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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は法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施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。 Oiii　　　　　　　　　　‘Y主i 



はじめに

このたびは、本商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる副こ、本冊子を必ずお

読み頂き、正しくご使用下さい。また、お読みになった後もホ冊子は車検証入れなどに保管して下さい。

そして、本商品を譲渡される場合や別のお壷に取り付け直す場合も、本冊子を必ず製品に付帯させ、

お使いになる方がいつでも見られる様にして下さい。また、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
このエンジンスターター（なお取り付け時にオートマチック車の登録を行わないとエンジンを始動す

る事が出来ません。また、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、オートマチック車

の登線情報等※（ま消去されますので、再度登録する必要があります。詳しくくま、本冊子10ページを診照

厭います。※キー始動学習設定やターボタイマ一波定情輔も同様に消去されます9

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………死亡を含む重大事故の原因と成り得ることを意味する。 

△警告………死亡を含む重大事故に至る可縦があることを意味する。 

又、法律に違反する事を意味する。 

△注意………人嫡故の原因と成り得る事を意味するo 

又、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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●パッケージ内容

・室内アンテナ額ツ三／窮貌〉 
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用下さい。 

●お取り付け手順

△注意
オートマチック車の登録機

作を幅わないと、本体は動

作しません。

NG ↓ �オートマチック車の登録 
i 

動作確認（11ページ参照） 

車種別専用ハーネスの取り付け �1‥ 
l 

必要に応じてオプションの取り付け 

本体の接続 

オートマチック車の登録 

陶土の不買合に鯵

る症状別Q＆Aを㊧照もそ、処臆を

E≡三三≡萎壷≡i

○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

日産キ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ページ鯵照）

1（15ページ¢照）

ボンネットスイッチ著

iスイッチ鵜琶 �モードメニュー �OFF �ON 

1 �シフト検出 � � 

2 �始動桟出 � � 

（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）

ブザー音ii �本体のブザーが鳴る場合 

プッチツナソ � 

プブツ �● �ノモコンでエンジンが始動した場合。 

ブツ　～　プー �● �ノモコンでエンジン躯動中。 
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）で鳴り始め、残り時間に連動して徐々に短くなります。 

自動停止直前（1分前）は連続音になります。 

フツ　ー　ブー＼ �●ターボタイマーでエンジン駆動中。 
ターボタイマー作動直後から1秒間陶で鳴り始め、残り時間に連動して徐々に鱈くなります。 
自動停止直前（1秒前）は連続音になります。 

ブププツ �●スリープから像帰した場合。 

ピーピーツ �●リモコンでエンジンが始動しない場合。 

ピーピーピーツ �●リモコンでエンジン駆動中にエンストした場合。 

ピー…・ピー… �●車両との相性が惑い（悪くなった）場合。 

（繰り返し） �※技術サービスへお問い合わせ下さい。★警告音はキーをONにすれば停止します。 



●お取り付け出来る壷は…

△危険
群しくは重種別専用ハーネ

ス適応表をご覧下さい。

△危険

△危険

△注意

△注意

△注意

●国産壷のみ、お取り付け可能です。
外国車へのお取り付けは出来ません。

●オートマチック壷のみ、お取り付け可能です。
マニュアルミッション垂へのお取り付けは出来ません。

●12V壷のみ、お取り付け可能です。
24V車へのお取り付けは出来ません。

●選言制御燃料噴射袈置播，戦車のみ、お取り付
け可能です。

電子制御燃料噴射装置搭載車、及び一部のディーゼル車で、イグニ

ッションキーのみでエンジンを始動することが出来るお垂のみ、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バー操作を必要とす

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。

●イモピライサー及び一都のセキュリティシス
テム搭載車には、お取り付け出来ません。
イモビライサーとは、登録されたキー以外でのエンジン始動を阻止

する盗難防止システムです。

●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

あるお車にはお取り付け出来ません。（併用すると、それぞれが正し

く動作し敬い恐れがあります。）
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●お取り付けの前に

△危険

△注意

△危険

△警告
車種別専用ハーネス適応表

をよくご覧になり、お壷に

合った当社製専用ハーネス

をご使用下さい。

工員は別途ご舗恵下さい。

●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

故障の恐れがあります。また保証対象外になります。

●取り付け工具について。
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・プライヤーニッパ・スパナ等。
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●車種別専用ハーネスの取り付け

