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〒３７９-２３１２ 群馬県みどり市笠懸町久宮２８９-３

☎０２７７-３０-５８０２
（土日 ・ 祝祭日 ・ 弊社指定休日の受付は、お休みとさせていただきます）

３ 取付手順

③ 電波障害物

１ 取付作業前の確認
取付作業を始める前に、 以下について確認してください。
●本体の車載器管理番号 （Ｃ／Ｄ番号含む２０桁） と梱包箱、
取扱説明書 ( 保証書 ) に記載された車載器管理番号 （Ｃ／Ｄ
番号含む２０桁 ) に相違がないことを確認してください。
●セットアップ申請書に記載された取付車両のナンバープレ
ート番号とお客様の取付車両のナンバープレート番号に
相違がないことを確認してください。
●お取り付けいただく車種によっては、 バッテリーを外すと車載
コンピューターが誤作動する恐れがあります。
事前に車両メーカー、 又は販売店にご確認ください。

２ アンテナの設置条件
路側アンテナ、ＧＰＳ衛星からの電波を受信できるよう、 以下
の設置条件を満たす取付場所を選定してください。
※ お取り付けには、 取付車両に適した市販のステー等を別途
ご用意ください。

① アンテナの取付方向
（ケーブルの引出し方向）

８０°以内に電波障害物が
ないこと。

±４０°以内に電波障害物
がないこと。
車両の
進行方向

車両の
進行方向

安定した通信のために…
●設置後はＥＴＣテスターで通信が正常にできることを必ず
確認してください。 又、ＧＰＳ信号が正常に受信できて
いることを確認してください。
※ＧＰＳ信号は、 周囲の環境によって受信するまでに
３０秒から数分かかる場合があります。

④ その他の設置条件
●運転者の視界を遮ったり、 他の装置の操作を妨げな
い場所に、 アンテナを設置してください。

●アンテナのケース表面がカウル等の部品に接触しな
いよう設置してください。
●ハンドルを左右にロックするまで切っても、 アンテナが
カウルやミラー等に干渉しないように設置してください。
●アンテナやケーブルに無理な力が加わらないように
設置及びケーブルにたるみを持たせてください。

アンテナの天面が、 必ず上を向くように設置して
ください。

●アンテナケーブルは、 曲げ半径Ｒ４０ｍｍ以下で折り
曲がらないようにしてください。
又、 アンテナ本体及びコネクター部から５０ｍｍの範囲
では、 折り曲げが発生しないようにしてください。

上

径 以
半 m
げ m
曲 ４０
Ｒ

上

車両の
進行方向

●車両部品のバリや鋭利な部分と接触したり、 可動部
に挟み込まれないようにケーブルを引き回してください。

径 以
半 m
げ m
曲 ４０
Ｒ

・ 前後 の 傾きは、 進行方向に対し、 水平～前傾４０°
の範囲で取り付けてください。
後方に傾くと電波の送受信ができません。

●エンジン周辺等、 高温になる場所を避け、 設置及び
ケーブルを引き回してください。

５０mm 以上

② 取付角度
（進行方向に対する前後、 左右の角度）

水平面

車両のイグニッションキーが、ＯＮのときに１２Ｖ、ＯＦＦのときに
０Ｖとなる場所に確実に接続してください。

水平面

車両の進行方向

1. 車両のイグニッションキーをＯＮにしてください。
（電源を投入）
2. アンテナＬＥＤ（青色） が１秒間点灯した後、 以下の
パターンで点滅を繰り返していることを、 確認してく
ださい。 【１秒周期で６回点滅し、 ２秒間消灯】

② アンテナの設置条件を守り、 ケーブルを本体
まで引き回してください。
③ アンテナケーブルを下記手順で接続してください。
1. アンテナケーブルのコネクターを本体に確実に接続して
ください。

●電源ケーブルを接続する際は、 必ず車両のイグニ
ッションキーをＯＦＦにしてから、 作業してください。

3. 本体のカバーを開け、 セットアップカードを挿入して
ください。 セットアップカードを挿入すると、 アンテナ
ＬＥＤ（青色） が０.５秒間点灯し、 セットアップを開始
します。

●電源ケーブルの＋側は、 直接バッテリーの＋端子
に接続しないでください。 常に電源が入った状態と
なり、 火災、 故障の原因となります。

※カチッと音がして、 コネクターのロックが掛かるまで押し
込んでください。
コネクターの外し方
※コネクターを外す際は、
先端に保護テープ等を
巻いたプライヤ等で軽く
つまんで、 ロックを解除
して外してください。
プライヤ

