（プソプッブのか撮ります。

く重要事●リモコンでエンジンを姶劃します。
リモコンのロッドアンテナを、最後まで引き伸ば

しこスタートスイッチを音（ビピッ）が鳴るまで

押します。敏妙徳、せルモーターが廻りエンジン

か始動します。一度で始動しない場合は、3回まで

自動（馴こ再始動（リトライ）します。又、リモコンに

よるエンジン駆動中は、本体から曽毎春（ブッ）が

致紗間隔で鳴り続け、使用者にキー以外でのエン

ジン始動を知らせます。

一昏重畳夢●走宿します。
お壷のキーを差し込み、ONの位置まで廻して下

さい。後は過黛過り走行出来ます。

尚、ドアスイッチへの配線を寄っている場合、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。

○リモコンでエンジン停止

●リモコンによるエンジン駆動中（ま、リモコンのストッ

プスイッチを音（ピーツ）が鳴るまで押す事で、ただち

にエンジンを停止させることが出来ます。

○タイマーで自動停止

●リモコンによるエンジン始動後、約20分（設定により

10分I30分変更可能）※でエンジンは自動停止します。

※鮮しくは、25ページの「アイドリング時間（10分I20分／30分）の設定」を参照して下さい。

Sリモコンで外部機器制御

●リモコンのCONTスイッチを音、

（ピピピピッ又はピーヅピッ）が

鳴るまで押す事で、外部機器

（アダプター）を制御出来ます。詳

しくは30ページの「別売りアダプ

ター」をご覧下さい。
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△注意
「本体動作の停止」を行うと

「本体動作の復帰」を衛うま

で全ての動作が停止します．

パワースイッチ模作では榎

帰しません。

葦検事で壷を虚偽工場にお

預けに捻る場合や、お取り

趣いの判らない方が運転さ

れる場合に、ご使用下さい。

○本体動作の停止

●リモコン操作により、本体の全ての機能を停止させる

事が出来ます。

⑫●キーを差し込みONの位轟にします。

く曜霞お●上記操作後5秒以内にリモコンの
CONTスイッチとストップスイ
ッチを同時に、音（ボーッ）が鳴る
まで約5秒間押し続けます。

本体から反応音（ブーツ）が鳴り、本体の全ての緩

く荘重か●キーをOFFの位雷にして、抜き取
ります。

〇本償動作の復掃

●リモコン操作により、本体全ての機能を復帰させる事

が出来ます。

⑫●キーを差し込みONの位置にします。

包囲巨富●土語操作後5秒以内にリモコンの
CONTスイッチとスタートスイ
ッチを同時に、書くががボツ）が鳴
るまで約5秒間押し続けます。

本体から反応苦くプブプのか鳴り、本体の全ての

一重垂垂直－●キーをOFFの位置にして、抜き取

ります。

23－



●ご使用方法

○ターボタイマーの設定I解除

△注意
この時、エンジンは始動さ

せないで下さい。

△注意
リモコンのスイッチは、反

応雷があったら離して下さ

い．帰し続けると、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

駿足が解除されます．

△注意
30秒以内に操作が完了し

ない場合は駿足出来ません。

（本体から“ピーピー〝とい

う重曹音かします。）

ゐ取り付け時のターボタイ

マーは、「解除状態」です．

一母型重き●キーを差し込みONの位置にします。

重●土龍操作後10秒以内にリモコン
のストップスイッチを音（ピーツ）
が鳴るまで押します。

本体から断続音（プブッププソ）が鳴ります。

一重！垂ら●上記操作後30秒以内に次の操作

を行います。

（1）ターボタイマーを酸定する燭台。

リモコンのスタートスイッチを音（ビピッ高が

鳴るまで押します。

本体から受付昔（ププブップー）が鳴り、ター

ボタイマーか設定されます。

（2）ターボタイマ一般定を解除する場合。

リモコンのストップスイッチを音（ピーツ）が

鳴るまで押します。

本体から受付音（ププブップープー）が鳴り、

ターボタイマーの捜定が解除されます。

⑫●キーをOFFの位置にします。

以上でターボタイマーの設定I解除
は終了です。
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騒
隔
闘
醇