1昏重責∋●キースイッチの配線カプラーを探します。
配線カプラーの位寵は大別すると次の4タイ）になります。

詳しくは郵種別専用八一一ネス適応表をご参照下さい。

キースイッチの配給カプラー

は基本細こは垂檀別日用ハー

ネスのカプラーと固形状なの

でそれを目安にしましょう。

アンダーカバーを取り外す陳、

壷煙（こよってはスピーカー

カバー内や、コインボック

ス等（こ剛lネジ別寸いてい

る場合かあります．

ステアリングコラムカバー

を取り外す際、垂種によっ

てはステアリングを90膚

廻さないとネジが外せはい

場合かあります。

ホンダ壷の多くがこのタイ

プです。

田タイプ1 �TOOl接続例 
＿＿フ ∵； 

●キーシリンダーより出ている配線の約20～ 
30cm先にカプラーが位置しているタイプ。 

専用ハーネス鬱考例 �詔〇、′・ 

○タイプ2 ��TOO3接続例 

鰹 
●キーシリンダーに直接接続されているか、 

もしくはキーシリンダー直近に位置している 
タイプ。 

専用ハーネス参考例 ��色　も 

岡駆逐逐謹 隠顕龍駆霞藁離 �三 

○タイプ3 �HO48接続例 

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

専用ハーネス参考例 �二三∴ 

「∴　： （（ 
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●車種別専用ハーネスの取り付け

△注意
専踊ハーネスが2本に分か

れているので、必ず全ての

カプラーを掻続して下さい。

△注意
カプラーの賎綿は振動等で

外れないように、範後まで

確実に差し込んで下さい。

△注意
塗装されている金属部分や、

壷の煽動等で緩んでしまう

場所に取り付けると、本体

がうまく動作しない串かあ

ります。

○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。 �∵　∴ 
それぞれの位置が離れているのものあります。 

専用ハーネス参考例 

；HO印綬0年：H0的： 
寵轟き糖蜜讃「蒲郡 　　　j 　　i 　　！ 

⑫●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、

いったん外します。

車種別専用八一一ネスを、外したカプラー

の間に割り込ませます。

一国西里夢●アース線を接続します。
車種別専用ハーネスから出ている黒色

アース線を、車体の命脈部創こ確実に締

め付けます。

ア一一ス線接続が不完全な場合、動作が不安定となり、オートマチック車の登録幡

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

確認の上、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I引ナに適していない場所（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。 

●重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。 

言∴ �′／統率 鰯1－2－、－－、－＜軸の 

屯田砂●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。
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eオートマチック壷の登録※以下の操作はエンジンを始棚させ醜行っぴさい。

△注意
STEP－1の前に専用ハーネ

スのカプラーと本体のカプ

ラーを中継ハーネスを使用

しこ腫崩して下さい．接続

前に、本体のパワーースイッ

ナ1まONにしないで下さい．

噺締昌かしない場合は、ア

ースが確実にとれているか、

又ハーネスの品苗が正しい

か確関して下さい。

△注意
この時（STEP－2）、エンジ

ンは始動させないで下さい。

△注憲
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
酬純音か変化したしたこと

を必ず寵胸して下さい．

断続音が変化し程い場合は、

一旦作業を中断し、電用

ハーネスの全ての配線が接

続されているかを寵解して

下さい。尚、遣り口配線の後は

STEP－1からやり直して下

さい。

△注意
車両の／年ソテリー勝子を外

したり、専用ハーネスや

アース線を外すとオートマ

チック壷の登録情報が消去

されます。この場合には、

再度オートマチック壷の登

録を行って下さい。

く適塾匝●本体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。

⑩●キーをさし込み、ONの位置にし
ます。
この時本体からそる断続音が、ププツ　プサン

ノブツ　へと変化する串を確騙します。

⑩●シフトレバーをPレンジから
Rレンジへと動かします。

本体からてる断続音が、ププアッ　プつプッ

ブナブッ　へと変化する串を確認します。

①●シフトレIトをRレンジから
Pレンジへと戻します。

この時本体からそる断続音が、ププアッ　プーと

眠り、オートマチック壷の登録が終わった事を知

らせます。

⑱●誌誓Fの脚こ戻し・抜き取

鴎
以上でオートマチック壷の登録は
終了です。

－10－

●動作確認を行います

△危険
安全の為、バーキンクプレ

ー1をしっかりとかけて下

さい。重大事故につながる

恐れがあります。

エンジン始動後は、本体か

らなき音（少、′）が敏砂間隔

で鳴り始め、アイドリング

の残り脂間に応じて間隔が

姫くなり、連続音へと変わ

ります。

△注意
車種によっては、キーを

∧ccの位置にしないとシ

フトレバーが動かせ合いも

のもあります。その塙合は、

キーをACCの位鷹まで廻

して確認して下さい。

△注意
一都のデジタルメーター搭

載車で（よリモコン始動後、

少し遅れてメーターパネル

か点灯することかあります。

△注意
右に記髄している症状は、

取付時に発生しはくても、

数日後に発生する場合があ

ります。症状が発見された

時点で処腰して下さい。

瞳●リモコンのスタートスイッチを
綿します。
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（ビビのか鳴るまで押します。

く堕空夢●お壷のエンジンが始動します。
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。そして数秒後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回まで自動的に再始動（リト、－ブイ）します。