※セットアップ中は、 セットアップカードを抜いたり、
車両のイグニッションキーをＯＦＦ（電源を遮断） し
ないでください。

2. アンテナケーブル防水パッキン全体を奥まで確実に押し
込んでください。
アンテナケーブル
防水パッキン
※組み付けの向きに注意
3. アンテナケーブル防水カバーを被せ、 確実にはまって
いるか確認してください。

⑥ 電源ケーブルの－側 ( 黒線 ) をバッテリーの
－端子に接続してください。

5. セットアップカードを抜いて、 イグニッションキーをＯＦＦ
にしてください。 （電源を遮断）

４ 取付作業後の確認
⑦ 電源ケーブル、 インジケータケーブルを中継
コネクターまで引き回し接続してください。

お取り付けが完了しましたら、 下記チェックリストに従い、
取り付け状態及び動作の確認をしてください。

コネクターが確実に嵌合しているか確認してください。

アンテナの設置条件について
アンテナケーブル
防水カバー
●中継コネクターの接続が不完全な場合、 防水性
が保てず、 本体内部へ浸水する恐れがあります。
●防水パッキン、 防水カバーの押し込みや装着が
不完全な場合、 防水性が保てず内部へ浸水する
恐れがあり、 故障の原因となります。

④ 本体、 アンテナ、 インジケーターを車両にしっ
かりと固定してください。
●本体、 アンテナ、 インジケーターを付属の両面テープ
を必ず使用し、 ステー等を使用して固定してください。
マジックテープで本体を固定する際は、 万一脱落して
も危険が生じない場所でのみ、 ご使用ください。
●本体は、ＥＴＣカードの抜き挿しに支障のない場所であ
ることを確認してから固定してください。

●各ケーブルは、 以下に注意してください。
・ エンジン周辺等、 高温になる場所を避ける。
・ 車両部品のバリや鋭利な部分に接触させない。
・ 車両の可動部に挟み込まない。
・ 無理な力が加わらないよう、 たるみを持たせる。

⑧ 各ケーブルを固定してください。
電源ケーブル、 アンテナケーブル、 インジケーターケーブルを
結束バンド等で確実に固定してください。

●貼り付ける面を無水アルコール等で良く拭き取り完
全に乾いてから貼り付けてください。
●低温時の作業や、 曲面、 凹凸面への貼り付けは、
両面テープやマジックテープの接着力が低下します
ので、 避けてください。
●本体の呼吸穴をシール等でふさがないでください。
●貼り直す場合は、 両面テープやマジックテープの接着
力が低下しますので、 新しいものをご使用ください。