●ご使用方法

○アイドリング時間（10分I20分130分）の投定

△注意
この時、エンジンは始動さ

せないで下さい。

△注意
リモコンのスイッチは、反

応音か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か送

信され、「30分」に授定され

ます。

△注意
30秒以内に操作が完3し

ない場合は駿足出来ません。

（本体から”ピーピー”とい

う重曹害がします．）

ゐ取り付け時のアイドリン

グ時間（ま、「20分状態」です．

垂●キーを差し込みONの位轟にします。

∈車重を●上記操作後10秒以内にリモコン
のスタートスイッチを害（ピピッ）
が鳴るまで押します。

本体から断続音（ブブナソププサン・）が鳴ります。

一倍西国i－●上記操作後30秒以内に次の操作

を行います。

（1）「10分」に設定する境合。

リモコンのストップスイッチを音（ピーツ）が

鳴るまで押します。

本体から受付昔（ブー）が鳴ります。

（2）「20分」に設定する揚合．

リモコンのCONTスイッチを音（ビビビピソ

又はピーツ・どのが鳴るまで押します。

本体から受付音（プープー）が鳴ります。

（3）「30分」に駿足する地合。

リモコンのスタートスイッチを音（ビビのか

鳴るまで押します。

本体から受付昔（プープープー）が鳴ります。

一倍函巨富●キーをOFFの位置にします。

以上でアイドリング時間の授定は
終了です。
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●ご使 �用方法 