く晒霞む●シフトセンサーの確脇をします。
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。この時工ン÷ノノがItまる事を確

認します。

○動作確駒上の不具合に除ける痘状別Q＆A

（国連
園聞

Q，エンジンは始動しているのに微妙で停止してしまい、自動的に再始動（リトライ）か

行われてしまう場合、又はエンジンは始動していないのにメーターパネルが点灯

したままになってしまう吻合は…。

A．エンジンの日勤胎動検出が、うまく行われていないと蓄えられ志す（、詳しくは、

12ページの「L端子検出へ変霞」を診臆して下さい。

Q．一部のディーゼル章等で、寒冷時に始動がうまく行われない場合iネ・・。

A，グロー（予轍）晴間がたりない弱か電えられまずく群しくは26ページの

「始動パターンの靭欝」を勤．罵しこ下さい。，

Q．セルモーターの駆動時間が短いために、1回日のセル脇田でエンジンがかからず、

リトライしてしまう棚合は‥。

A。セル千一一ダーの駆捌聴聞を単語させることが品来ます誹しくは、17ページの

「キー始動撃欝機能」を勃照して下さい。

Q，リモコン始動後にABS寒害灯などが消灯しない撮合（ネ・・。

A．キー始動学淫を行うことで欝等灯が猷］するようになります言詳しくは、17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場合は・・・。

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蓄えられますl詳しくは、

14ページの「フットブレーキ検出へ変更」を劉黒しこ下さい！，

以上動作確認は終了です。
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e各種お取り付けを行います

△注意
，（－1月し垂は必ずL端一子

Ii紺－へ蛮要して下さい。

車両によって壷室内からし

端子鯨を腫続出来るお嚢も

あります．詳しくは技術

サービスまでお問い合わせ

下さい。

△注憲
撞蝕不良がおきない様に確

実に取り付けて下さい。

△注意
灰色線がボディの金属部分

に触れると、ショートを起

こし車両故腰の原因にはる

梱れがあります。

OL端子検出へ変更
（酬乍樋脇後、必要な場合のみ）

●L端子検出へ変更することで、環境変化や車両の経年変

化に応じたエンジン始動を、より確実に行うことが出

来ます。

⑱●一旦本陣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、一堂

外して下さいし、

①●車両のオルタネーダーから出て
いるL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へノ14Vになる線です。

（必ずテスターをご使用下さい。）

⑫●義繋詰ケ‾プルの鵬線
付属の安全センサーケーブルの灰色線を、壷室内

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、付属のエレクトロタツ

く証西砂●安全センサーケーブルを本体に
接続します。

⑱●モードスイッチの2苗をONiこします。

以上でし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ことを確駆して下さい。L端

子配線が正しく接続されているか確認すること

が出来ます。群しくは13ページの「L描写誤配線チ

ェック機能」を参照して下さい。
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●各程機能

△注意
この時、エンジン始動させ

ないで下さい。

L端子配線が外れたり、

腫触不良になっていると、

キー操作でエンジン始動し

た30秒後に後宮音（上目）

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

「CHG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。

⑩●キーを差し込みONの位轟にします。
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。）

「CHGランプ」が点灯しない場合、L端子配線の韻

編先の間遭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。）

く密密事●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、山話手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ますのぞ配線先を見直し

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、な害毒（ピーピー）が

して「CHGランプ」ぱ肖灯します。

①●キーをOFFにしてエンジンを停
止します。
CHGランプが正常に動作しなかった場合は、配線

を見直して下さい。詳しくは、12ページの「L端子

検出へ饗霞」を参照して下さい。



●各種お取り付けを行います

器嵩蕊嘉検出へ変更　　　　匪≡）
●フットブレーキ検出を行うことにより、リモコンでの

エンジン始動中に、フットブレーキを踏むことでエン

ジンを停止させることが出来るようになります。

フットブレーキとは、フッ

ト討パーキングブレーキの

夢で（きありません。又、記

録の経線先は、お壷のスト

ップランプを点灯させる馬

の線です。

△注意
接触不良がおきない標に確

実に取り付けて下さい．

⑩●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（お安全センサーケー

ブルが本体に接続されているので、一一望外しこ下

く堕空夢●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

①●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

①●安全センサーケーブルの白色鯨
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工レクトロタップで授

①●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1雷を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

