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お 買 い 上 げ
年 月 日
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お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。
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上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの
年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

故障内容記入欄

＜無料修理規定＞
1.  本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った
正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたしま
す。

2.  保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と
本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理
をご依頼ください。

3.  ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ
の販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談
センターへご相談ください。

4.  保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（イ） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障

および損傷
（ロ） お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、

塩害、指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧
による故障および損傷

（ニ） 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および
損傷

（ホ） 故障の原因が本製品以外にある場合
（ヘ） 本書のご提示がない場合
（ト） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記

入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
（チ） 付属品や消耗品等の消耗による交換

5.  本書は、日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.

※ 本書を紛失しないように大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料修理をお約束するものです。 従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
ので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お
買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い
合わせください。

保 証 書  （持込修理）

本書は、本書記載内容（右記載）で、無料修理を行うことをお約束するもので
す。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご
提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
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GPSアンテナ内蔵
ヘルメット装着式バイクレーダー

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機は、スピード取締り機の存在を前もってお知らせする受信機です。

取扱説明書 保証書
S-EXTRA/スーパーエクストラ感度 ★★★★★

・

・

レーダー波を発射しない取締り（光電管式、追尾方式など）の場合、事前に探知することができませんので、あらかじめご了承
ください。

・本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
フルフェイス、ジェット、オープンタイプおよびオフロードタイプのヘルメットに取り付けることができます。
ハーフキャップタイプのヘルメットには取り付けることができません。

安全上のご注意 各部の名称とはたらき使用上のご注意 本機を充電します

基本的な使いかた 音楽ファイル再生機能について

本機を取り付ける前に

絵表示について

この記号は、気をつけていただきたい
「注意喚起」内容です。
この記号は、してはいけない「禁止」内容
です。
この記号は、必ず実行していただく
「強制」内容です。

危険：危険内容を無視した取り扱いをすると、死亡または
重症を負う高い可能性が想定されます。

警告：警告内容を無視した取り扱いをすると、死亡または
重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意：注意内容を無視した取り扱いをすると、傷害や物的
損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事
項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に
関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするため
に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

● 安全上お守りいただきたいこと

警告

サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障
の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないで
ください。また、本機を加熱したりしないでください。

異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでくだ
さい。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。

心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や
担当医師にご確認ください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

注意
気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの
原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。
本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入っ
た場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

各端子に異物が入ると、故障の原因となることがありますので取り扱いにご注意ください。

ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

本機は精密機械です。静電気/電気的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動し
ません。

スピーカーを不適切な位置に取り付けると、振動や転倒時に耳が負傷することがありますので、適切な
位置に取り付けてください。

ヘルメットの改造は絶対にしないでください。

ハーフキャップタイプのヘルメットには取り付けることができません。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。
・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
・ 湿気やほこり、油煙の多い所
・ ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

●ヘルメット取付ベース

●USB/ACアダプター

●USB-miniUSBケーブル

●ヘルメットスピーカー
 （コード長約 38 cm）

●落下防止用ストラップ
●スピーカー取り付け用
　スペーサー（2個）

●スピーカー取り付け用
　面ファスナー（1個）

●取扱説明書・保証書（本書）

レーダー / 無線アンテナ部
取締りレーダー波と無線を
受信します。

GPSアンテナ部
GPS衛星からの電波を受信
します。

ヘルメットスピーカー
ジャック（ステレオ）
ヘルメットスピーカー
を接続します。

付属の落下防止用ストラップを取り付けます。
ストラップ穴

ストラップ穴

ラバー
スペーサー

ヘルメット取付ベース
ヘルメットに本機を取り付けるベースになります。
これにより、ヘルメットから本機がワンタッチで
外すことができます

4 方向 & プッシュスイッチ
音楽再生時の操作やレーダー
設定時に使います。

エリア/ミュートボタン
[AREA/MUTE]
マイエリア・マイキャン
セルエリアなどの登録や
消音に使います。

電源ボタン [POWER]
長押しで、電源のON/OFF
短押しで、レーダー / 無線
機能をON/OFFします。

miniUSBコネクター
本機の充電やデータの転送に使います。
シリアルナンバー
製造番号が印刷されています。

フルカラーLED
充電時や各種動作時に
さまざまな色で点灯します。

ヘルメットにヘルメット取付ベースとスピーカーを取り付けます

本機とヘルメット取付ベースに落下防止用ストラップを取り付けます正 面

本 機 ヘルメット
取付ベース

背 面

1 ヘルメットの左側にベースを取り付けます

ヘルメットのシェルとライナーの間にワイヤークリップを差し込みます。

※取り付けは確実に行ってください、落ちたりして事故の原因となります。
※無理やり挿入するとクッションに亀裂が入る場合があります。ワイヤークリップを広げながら、
　挿入してください。また、ラバースペーサーに無理な力を加えると脱落するおそれがあります。