○脚パターンの鵬（ガソリン壷Iディーゼル壷）一一（萱三〕

△注意
この時、エンジンは始動さ

せないで下さい。

△注意
リモコンのスイッチは、反筒音

があったら離して下さい．帰し

続けると、2－3秒緩くこ高霞ス

トップ信号か送信され、ターボ

タイマーの駿足が解語されます．

△注意
30秒以内に操作が完了し

柱い館合は捜定出来ません。

（本体から“ピービ一°とい

う寒色書かします．）

お取り付け時の始動パター

ンは、「ガゾノン重lグロー

の短いディーゼル壷状態」

です．

●一都のディーゼル葦等で、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設定する事が出来ます。

⑫●キーを差し込みONの位置にします。

一重垂直I●上線操作後10秒以内にリモコン
のストップスイッチを害（ピーツ）
が鳴るまで押します。

本体から断続音（ブナソププソ）が鳴ります。

一重重畳－●上線操作緩30秒以内に次の操作

を結います。

（1）「ディーゼル車（グロー6秒程度）」に投定す

る場合．

リモコンのスタートスイッチとストップスイ

ッチを同時に音（ビビ、のか撮るまで押します。

本体から受付旨（ブービー）が鳴ります。

（2）「ガソリン章Iグローの矩いディーゼル串」

に駿足する増合。

リモコンのCONTスイッチを音（ビピピピッ

又はピーツ上巳のが鳴るまで押します．

本体から受付音（ビープー）か鳴ります。

⑫●キーをOFFの位置にします。

以上で姶動パターンの切替は終了
です。
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圃

●ご使用方法

○ターボタイマーの使用方法

△注意
必ず安全穆状態でお重を盤

壷しこ下さい．

車両によってはターボタイ

マー作動中にキーが抜けな

い場合かあります．この場

合は別売の「キーロックア

ダプター」をご使用下さい．

キーロックアダプターを使

用すると、Pレンジ以外でも、

キーが抜ける場合がありま

す。必ず、Pレンジを隠田し

てからキーを短いて下さい．

裏面によっては正精（こター

ボタイマーが作勤し捻い館

合力くめります．

この場合は，別売の「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．

ターボタイマー時間は、

10秒～2分50秒の範囲で

自動的に授定されます。

足毎 時間（分） �ターボタイマー 時間〈紗） 

0－0．5 �0 

0．5－30 �10・）55 

30－60 �60－90 

60－120 �100－130 

120－ �140－170 

●ターボタイマーは、フルオート方式を採用しています。

（お壷の走行状況に合わせて自動的にアフターアイド
リングの時間が設定されます）又、エンジン始動後30秒

未満は、ターボタイマーが働きません。

匂面由一

●キー、又はリモコンでエン
ジンを始動させます。

く重要事●走行します。

範 � �竃ビピッ 塞 

一車重垂－●走行終了後、キーをOFFの位置に

します。

本体からカウントダウン音（ブツ）が鳴り始め、タ
ーボタイマーの作動中を知らせます。

○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

を押す串により、エンジンを停止させる事が出来ます。

○スリープ機能について

●壷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動は出来ません。

スリーブ機能を解除する時は、本体のパワースイッチ

を一旦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。

－27－



●メンテナンス

△注意
お貰い上げの敏昂にセット

されているt池は検量時に

機筋や性能をチェックする

モニタ一軍池の希、頬期間

の使用で寿命となることか

あります．

△注意
電池交換の際は、2佃とも

噺品の軍池（アルカリボタ

ン電池LR44）に交換して

下さい。

△注意
書池の十、－の向きに注越

します，

雷謹
電池交換後は送信テストを

行いましょう。

△注意
専用ハーネスを外したり、

整備の隈にお葦のバッテリー

を交摸した揖合、再度オー

トマチック壷の登録（その

他毅定）からやり直す必要

があります．

匡謹
IOコードの毅定はお手元

で行え毒すので、本体をお

送り頂く必要はありません．

△注意
元のリモコンは使用出来な

くなります．

○電池の交換方法

●本商品は、新品の電池で約3．000回以上（通常の使用

で2年程度）使用出来るように設計されております。

使用中、電波到達距離が短くなってきたら電池を交

換して下さい。

一重垂直●電池蓋を外します。
マイナスドライバー等を利

用して、電池蓋と、ケースの

湾に差し込み、ひねります。 匡≡≡i
く曜匿お●電池（LR44）を交換します。

垂●電池欝を閉じます。
外した時と逆の要領で電池

雷を閉じます。

○本体の電源を切る時は

圏
［≡≡≡］

●お壷を車検整備に出す時や、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、本商品はメモリーセーブ機能を採用して

おります。再度お使いになる場合、パワースイッチを

ONにするだけでご使用出来ます。

○リモコンを紛失した時は

●リモコンを紛失又は破線（修理不可能の場合）した場合は、

リモコンのみの購入が出来ます。

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。詳しくは、リモコン付帯の説明書を

ご覧下さい。

（リモコン（よ販売店又は取扱店へご注文下さい。講堂小売価格10．290円〈税込〉）
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●故障とお考えになる前に
このような時 � �処　種 