始動後、フットブレーキを踏んでエンジンが停止

する勇を確認して下さい。
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●各種お取り付けを行います

△琶塗とと言〃＝i

エアバッグ装鷺壷は、⊥ノブ

バツリカバー一部には同意し

用言で下さい．エアバッグ

作動時にケガをする恐れが

あります。

△適告白ヒ書にコ

室内アンテナを座席寄りに

投nLないで下さい．急ブ

レーキ尊により身体が前方

に倒れた際、室内アンテナ

に顔面をぶつけてケガをす

る恐れかあります。

別売りの「進度コード」をご

使用にぢることでダッシュ

ボード以外への取り付けも

可能です。

△寄生とと冨ロ
配線コードが挟み込まれた

りすると、噺館やショート

の原因となり、本体や車両

の（別添、さらには壷両火災

を起こす可能性があります。

△蔑毎日こ言にコ

本体は、直射日光の当たる

職所、エアコンの吹き出し

ロ等、高温になる場所や足

下の水の跳ね返りや外部か

らの水の触れる揚所には設

腫しないで下さい。

△警告
ボンネットを開けて作業を

している陳に、纏って始動

操作が行われると大変危険

です．必ず目立つ1雛斤に貼

って下さい。

S室内アンテナの取り付け

①●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場所に

設屈して下さい。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

調節します。尚、角度の関節は、アンテナエレメン

トにストレスをかけない様に基台をしっかり帰

一田密雲｝●本体のアンテナジャックにアン
テナ線を差し込みます。
アンテナジャック（アンテナ接続コネクター）に差

し込んだ後、抜け防止ガイドにアンテナ線を固定

します。

〇本偶の取り付け
【国璽

く回国直●本体を取り付けます。
本体及び配線ケーブルは、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

場所に設瞳し、付属の結束バンドで確実に固定し

て下さい。本体の取り付けが不完全な場合、薄下等

で運転に支障をきたし、重大ば事故につながる恐

く曜霞ン●外したアンダーカバー等を取り
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貼って下さい。

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。
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㊧各種お取り付けを行います

△注憲
ボンネットスイッチ（別売）

とドアスイッチの両方を賂

鯨した賜合、ボンネットを

開けた時もルームランプや、

輩ドア竃告灯が点灯します。

整備等で長時間ボンネット

を開けたままにされる場合

には、ルームランプのスイ

ッチをお切り下さい。

お車の半ドア望告灯やルー

ムランプを点灯させる急の

線です。

○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）の取り付けを行うことにより、

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

付帯の取付説明書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。

く荘重長田●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、一軍外して

く証謹む●運輯席のドアスイッチ配線を探
します。

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。）

1母西砂●安全センサーケーブルの茶色線
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エレク

トロタップで接続します。

①●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、ドアを開けてエンジ

ンが停止する事を確認して下さい。
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●昏程機能

●キー始動学習機能を行うことにより、リモコン始動時

のABS曽告灯等の末消灯対策やセルモーター駆動時

間の学習登録を行うことが出来ます。

△注意
この時、エンジンは始動さ

せばいて下さい。

△注意
10秒以肉に操作が完了し

ない場合は設定出来ません。

一旦、キーをOFFの位蓮に

戻し、STEP－1からやり直

して下さい。

△注意
30秒以内に傑作が完了し

ない場合は推定出来ません。

（本体から七一ピー”とい

う重曹害かします。）

また、セルモーター駆動後

も受付琶（プブブップー）か

せず、断続罵（プブツフプツ）

が継続されている場合には、

一旦、キーをOFFの位庫に

戻し、STEP－1からやり起

して下さい。

①●キーをONの位置にします。

⑫●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（プサンブナソ）が眠ります。

く曜軽妙●上記操作後30秒以捌こキー操作
でエンジンを始動します。

本体から受付音（ブプフツ　ブー）がしてキー始動

学習が行われたことを知らせます。セルモーター

の駆動時間は「08－25秒」の範囲で学習され、リ

モコン始動時、1回目のセル駆動時間に登録されます。

（2回目．3回目も通常通り延長されます。）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。

①●キーをOFFの位置にします。

以上でキー始動学習機能は終了です。
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●ご使用上の注意

●オートライト装籍壷について。
オートライト装電車は、夜間（及び暗い場所）でのリモコンエンジン

始動時のライト点灯を防ぐため、お壷を駐壷する隙には、ライトス

イッチをOFFにして下さい。又、オートで夜間（及び暗い場所）（JJモ

コンエンジン始動や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カ㌢肖灯しないお蔓（主にトヨタ・

日産車）もありますので、ご注意下さい。バッテリー上がりの原因と

なります。

※別売りアダプターをお取り付け頂くことで、「AUTO」ポジション

でご使用出来るお車もあります。

●オートチルト装憲章について。
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オートチ

ルトが作動しぢいお垂は、リモコンでエンジンを止めてキーでエン

ジンを始動してくたさい。これは、オートチルト及びマイコンプリ

セットの仕様によるもので、異常ではありません。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

る事も出来ます。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。

●リモコンドアロック装憲章について。
リモコンでエンジン始動中、リモコンドアロックの操作ができない

お車は、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

使ってドアを開閉してください。これは、リモコンドアロックの仕

様によるもので異常ではおりません。

※別売りアダプターをお取り付け頂くことで、リモコンのCON「ス

イッチ操作で、作動出来るようになります。（一都の車種を除く）

●リモコン送信について。
送信時にリモコンを手で覆うと送信距離（密波到達距艶）は半減しますので、ご注意下さい。また、

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ことがおります。

ゑタ ′′ノ′ ′′′ノ 夢血 � �（ク ノ ′ 
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●ご使用上の注意