2 ヘルメットの内側に付属のスピーカーを取り付けます

付属の面ファスナーでヘルメット内側
の耳の位置に貼り付けます。
ヘルメットの形状に応じて、スペー
サーを追加して取り付けてください。

本機装着時、レーダー / 無線アンテ
ナ部が前方を向く位置に取り付けて
ください。

前方

●付属のUSB/AC アダプターによる充電は、約 3.5 時間で満充電になります。

●本機は充電されていないと使用できません。必ず充電してから使用してください。 ●本機は上着のポケットに入れて使用することも可能です。 本機内にMP3、WMA、AACファイルを保存することで、音楽ファイルを再生することができ
ます。
※本機と接続可能なパソコンが必要です。

4方向＆プッシュスイッチで操作します。

●リピート機能：本機内の音楽ファイルを 1曲目から再生し、最終曲まで再生終了すると、
　　　　　　　　1曲目再生に戻ります。

※音楽ファイル再生中でも、警報を優先で告知します。（告知中は、音楽ファイル再生音が小さくなります。）
※音楽ファイル再生中に電源をOFF にした場合は、再生していた曲の途中から再生されます。

・ MPEGオーディオ 1, 2, 2.5 に対応しています。
・ Layer 1, 2, 3 に対応しています。
・ サンプルレート 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48k に対応しています。
・ ビットレート 8 ～ 320 kbps, VBR (可変ビットレート) に対応しています。
　 フリーフォーマットを除く。
・ ID3TAG V1.0, V.1,1, V2.2, V2.3, V2.4 に対応しています。

本機を付属のUSB-miniUSB ケーブルでパソコンに接続し、音楽ファイルを本機内に保存します。
フォルダ階層は、最大 7階層まで認識されます。
パソコンに認識されると、本機はリムーバブルディスクとして認識されます。

※本機の充電可能温度範囲は、0℃～＋45℃です。 安全のため、高温時や低温時は充電が
　できません。
※本機は満充電の状態で約 30 時間使用可能です。（　 10 ページ）

●パソコンからも充電できます。
パソコンの電源を入れ、付属のUSB-miniUSB ケーブルで本機とパソコンを接続してください。
パソコンによる充電でも約 3.5 時間で満充電になります。
※パソコン本体のUSB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを経由して接続すると、容量不足
　で充電できないことがあります。
※パソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状態の時は充電できませんので、スタンバイ（スリープ）、休止
　状態を解除してください。

1 本機裏側の端子カバーを開き①、付属の
USB-miniUSB ケーブルのminiUSB コネ
クターを差し込む②

2 USB/AC アダプターを AC100V コンセン
トに差しこみ①、付属の USB-miniUSB
ケーブルのUSBコネクターをアダプター
にさす②

3 充電が完了したら USB/AC アダプターを
コンセントから抜き、本機からminiUSB
コネクターを抜く

本機動作中に、充電開始すると本機の LEDが
赤色に点灯し、充電中であることを示します。
満充電になると LEDが緑色になります。
※充電中、電源のON / OFF以外の本機の操作
　はできません。
※本機の電源がOFFの場合でも充電は行われ
　ますが、充電を開始してもLEDは点灯しま
　せん。充電状況を確認する時は、充電状態
　のまま本機の電源をONにしてください。
　満充電時はLEDが緑色に点灯します。

2 音量を調整する

4 方向＆プッシュスイッチの上下で音量が調整で
きます。
音量は「ビープ音」「アナウンス」「音楽再生」「テス
ト音声出力（　 26 ページ）」で確認できます。

3 実際に走行してみる

走行中、本機に登録されているエリアに近づいた
り、無線の電波を受信する、または、レーダー波を
受信すると、「音声」または「ビープ音」でお知らせ
します。
「音声」、「ビープ音」は切替できます。