・リモコンの軍池は消耗していませんか？ � 

したか？ � 

作動し柱い �・ヒューズ交換、嘱用ハーネスとのカプラー説経及び無 � 

ir本体動作の呼止」の盤定をされていませんか？ � 

・音（ピ巳のがするまでスタートスイッチを押していますか？ � 

・お墓のキーがONにはっていませんか？ � 

・リモコンの重油は消耗していませんか7 � 

・スリーブモード（こなっています．本体のパワースイッチを一旦切 

・蓬田席のドアスイッチへの配慮（任意）を行って、ドアを間 � 

・ボンネットスイッチ（オプション）の配線を行ってポ � 

iドアスイッチへのB線（任意）が間違っていませんか？ � 

・フットブレーキへの配線（必要時）が間違っていませんか？ � 

・お壷のシフトレ／トがPレンジに入っていますか？ � 

始動しない � � 

・オルタネ一夕ー（」鮎子）配線を行いましたか？ �iオルタネ一夕ー（L靖子）配線を語って下さい 

勤（リトライ）を行う � �・「キー鈷劃学割を行ってdLモーターの電動時間を廷良させて下さい 

・オルタネ一夕ー（」鎌手〉配線を行っていますか？ �・オルタネ一夕ー（」端子）記鯨を行って下さい．又、 

正黛に配験されているかをrL鎮子鎮配線チェック機 

・専用ハーネスのカブラが外れていませんか？ � 

・軍用ハーネスの焦慮（アース線）が外れていませんか？ �・教職（アース線）を確実に短観して下さい 

リモコンのアンテナに体の一部が触れていませんか？ �・送信の陳はアンテナに触れないようにして下さい 

・リモコンのアンテナを伸ばしていますか？ � 

・室内アンテナのアンテナプラグが本体から外れてい �・アンテナプラグを差し込んで下さい 

ませんか？ � 

・19ページのit波到達提艦について」を鯵照して下さい 

・フットブレーキへの配鯨（必要時）を寄っており、フット �・フットブレーキを鰹ますにキーをOFFにして下さい 

ブレーキを髄んだままキーをOFFにしていませんか？ � 

・シフトレバーをPレンジに入れて下さい 

・ボンネットスイッチ（オプション）の配慮を宿ってホ � 

・お墓のキーかACCになっていませんか？ � 

り続ける � �・重種別軍用ハーネス適応表（別冊）を再度輔龍して下さい． お墓の車種名・年式・型式をハーネス適応表に照合鐙、厨 

露が正しい成合は技術サービスまでお向い合わせ下さい 

★書合音はキーをON（こすれはげ止します 



●リモコン
〇日式3　　　　　　　　0023T

O技簡雑種　　　　　　RCR標準綿語　テレコントロール用

無繊験刷連合
○遷種競技慮　　　　　426MHz鞭の10波のうち1波使用

○HO右京　　　　　　　鰻方向通信方式

○選言出力　　　　　　lmW以下

Ot波方式　　　　　　MSK奮然1200bps

O呼出合櫛　　　　　　迭偲時自動遠出

〇日波敵安定魔　　　　王4ppm以下

○日渡膿9轡　　　　　±25KHz以内

○スイッチ　　　　　　スタートIストップ／コントロール

〇〇〇　　　　　　　20g（軍油含む）

〃選種億臓看貫　　　　ブザー

○選言暗面　　　　　　　3秒以内

○送倍休止鴫的　　　　2秒以上

○遠慮アンテナ　　　　内循ロッドアンテナ

○飽田コード　　　　　アドレスコード32ビットl

コントロールコード8ピット

○動能義教重電　　　　－20“C一十60’c

O定櫓〇度　　　　　　　DC3V

O使用書粕　　　　　　アルカリボタン軍油LR44×2個

○重油寄寓　　　　　　軍油交撰無しで3000回以上送信可能

置外観寸法　　　　　　665mm（H）×29mm（W）×12mm〈D）

（突起物餓く）

●本体
〇倍鵡8　　　　　　　　0025R

〃要言鶴濃慮　　　　　426MHz意の10波のうち1波使用

○愛00原島　　　　　　－9dbuV以下

置鶴舞安定虞　　　　　土4ppm以下

置アンテナ　　　　　　lI4人室内アンテナ

○動作重電鴫巴　　　　　－20”C一十70‘C

〇億回コード　　　　　アドレスコード32ヒットI

コントロールコード8ピット

Ot澗重圧　　　　　　最低動作軍歴DC8．5V

e轟動作筆圧DC16＞
○パワー繋肋鋼寒流∴∴∴∴突入電流80A

e大軍流20A

O外H寸法　　　　　　32mm（H〉×120mm（W）×70mm（D）

（突起韻語く〉
○海賃富力　　　　　　遭意待機時平均7mA以下

スリーブモード時700㌦A

O始動慎也　　　　　　軍用ハーネス（自動）

オルタネ一夕ーL復号（選択）
〃重合対照　　　　　　パーキングポジション（自動）

フットブレーキ（選択）
ドア関放（任意）、ボンネット関放（任意）

○ヒューズ　　　　　　自動重用ブレードヒューズ25A

Oタイマー　　　　　　20分鐙自動機止（盤定により10分I30分変更可能）

○営営　　　　　　　140g

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更する富があります。

●別売りアダプター �※C203とC204又はEDXXXの同時装遠は出来ません。 適応及び詳細は最新の弊社「車種別専用ハーネス適応表」をご参照下さい。 

高田怠業蕊嵩 �モ：繭誓認：’闘黒11㌧：十：， 慈遼轟避議題艶読売急造、読 �懸鰯＿臆憩 

C201 �ターボタイマー �ターボタイマー作動的始時のエンジンストール（エンジン柵止）やメーターパネルの書き �￥1．890 
ストール　止アダプター �� 

C203 �ホーネット操作アダプター �本懐のリモコンでホーネットのセット／サイレン停止（解除）を毎う事が出来るようにな �￥7，140 ります．尚、ホーネットの音種センサーの設定、感度鵜整善は脅えません。 
※ホーネットはbO最軍機（傑）の登録商標です。 