●題波動遠距離について。
電波到達距縦は、周囲の蝶境、室内アンテナの毅露状態、リモコンの扱い方等によって変化します。
一般的に、TV局や大出カの無線設備、高圧送電線等のノイズ発生源付近では、電波到達距離は輝

くなります。又、送信（リモコン）場所と壷（本体）との問に鉄筋コンクリートの建築物がある場合も、

電波到遠距離は短くなります。

効率良く電波を送信し、電波到達距離を伸ばすには、

1．iJ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潜

から行うと、電波が到達（受信）しやすくなります。

2駐車場が遅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（な電波が透過しっらいのでご

注意下さい。

●“○置○○〇 〇〇〇〇〇〇 ●●●○ � �○○教〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〃I � �置〃lOt〃置 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 � �tIt○○●● 〇〇〇〇tO ○○○○ �受ロ A－A 

壷を障害物の近くに駐車する場合は、室内アンテナを障害物から離したほうが、受信しやすくなります。

血　　　　　　　　′　　　▲　　　　－ � � �i贈鯛繊維†1°㈱h”i � �卿 �一触 � � ��笹 �年i � �：∴∴∴ �轍 �紀ii 

i豊繊i鰯i：小 11日ii騨 i＼艦 ����������ふ‾11－ ∴∴ や端 �も畦涌 � ��∴∴ � 

リモコン送信 �������○ ○ “ ○ ○ ， “ �置tO書 賞1°○ ltmt t〇〇〇 〃〇〇〇 置“lm tO重“ �ふ－∴　霊蘭， 剥き　妨害ノイズ （室内アンテナ） 勅書言＋細 

壷を出来るだけ高圧迭笹線から雛したほうが受信しやすくな。ますo　↓剛 

川i言i　　　　　　　　送話持淋糊弼騙願繊細翻懸灘騙酬 ������ � � 
iT環境例31（勤しの学則手強適した掲宙）ii、i酬ノ1－　　　　網棚鵬普酬l：－ ������〃t営置置 Ii書i， � 

リモコン送侶　　　　　　　　　　　　　　tJt〃J ������〇〇〇細事 t事事一〇 暮○○mi � 

命；詮…霊 ��事lt〃I tOt○○ 寒事l○○ tt〇°○ ○tl“i SItll �重信 稿ii ���○○ttt 〇一〇〇〇 I事tI“ OtSl， � 
後方に高いビルがあると、反射した電波を劃害しやすくなります。 

i �ノモコン送信 � ��〃il“I � �lS書○○ � 

命言論講話 ����“○○t“ ltil〃 “iiti “重“〃i 〃tlO置 i○○，l �嬰侶 （室内アンテナ） 第五 �i葛章““ ○○ti事 “tl〝， 〃Ot〃“ tl営，○ JOtit � 
後方に高いピルかない場合、電波の妨げになっているビルの前に、垂を移動すると受信しやすくな 