レーダー、無線警報中
に [AREA/MUTE] ボタ
ンを押すと、受信中の
電波が受信できなく
なるまで、警報音を一
時的に消すことがで
きます。

1 本機の電源をONにします
[POWER]ボタンを長押しします。フルカラーLEDが白色点滅し「パワーオンです」の音声が流
れます。

4 本機の電源をOFF にします
[POWER] ボタンを長押しします。
「パワーオフします」の音声が流れ、LEDが
消灯します。

ログ機能が ON の場合は、電源 OFF 操作後に
ログデータを本機内に保存するため、LED消灯
までに時間がかかることがあります。

電源を入れると自動的に、GPS機能＋レー
ダー / 無線機能および音楽再生機能がONに
なります。
・GPSを測位すると「測位しました」とア
　ナウンスされます。
・初回電源ON時に、5分経過してもGPS が
　測位できない時は「GPS をサーチ中です」
　とアナウンスされます。
・一旦GPSを測位したあとで、1分以上GPS
　の電波が受信できない時は「GPSを受信
　できません」とアナウンスされます。

● 音楽再生機能をOFFにする。
「4方向 &プッシュスイッチ」を短押しす
るとOFF になります。［LED 緑色点滅］
※音楽ファイルを取り込んでいない場合、
自動的に LEDが緑色点滅になります。

● レーダー / 無線機能をOFFにする。
「電源ボタン」を短押しするとOFF になり
ます。［LED 青色点滅］

※音楽再生機能とレーダー/無線機能を両
方停止した場合、LEDは青緑色で点滅
します。

※GPS測位後で、30km/h以上で走行している場合は、
LEDの点灯及び点滅は、行いません。
※GPS機能をOFFにすることはできません。

※満充電になると、自動的に充電を停止し
　ます。
※本機は端子カバーをしっかりと閉じ、隙
　間や浮きが無い状態でIPX7の防水性能を
　有しています。

miniUSB
コネクター②①

①

②

点灯

LED状態

緑色点滅

青色点滅

白色点滅

青緑色点滅

赤色点滅

赤色点灯

GPS機能＋レーダー / 無線機能  ON

GPS機能＋音楽再生機能  ON

GPS機能＋レーダー / 無線機能および
音楽再生機能  ON

GPS機能  ON

ローバッテリー状態

充電中（電源ON状態から充電開始した場合）

条件

ビープ音種類

ピッ

ブブッ

ピッピッ

ピーピッ

ピーピピッ

スイッチ操作音

レーダー機能 OFF → ON

レーダー機能 ON → OFF

ローバッテリー、充電してください

本機内データアップロードおよび
ダウンロード時

意　味

音量大

音量小

GPSターゲットに近づくと（例） 取締無線を受信すると（例）

操作方法

本機に音楽ファイルを保存します

対応MP3

・ WMA ver.9 standardに対応しています。
・ DRMには対応していません。
・ サンプルレート 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48k に対応しています。 
・ ビットレート 8 ～ 320 kbps, VBR (可変ビットレート) に対応しています。
・ WMA-TAGTAGに対応しています

・ iTunesによりエンコードされたMPEG4 AAC-LCに対応しています。
・ DRMには対応していません。
・ サンプルレート 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48k に対応しています。 
・ ビットレート 8 ～ 320 kbps, VBR (可変ビットレート) に対応しています。
・ AACTAG (iTunes Meta-data) に対応しています。
・ 拡張子「3gp」、「mp4」、「m4a」に対応しています。
・ 3GPP TS 26.244 準拠しています。
・ File Type はm4a、mp42、3gpX (X は任意の数字) に対応しています。
※ iTunes でエンコードされたファイル以外については、ファイル内にギャップやビデオデータ等 のスト
　リームが入っている場合、次曲へのスキップ動作、または読み飛ばし時に音切れが発生する可能性が
　あります。

対応WMA

対応 AAC

保存可能曲数

ステルス波を受信すると

ミュート機能 本機の取り外し方
①取付ベースの爪部を
　押さえながら
②本機を上向きに
　スライドさせる
※スピーカーのプラグ
　は外しておく

『ステルスです
  ステルスです』

警告
充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムポリマー電
池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
リチウムポリマー電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした
電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