本体及びアンテナ、 インジケーターの固定に
付属の両面テープを使用している。
又、 両面テープの貼り直しはしていない。

１４

本体の裏側の呼吸穴をふさいでいない。

１５

本体の設置場所は、ＥＴＣカードの抜き挿しに
支障のない場所である。

１６

電源ケーブルの＋側は、 イグニッションが
ＯＦＦのときに、 電源が遮断される場所に接
続している。

１７

電源ケーブルの－側はバッテリーの－端子、
又は確実なアースポイントに接続している。

１８

電源ケーブル及びインジケーターケーブルの中
継コネクターが確実に嵌合している。

１９

電源ケーブルのヒューズは、 水の掛からない
場所に設置している。

２０

アンテナケーブルは、 曲げ半径Ｒ４０ｍｍ以下
で折り曲がっていない。

２１

アンテナケーブルは、 アンテナ及び本体から
５０ｍｍ以内で折り曲がっていない。

２２

各ケーブルは、 無理な力が加わらないように、
たるみを持たせている。

２３

各ケーブルは、 クッション等で保護され、
あそびを持たせ、 結束バンド等で固定されて
いる。

２４

各ケーブルは、 エンジン周辺等、 高温になる
場所を避けている。

２５

各ケーブルは、 車両の可動部に挟み込まれ
ないようにしている。

２６

各ケーブルは、 車両部品のバリや、 鋭利な
部分に接触しないようしている。

車両について

チェック

天面が上を向き、 前後の傾きは、 進行方向
に対して水平～前傾４０°の範囲である。

２７

取り外した部品は、 元通り取り付けられて
いる。

２

左右の傾きは、 進行方向に対して左右各５°
以内の範囲である。

２８

車両の装置、 電装品はすべて正常に作動し
ている。

３

水平面を基準に上方８０°以内、 進行方向
に対して左右各４０°以内に電波を遮る障害
物 （金属部品、 メッキ部品、 チタンコートの
スクリーン等） がない。

車載器の動作について

（セットアップ後）

※ アンテナ及びインジケーターのＬＥＤ表示が、 下記と
異なる場合は、 車載器の状態を取扱説明書で確認
してください。
２９

イグニッションキーＯＦＦのとき
・ アンテナＬＥＤ、 インジケーターＬＥＤ…消灯

３０

イグニッションキーＯＮ、ＥＴＣカード未挿入のとき
・ アンテナＬＥＤ…１秒間青色点灯→消灯
・ インジケーターＬＥＤ
…０.５秒赤点灯→０.５秒緑点灯→消灯

７

無理な力が加わったり、 圧迫されない場所で
ある。

３１

ＥＴＣカードを挿入したとき
・ アンテナＬＥＤ…０.５秒点灯→消灯→点灯
・ インジケーターＬＥＤ…消灯

８

エンジン等の熱の影響が少ない場所である。

３２

ＥＴＣカードを抜いたとき
・ アンテナＬＥＤ、 インジケーターＬＥＤ…消灯

９

過度の振動、 衝撃のない場所である。
３３

ＥＴＣテスターで通信確認を行ったとき
●ＥＴＣカード挿入時
・ アンテナＬＥＤ…青色点灯を継続
・ インジケーターＬＥＤ…消灯
●ＥＴＣカード未挿入時
・ アンテナＬＥＤ…１０秒間青色点灯→消灯
・ インジケーターＬＥＤ…消灯

３４

初回のＧＰＳ信号を受信したとき
・ インジケーターＬＥＤ…１秒間緑色点灯→消灯

４

運転者より前方に設置してある。

５

運転者の視界、 運転操作を妨げない場所で
ある。

６

ハンドルを切っても車体に干渉しない場所で
ある。

１０

ＨＩＤランプ装着車の場合、ＨＩＤランプのコント
ロールユニット及びケーブルから５０ｍｍ以上
離れた場所である。

お取り付けについて
⑨ 車両の復元 ・ 作動確認をしてください。
本品を取り付けする際に、 取り外した部品を元通りに取り
付け、 車両の装置及び電装品がすべて正常に作動するか
確認してください。

チェック

１３

１

●電源ケーブルのヒューズは、 防水仕様ではあり
ません。 水の掛からない場所に設置してください。

●各ケーブルを結束バンド等で固定する際は、 クッシ
ョン等で保護し、 あそびを持たせて固定してください。

⑤ ＨＩＤランプ装着車に取り付ける場合の設置条件
ＨＩＤランプ装着車の場合、ＨＩＤランプのコントロールユニ
ット及びケーブルからのノイズにより、 アンテナと本体及
び、ＥＴＣカードとの通信が正常に行えなくなる場合があり
ます。ＨＩＤランプ装着車にお取り付けいただく場合には、
アンテナ、 本体、 アンテナケーブルをＨＩＤランプのコント
ロールユニット及びケーブルから５０ｍｍ以上離して設置
することを推奨いたします。

4. セットアップが正常に完了すると、 アンテナＬＥＤ（青色）
が点灯します。
※セットアップが正常に行えなかった場合は、 アンテナ
ＬＥＤ（青色） が０.５秒周期で点滅を繰り返します。
その場合には、 セットアップカードを抜いて、 手順
の最初から再度セットアップ作業を行ってください。

●ボディーアースへ接続する場合は、 取付車両の
メーカーにご相談の上、 指定のアースポイントに
接続してください。
車種によっては、 走行時に電源供給が不安定に
なり、 正常に動作できなくなる恐れがあります。

●アンテナの設置条件を必ず守り、 取り外しできないよ
うに固定してください。
・ 左右の傾きは、 進行方向に対し、 左右各５°
以内の
範囲で取り付けてください。
左右に傾きすぎると、 電波の送受信ができません。

⑩ 車載器のセットアップをしてください。

アンテナケーブル
コネクター

●過度な振動、 衝撃のない場所に設置してください。

３６０°ＯＫ

① 取付位置周辺のゴミ、 ホコリ、 油汚れ等をき
れいに拭き取ってください。

水平面

５０mm 以上

車両の進行方向に関わらず、
アンテナケーブルをどの方向
から出しても、 通信性能上は
問題ありません。
ただし、 運転席からアンテナ
ＬＥＤを視認出来るようにして
ください。

金属部品、 メッキ部品、 チタンコートスクリーン等は、
電波の障害物となります。 進行方向に対し、 以下に
示す範囲に電波の障害物がないように取り付けてくだ
さい。 又、 人体も電波を遮りますので、 必ず運転者
より前方に取り付けてください。

⑤ 電源ケーブルの＋側 ( 赤線 ) を接続してください。

１１

アンテナＬＥＤ及びインジケーターＬＥＤが運転
席から視認できる。

１２

アンテナケーブルのコネクター、 防水パッキ
ン防水カバーが本体に確実に嵌合している。

チェック

チェック

ご使用の前に、 必ず同梱の取扱説明書をお読みいただき、
正しくご使用ください。