ります。 



●ご使用上の注憲

△注憲
シフトレバーは必ずPレンジに入れて

鰻重して下さい。（リモコンでエンジン

始動を行った場合には、Pレンジ以外

でもキーが抜ける動くあります。）パー

キングブレーキは必ずかけて下さい。

△重婁倍＝毒口

公道上ではご使用にならない

ぞ下さい。必ず駐車場、又は私

香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
お車にボディーカバー等を掛

けたままでご使用に在らない

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、車の近くに可燃物が

無いことを確認してからこ使

用下さい。

（火災の恐れがあります。）

△危険
大（矧こお子様）やペットか車室内に

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

操作やペットの思わぬ動きが壁大

潮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、

絶対にしない手下さい。（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

ず輸止めをして下さい。

△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。

（謡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、置かないで下さい。

（蔀故の恐れがあります。）

△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

傷の織れの無いことを確認して

から運行前点検を行って下さい。

●ご使用上の注意
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△危険
下記の場合には、パワー一人（

ツナを切って下さい．

●整備、車検等でお車をお預
けになる場合。

●当商品の取り扱い方を知ら

ない方が運転する場合。

（討取の恐れがあります。）

△注意
環境保護のため必要以上のア

イドリングは、行わないで下

さい。

△曇皇室＝毒口

この商品は特定小電力無線設

備の技術基準適合証明を受け

ております。分解・改造するこ

とは法律で禁じられています。

（絶矧こしないで下さい。）

△注意
リモコンは、高温になる場所

には放置しないで下さい。

（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。

（故障の原因と堪ります。）

△萱室生＝重量に：コ

リモコン及び本体が汚れた場合は、

薄めた中性親潮をしみ込ませた
布をよくしぼってからふき、乾
いた布でもうー廣ふいて下さい。
ベンジン、シンナー等は絶対に
ご使用にならはいで下さい。

（変形、変色や故障の原因とばり
ます。）

△注意
キーでエンジンを始動した後

に車両の充電監告灯が消えな

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

1割I晶をして下さい。

△注意
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

操作のみぞ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。

△適雲白岩＝書ロ

認証ラベルを剥がしたり、ラ

ベルの無いものを使用するこ

と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。

（故障の原因となります。）

△注意
本体の内部に物を入れない言

下さい。

（故障の原因となります。）又、

分解改造はしないで下さい。

（保証出来ません。）

△注意
ヒューズ切れの前後は高温とな
りますので、交換には充分注意
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
ままの便用は危険です。必ずキ
ャップをして、ご使用下さい。



●ご使用方法

Sリモコンでエンジン始動

●ご使用方法

△注意
前車時に、下記の軍を確脇

して下さい。

l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。

●裏面によってはPレンジ

以外でキーが抜ける場合が

ありますのでご主意下さい。

リモコンによるエンジン駆

動中は、本体から寒害琶

（プのか赦秒間的電場り捌ナ、

使用書にキー以外でのエン

ジン始動を知らせます。

△注意
オートチルト装雑壷でドア

配線をしていない協合は、

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．

△注意
シフト操作を行わずにキー

をOFFにしてもエンジン

は停止しません。

△注意
キーを過す臆に、携って

STTの位面まで廻すとセ

ルモーターを痛める寂れか

あります。

⑩●本体のパワースイッチをONにし
ます。
本体から音（プツプヅブのか鳴ります。

一母型婁夢●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

して、スタートスイッチを音（ビピッ）が鳴るまで

押します。数秒後、セルモーターが廻りエンジン

が始動します。一度で始動しぢい場合は、3回まで

自動的に再始動（リトライ）します。

⑫●走行します。
お車のキーを差し込み、ONの位置まで廻して下

さい。後は遺稿通り走行出来ます。

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。

○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は、リモコンのストッ

プスイッチを音（ピーツ）が鳴るまで押すことで、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／30分変更可能）※でエンジンは自動停止します。

※群しくは、25ページの「アイドリング時間の設定（10分／20分／30分）」を参照して下さい。

○リモコンで外部機器制御

●リモコンのCONTスイッチを昔、

（ピピピピッ又はピーヅピッ）が

鳴るまで押すことで、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」を行うま

で全ての動作が停止します。

ハウ　スイツ月別乍Ciま徳

帰しません。

肇倹等で蔓を整備工境にお

預けになる頃合や、お取り

扱いの判ら6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

ことが出来ます。

①●キーを差し込みONの位面にします。

①●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（ノーツ）が鳴り、本体の全ての機

⑱●誌誓Fの側印こして・抜き取

〇本体動作の復煽

●リモコン操作により、本体全ての機能を復帰させるこ

とが出来ます。

①●キーを差し込みONの位面にします。

一倍西砂●上線操作後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、音（ポポポッ）が鳴
るまで約5秒間押し続けます。

本体から反応音（プフブツ）が鳴り、本体の全ての

①●キーをOFFの位宙にして、抜き取
ります。
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●ご使用方法

○ターボタイマーの設定l解除

△注意
この時、エンジンは始劃さ

せないで下さい。

△注意
リモコンのスイッチは、皮

I八、．同相【））にレ）鮒しこトさい

押し続けると、2－3秒後に

再度ストップ僧号が送信され、

ターボタイマーの股定が解

除されます。

△注意
、10砂以内に操作が完了し

ない場合は纏足出来ません。

（本体から1十十一　〝とい

う報告書かします。）

お取り付け時（柳期状態）の

ターボタイマーは、「解酷」

です。

⑩●キーを差し込みONの位置にします。

く密匿，●上記操作後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（ノブップフツ）力鳴ります。

⑫●上記操作後30秒以内に次の操作
を福います。

（1〉ターボタイマーを設定する場合。

リモコンのス勺一トスイッチを音（ビピッ）が

鳴るまで押します。．

本体から受付音（プププッフー）が鳴り、ター

ボタイマーが設定されます。

（2）ターボタイマー設定を解除する場合。

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（プププツプープー）が鳴り、

ターボタイマーの設定が解除されます。

く蓬田抄●キーをOFFの位櫨にします。

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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●ご使用方法