注意
リチウムポリマー電池の充電温度範囲は、次のとおりです。
充電：0℃～ + 45℃
リチウムポリマー電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因
となります。また、リチウムポリマー電池の性能や寿命を低下させることがあります。
リチウムポリマー電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗
い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

リチウムポリマー電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上
げの販売店にご持参ください。

直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。液漏れ、発熱、
発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムポリマー電池の性能や寿命を低下させることがあります。

リチウムポリマー電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したり
して、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
リチウムポリマー電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないで
ください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムポリマー電池が内部ショートし液漏れ、発熱、
発煙、破裂、発火する原因となります。
リチウムポリマー電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常
な化学反応が起こり、リチウムポリマー電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムポリマー電池内部で異常な化学反応が
起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムポリマー電池が破壊、変形
され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムポリマー電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、
発火させる原因となる恐れがあります。
リチウムポリマー電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分
に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

危険
リチウムポリマー電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムポリマー電池が液漏れ、発熱、
発煙、破裂、発火する原因となります。

お願い
不要になったリチウムポリマー電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、
お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協
力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームペー
ジ（http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html）をご参照ください。

● 内蔵リチウムポリマー電池について
■ 本機を使用中の違反に関しては、一切の
　 責任を負いかねます。日頃からの安全運
　 転をお心がけください。

レーダーアラームに関する注意

GPS測位機能に関する注意

無線2バンド受信機能に関する注意

取り付けに関する注意

・  自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意
　または過失、製品の改造等によって生じた損害
　に関して、当社は一切の責任を負いません。
・  説明書に記載の使用方法およびその他の遵守
　すべき事項が守られないことで生じた損害に
　関し、当社は一切の責任を負いません。
・  本機の仕様および外観、表示名、表示の内容は、
　実際と異なったり、予告なしに変更する場合が
　あります。
・  本製品の取り付けによるヘルメットの変色・
　変形（跡が残る）に関し、当社では補償いたしか
　ねます。

音量大

早戻し
曲の頭へ

早送り
次の曲へ

音量小

動　作

再生（音楽再生ON）

停止（音楽再生OFF）

曲の早送り

次の曲へ

曲の早戻し

曲の頭へ

ボリュームを上げる

ボリュームを下げる

音楽停止中に押すと再生

音楽再生中に押すと停止

再生中の曲の早送り再生

再生中の曲の次の曲へ

再生中の曲の早戻し再生

再生中の曲の頭へ※1

全機能のボリュームが上がります

全機能のボリュームが下がります

操　作 説　明

/　  短押し

長押し

短押し

長押し

短押し

短押し

短押し

/　   短押し

ボタンをまっすぐ
押すと再生・停止

※1　曲の先頭から 1秒以内に再度押すと 1つ前の曲に移動します。

本 機

①.mp3

④.mp3

②.mp3
③.mp3

B
C

⑤.mp3

⑩.mp3

D

E

A ○○○○○　.mp3
▲▲▲▲▲　.wma
□□□□□　.aac

音楽データファイル

音楽データファイル
の形式（拡張子）

音楽データファイル名

・サブフォルダを作成しても再生可能です。
・ファイルの再生順序はフォルダ名/ファイル名順に再生
　されます。
・複数のフォルダがある場合は、左図のように再生され
　ます。(例では、①から⑩の順で再生されます。)
・[次の曲へ]ボタン、[曲の頭へ→前の曲へ]を押下した
　場合、以下のようにループします。

① C② D④ E⑤ 次
前

シェル

ライナー
インナー

スペーサー
（必要に応じて）

スピーカー 面ファスナー

本機は胸ポケットに入れて使用することも可能で
すが、胸ポケットに入れて使用した場合、電波が受
信しにくくなったり、GPS 測位機能がはたらかない
場合や、取締レーダー波の探知距離が短くなる場合
があります。また、ポケットに入れる向きによっても
受信状態が変わります。
他の機器のアンテナの近くや、金属など障害物の陰
にならない場所に取り付けてください。
本機を胸ポケットに入れて使用する場合、同じポ
ケットに他の物を入れないようにしてください。携
帯電話・リモコンなどの電波により、本機に受信障
害が生じることがあります。