C204 �ドアロック湘牌ット（マイナ燭脚） �本誌のリモコンでドアロックアンロック（アクチェ一夕一括能筆限定）の制御を行う �￥3．990 

EDXXX �ドアロック筆削専用ハーネス �ドアロック汎用キット及び、ドアロック電柵別専用ハーネスです．又、本キットは「ハザ �￥7．140－ く繊農置物￥6．800＞ 

1262 �ハザード点滅キット（汎用） �ドアロック汎用キット（C204）及び、ドアロック蔓柵別事用ハーネス（EDXXX）と儲崩す �￥8．190 く越後tie￥7．800＞ るハザード点滴キット（汎用）です。併用すると、ドアロックの模作に通勤しこハザード 
か点滅（ロック1回・アンロック2回）致します． 

1263 �電子音＋ハザード点滅キット �ドアロック汎用キット（C204）及び、ドアロック車種別葛尾ハーネス（EDXXX）と併用す る電子音＋ハザード点滅キット（汎用）です併用するとドアロックの操作に運動して �￥9．240 
（汎用） � � 

C205 �オートライトアダプター �リモコン始動時に純正オートライトで点灯したライトをエンジン偶止晴に消灯させる �￥2．940 く照種置物￥2．800＞ 
アダプターです．適応は夜間（暗い膳所）（こキーでエンジン始動した際、自動的にライト 
か点灯（ライトスイッチがAUTOの場合）し、エンジン停止後、運転席のドアを捌ナた時 
に消灯するお葦となります．（一節慶種を隙く）尚、エンジン陣止時にライトが消灯する 

C207 �ボンネットスイッチ �ボンネット開閉験艶馬スイッチです．ボンネットを開けている時は、リモコン始動を受 �￥2．940 く鴫宣〃leJ2．800＞ 

け付けません．エンジンルームの整備作覚を行っている時にエンジンが始動してしまう 
と、重大事故が先生する恐れがあります．標準賓偽の安全接続（シフト僅置挨漣、ドアオ 

Qめします． 

C303 �イモビアダプター � �￥6．090 く繊細置郵￥5，800＞ 

C304 ��△ご契約の車両廉廉（‾よっては密教報酬別‾筆書する場合もありますので、契約された廉廉会社 

C305 �� 

N221 �日産キーロックアダプター � �￥3．780 く調置場￥3ieOo＞ 

H241 �ホンダレジェンド用 �リモコン始動時にDPS（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 �￥3．990 
DPSアダプター � �く鯛義01e●3．eOO＞ 
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●アフターサービスについて

●使用中に正常に動作しなくなった時は、ます本文の「故障とお考えに

なる前に」を珍書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、お買い上げ店を経由して当社技術サービスにお申

し付け下さい。

●本商品を修理依頼される場合は、0保証書e本体eリモコンe故障内

容・状況を明記したメモの4点をセットにして、お買い上げ店へ直接ご

持参下さい。

●保証期間を過ぎた場合は、住所・氏名・電話番号を明記し、上記と

セットでお買い上げ店へ直接ご指診下さい。尚、この場合は青償修

理となります。

※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。したがってこの保旺合によって

お宮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、お客様の正常ぢ状態でのご使用中、方一故

晦が発生した場合には、本保鉦書の記載内容に基づき、無賃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、本保証墓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。

文、修理の蝶は必ずリモコンと本体をセットでお渡し下さい。（リモコンのみでは修理出来ません）

●この保証書は日本国内に於いてのみ香勅です。Thiswarrantyisvaiidoniyinjapan．

●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

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下さい。

1．お宮様の故意又は過失による故障と認められた場合。

2．商品を分解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損傷。

4．適応外憂両へのあ取り付けや当社専用ハーネスをあ使いになっていない場合。

5，取付・取扱説明書中の注意寄項を守れなかった雷により発生した故障、損害等。

6．保証書の添付がないか、あるいは紀載事項に不足かある場合．

●消耗部品（電池、アンテナ等）やリモコンのケース破損は保証対象外です．

●修理によって生じた交摸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5年以降は使用電子部品の製造中止宰引こより修理不能になる場合がありますので予めご了承下さい。

※保証期間経過後の修理については、お買い求め頂いた販売店又は当社までご相談下さい。

修理によって機能の維持が可能な場合は、お害様のご要望により高儀修理致します。
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