△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、極

Il面的があ）たら鵡しこ下さいl

押し続けると、2－3秒後に

再度スタート侶号が送l暮され、

「30分」に股定されます。

△注意
30秒以内に操作が完了し

ない脇合は設定出来ません。

（本体から〝ピーピ∴子とい

う報告書かします。）

お取り付け時（初期状態）の

アイドリング時間は、「20分」

です。

○アイドリング時間の設定（10分／20分I30分）

⑩●キーを差し込みONの位置にします。

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

本体から断続音（プブナッブナ）ツ）が鳴ります。

一倍国璽か●上記操作後30秒以内に次の操作

を行います。

（1）「10分」に設定する場合。

リモコンのストップスイッ）を音（－　　のか

鳴るまで押します。

本体から受付音（「つが鳴ります。

（2）「20分」に設定する場合。

リモコンのCONTスイツ子を音（ピヒヒ章二′、り

又はピーツ　ビのか鳴るまで押します。

本体から受付音（プープー）が鳴ります。

（3）「30分」に設定する場合。

リモコンのス勺一トス了、l弓を音（十十、月が

鳴るまで押します。

本体から受付音（r ）一一）が鳴ります。

①●キーをOFFの位糧にします。

以上でアイドリング時間の設定は
終了です。
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●ご使用方法

“始動パターンの切替（ガソリン壷Iディーゼル壷）一厘三）

△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、反応音

／〕楊　〉庁「蹴LCTさい卜帰し

続けると、2－3秒後に再度ス

トップ信号が遠侶され、ターボ

タイマーの般定が解除されます。

△注意
30秒以内に操作が完了し

はい場合は設定出来ません。

（本体から．ヒ一一ビ”とい

う雛冨書かします。）

お取り付け時（初期状態）の

始動パターンは、「ガソリ、ノ

迅／グロ　の纏いナ1－セ

ル申」です。

●一部のディーゼル車等で、グロー（予熱時間）が必要な場

合、以下の操作をすることにより設定することが出来

ます。

－ぜ塑！匝●キーを差し込みONの位置にします。

く堕空夢●上記操作後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（プナンブナソ）が鳴ります。

⑱●上記操作後30秒以内に次の操作
を行います。

（1）「ディーゼル垂（グロー6秒程度）」に設定する

場合。

リモコンのスタートスイッチとストップスイ

ッチを同時に音（ピビのか鳴るまで押します。

本体から受付音（プ一一ピー）が鳴ります。

（2）「ガゾノン壷／グローの短いディーゼル垂」に設

定する場合。

リモコンのCONTスイッチを音（ビビヒピッ

又はピーツ　ピッ互が鳴るまで押します。

本体から受付音（ヒープー）が鳴ります。

く証塾か●キーをOFFの伸長にします。

以上で始動パターンの切替は終了
です。
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●ご使用方法

○ターボタイマーの使用方法

△注意
必ず安全ぢ状態でお壷を駐

車して下さい。

重刷こよってはターボタイ

マー作動中にキーが抜けな

い場合があります。この場

合は別売の「1－ロック），

ダック」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レンジを腿駆して

からキーを抜いて下さい。

車両によっては正常にター

ボタイマーカ当乍勤しない場

合があります。

この場合は別売の「ターボ

サイマーストール肪止アダ

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

自動的に設定されます。

劇5 時間（分） �ターボタイマー 時間（秒） 

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。

（お車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（ま、ターボタイマーが働きません。

一母重り

●キー、又はリモコンでエン
ジンを始動させます。

く密雲お●走行します。

統 �1′褒 �S寒 露 も �ピピッ 

重●走行終了後、キーをOFFの位庫に
します。

本体からカウントダウン音（ノツ）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

を押すことにより、エンジンを停止させることが出来ます。

○スリープ機能について

●車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。

スリープ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。
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eメンテナンス

△注憲
お買い上げの製品にセット

されている電池は検菅晦に

機能や性能をチェックする

モニター電池のため、短期

間の使用で寿命とぢること

があります。

△注意
電池交換の際は、2個とも

新品の電池（アルカリボタ

ン電池LR44）に交換して

下さい。

△注意
電池の十、一の向きに注意

します。

電池交換後は迭僧テストを

行いましょう。

△注意
専用ハーネスをはずしたり、

整備の際にお車のバッテリー

を交摸した嬬合、南短1

l　「日ソ申（′）筈鴻（その

他設定）からやり直す必要

があります。

IDコードの投定は本体側

の操作で行えますので、本

体をお送り頂く必頚はあり

ません。

△注意
元のリモコンは使用出来ぼ

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。

垂●電池蓋を外します。
コイン等を利用して、電池

登と、ケースの演に差し込み、

ひねります。

⑩●電池（LR44）を交換しますo

⑱●電池藍を閉じます。
外した時と逆の要領で電池

雷を閲じます。

○本体の電源を切る時は

●お車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損（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。

（リモコンは、販売店又は取扱店へご注文下さい。定価9．800円）
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●故障とお考えになる前に