本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了
するまで20分以上時間がかかる場合があります。
走行速度や距離などは、GPS の電波のみで計測して
います。  GPS 測位状況によって、実際とは異なる場
合があります。
車載 TV を UHF56 チャンネルに設定していると、
GPS 測位できない場合があります｡UHF56 チャンネ
ル受信周波数が障害電波となり、GPS 受信に悪影響
を与えるためです。
新たに設置されたオービスなどのターゲットは、GPS
警報できませんのであらかじめご了承ください。

・

・

・

・

・

・
・

・

・

取り扱いに関する注意

本機に強い衝撃を与えると、破損したり故障の原因
となります。
本機を装着した状態でのヘルメットの脱着は、本機
に無理な力がかからないようにしてください。破損
や故障の原因となります。
本機を装着した状態でのヘルメットの運搬時は、本
機をハンドル代わりに持ち運ばないでください。本
機が故障するだけでなく、本機が外れてヘルメット
が落下する恐れがあります。
走行中に本機が外れて落下しないように、本機は確
実に取り付けてください。また、付属品の落下防止
用ストラップを付けてください。
スピーカーのコネクターは、しっかりと差し込んで
ください。防水性能が損なわれる場合があります。
また、コネクターを抜き差しする時は、コネクター
プラグ部を持って抜き差ししてください。ケーブル
部を引っ張ると破損する場合があります。

・

・

・

・

・

・

・

・

走行環境や測定条件などにより、取締りレーダー波
の探知距離が変わることがあります。
狙い撃ちの取締り機（ステルス型取締り機）は、計
測する瞬間だけ電波を発射するため、受信できな
かったり、警報が間にあわない場合があります。先頭
を走行する際はくれぐれもご注意ください。
レーダー波を使用しない速度取締り（光電管式な
ど）の場合、事前に探知することができませんので、
あらかじめご了承ください。

カーオーディオやカーナビ、カーエアコン、ワイ
パー、電動ミラーなどのモーターノイズにより、反応
する場合があります。あらかじめご了承ください。
本機は、受信した無線音声を聞くことができません。
カーロケーターシステムは、全国的に新システムへ
の移行が進んでいます。現在は受信可能な地域で
あっても今後、新システムへの移行により受信でき
なくなる場合がありますので、あらかじめご了承く
ださい。新システムが導入された地域や、新システム
に移行した場合、カーロケ無線の警報や、ベストパー
トナー2識別は、はたらきません。

進行方向

『500ｍ先
  ループコイルです』

『取締無線です』

①

②

-6- -7-

-8- -9- -13--12- -14--11--10-

-1- -2- -3- -4- -5-

本機をヘルメット取付ベースに取付け
ます

本機裏側の溝を取付ベースに合わせ「カ
チッ」とロックされるまで、スライドさせま
す。落下防止用のストラップをつなぎます。
※取り付けは確実に行ってください、落ちた
　りして事故や破損の原因となります。

本機にスピーカーのプラグを差し込み
ます

ヘルメットに取り付けたスピーカーのプラ
グを、本機後ろ側のヘルメットスピーカー
ジャックに差し込みます。
※スピーカーのコードは、たるまないように
　してください。思わぬ事故の原因となり
　ます。ヘルメットのインナーのすき間な
　どに挟みこむとうまくいく場合があります。

※本機動作中にパソコンに接続するか、接続後に電源をONにしてください。パソコンが本機を認識しな
　いと、音楽ファイルを保存できません。

車両前方

アンテナ部

必ず本機アンテナ部を車両前方に
向くようにしてください。

MAPサービス

仕様

詳しくは、下記ホームページを参照ください。
http://www.yupiteru.co.jp/gps/index.html

     ◆  クラブホームページアドレス
　     http://www.yupiteru.co.jp/ityclub/index.html

パソコンでのダウンロード、本体お預かり更新サービスでGPS ターゲットデータの更新を
行っていただけます。

ログ機能をONに設定すると、走行データ（最大約 12 時間分）を本機に記録します。
記録したデータは本機とパソコンを接続し、ログデータコンバータを使用することでパソコン
で走行軌跡を確認することができます。
※インターネット接続環境が必要です。
※非測位時と時速 10km以下の時は記録されません。また、本機容量がいっぱいになるとログデータは保存
　されません。

パソコンで走行軌跡を確認するには以下の環境や条件が必要になります。
※ 下記以外のパソコン環境や地図ソフト、市販のデータロガーでの動作確認は行っておりません。
※ 走行軌跡はパソコン上の地図や地形とずれることがあります。