このような時 � �処　種 

作動しない � � 

したか？ � 

・音（ビ巳のがするまでスタートスイッチを抑していますか？ � 

始動しない � � 

・オルタネ一夕ー（L端子）配線を行いましたか？ �・オルダネ一夕ー（L端子）配線を行ってください 

・オルタネ一夕ー（L錆子）配線を行っていますか？ �・オルタネーダー（L端子）配線を行って下さい。また、 

・本体のヒュニスが切れていませんか？ � 

・拷用ハーネスの黒線（アース総）が外れていませんか？ �1無線（アース翁）を確実に接続してください 

JJモ⊃ンのアンテナに体の一都が触れていませんか？ � 

ませんか？ � 

さい 

・ボンネットスイッチ（オプション）の配線を行ってポ � 

り続ける � � 



●リモコン
○型式名　　　　　ES－5T

O技術基準　　　　RCR標準規格　テレコントロール用

無線設備適合

○送信周波数∴∴426MHz憲の10波のうち1波使用

○通借方式∴∴∴∴遵方向通信方式

○送信出力　　　lmW以下

○電波方式　　　MSK変調1200bps

O呼出名称i∴∴∴返信時自動送出

○周波数安定度　±4ppm以下

○周波数億移　　　±2．5KHz以内

○スイッチ　　　　スタート／ストップ／コントロール

m電0　　　　　20g（電池含む）

○送信確認方式　ブザー

○送信時間　　　　3秒以内

漢送信休止時間　　2秒以上

○送信アンテナ　　内蔵ロッドアンテナ

○制御コード

○動作温度範囲

○定植軍使

○使用電池

○電池寿命

○外観寸法

アドレスコード32ビット／

コントロールコード8ピット

ー20oC一十600C

DC3V

アルカリボタン電池　LR44×2個

電池交換精しで3000回以上送信可能

66．5mm（H）×29mm（W）×12mm（D）

（突起物除く）

●本体
○型式名　　　　　ES－5R

O受信周波数　　426MHz帯の10波のうち1波使用

○受信態度　　　－9dbuV以下

○局発安定度　　±4ppm以下

○アンテナ　　　1／4人室内アンテナ

○動作温度範囲　　一20cc一十700C

O復的コード　　　アドレスコード32ビット／

コントロールコード8ビット

〇日源電圧　　　　最低動作塾圧DC85V

最高動作電圧DC16V

Oパワー系制御電流　突入電流80A

霞大電流25A

O外観寸法　　　32mm（H）×120mm（W）×70mm（D）

（突起部除く）

○消賞電力　　　　通常待機時平均7mA以下

スリープモード時700uA

O始動検出　　　専用ハーネス（自動）

オルタネ一夕ーL端子（選択）

○安全対策　　　パーキングポジション（自動）

フットブレーキ（選択）

ドア開放（任意）、ボンネット解放（任意）

○ヒューズ　　　自動車用ブレードヒューズ25A

Oタイマー　　　20分後目動停止（設定により10分／30分変更可能）

○重賞　　　　140g

仕様奴び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●別売りアダプター

11品∴琶－ �1日／晶；合∴雄 � �（定i〈／1億111－ 

C201 �ターボタイマー �ターボタイマー作動開始時のエンジンストール（エンジン停止） �￥1．800 
ストール防止アダプター �や警告灯の一瞬点灯等を回避します。 

C202 �スイッチングリレー �キーレスコントロール（アクチュエーター搭載車限定）及び盗難 �（未定） 警報機（一都の市販品限定）等の制御や、トヨタ・日産車等のオー 

トライトポジションでのリモコン始動を可能にします。 

C207 �ボンネットスイッチ �ボンネット開閉検出用スイッチです。ボンネットを開けている �￥2．800 
時は、リモコン始動を受け付けません。 

N221 �日産キーロック �ターボタイマー作動中にキーが抜けない車両への対策アダブ �￥3，600 
アダプター �ダーです。 

H241 �ホンダレジェンド用 �ホンダレジェンドのDPSでAUTO機能が使用出来るようにぢ �￥3．800 
DPSアダプター �ります。 
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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、e保証竃e本体eリモコンo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持参下さい。尚、この場合は高僧修

理となります。

※この保証雷は本雪に明示した期間、条件のもとにおいて締償修理をお約束するものです。したがってこの保証馨によって

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、方一故

障が発生した場合には、本保証書の記載内容に基づき、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こ依頼願います。

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（訓読里できません）

●この保証書は日本国内に於いてのみ育効です。Thiswar「antylSVaildoniylnlaPan．

●本保証墓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脇められた場合。

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・取扱説明薯中の注意事項を守れなかったことにより発生した故障、損害等。

6保証書の添付がないか、あるいは記載事項に不定がある場合。

●消耗部品（田池、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はる場合がありますのぞ予めご了承ください。

※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育償修理致します。

紺会社抑リブ○〒189‾0014諾認諾謀議
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