ログデータコンバータの使い方は弊社ホームページ（http://www.yupiteru.co.jp/map/log.html)
をご覧ください。

パソコンでのダウンロードをご利用の際には、   　　クラブにご入会ください。
入会手続きは下記ホームページから行っていただけます。

GPSターゲットデータ更新サービス

本機お預かり更新サービスをご要望される場合は、お買い上げの販売店、または、お客様
ご相談センターにご依頼ください。

0120-998-036

電話でのお問い合わせは下記フリーコールにお願いします。

◆ ユピテル　　　クラブ窓口
受付時間 9:00 ~ 17:00 月曜日 ~金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する
ことがあります。あらかじめご了承ください。

：DC 3.7V
（充電式リチウムポリマー電池）
：待機時：20mA 以下
    最大    ：150mA以下

：［GPS 部］
   12チャンネル/パラレル受信方式
［レーダー部］
   スイープオシレーター式ダブル
   スーパーへテロダイン方式
   広指向性デュアルパッチアンテナ

：－20℃～＋60℃

：［GPS 部］1.6GHz 帯
［レーダー部］Xバンド/Kバンド
［UHF 部］350.1 ／470.7MHz 帯
   

   
：92（W）× 60（H）× 29（D）mm
  （突起部除く）   
：約97g（電池含む）

動作温度範囲

：スーパーエクストラ感度

   
：0℃～＋45℃充電温度範囲    

受信感度
：防浸形 IPX7 準拠防水性能

：約 30 時間
  （GPS機能＋レーダー / 無線機能）
：約 5 時間
  （GPS機能＋レーダー/無線＋音楽再生）

連続使用時間
：2GB内蔵メモリ

受信周波数

外形寸法

本体重量

電源電圧

消費電流

受信方式

ログ機能

ビットレート 保存可能曲数

32 kbbs 約 2,200 曲

48 kbbs 約 1,500 曲

64 kbbs 約 1,100 曲

80 kbbs 約 900 曲

96 kbbs 約 700 曲

112 kbbs 約 600 曲

ビットレート 保存可能曲数

128 kbbs 約 550 曲

160 kbbs 約 440 曲

192 kbbs 約 360曲

224 kbbs 約 320 曲

256 kbbs 約 280 曲

320 kbbs 約 220 曲

※内蔵メモリの空きが 2GB で、1曲 4分とした場合

※内蔵メモリの容量いっぱいまで
　音楽ファイルを入れると、ログ
　データの保存ができません。
　容量に余裕をもって保存してく
　ださい。（500MB 位空けておい
　てください）

● 下記の条件を満たしたインターネットに
　 接続可能なパソコン。
　・ OS
　    ・Microsoft Windows 7（32bit 版 /64bit 版）
　    ・Microsoft Windows Vista（32bit 版 /64bit 版）
　    ・Microsoft Windows XP（32bit 版）※
　    ・Microsoft Windows 2000
　       ※64bit 版は、未対応となります。
　・ .NET Framework2.0 以上がインストールされて
　　いること。.NET Framework2.0 以上がインスト
　　ールされていない場合は、Microsoft 社のホー
　　ムページよりダウンロードしてください。

● ご用意いただくもの。
　・ 付属の USB-miniUSB ケーブル
　・ Google より Google Earth をダウンロードし
　　てください。
　・ 弊社ホームページ（http://www.yupiteru.co.jp/
　　map/log.html）をご参照の上、オリジナルログ
　　データ変換ソフト（YP_LogDataConvert.exe）
　　をダウンロードしてください。

連続使用時間 ※満充電時（使用状況によって異なります。）
GPS機能　…………………………………………………　約 30 時間
GPS機能＋レーダー / 無線機能　………………………　約 30 時間
GPS機能＋音楽再生機能　………………………………　約 5 時間
GPS機能＋レーダー / 無線機能＋音楽再生機能　……　約 5 時間

端子カバーをしっかり閉じる

・  本機アンテナ部を必ず車両前方に向けてく
　ださい。
・  ポケットの中に本機以外のもの、携帯電話、
　小銭などと一緒にポケットに入れないでく
　ださい。本機の感度が低くなることがあり
　ます。
・  必ず本機に、ヘルメットスピーカー、イヤ
　ホンなどを接続してご使用ください。 警告
　音などが聞こえません。

・  前傾や後傾のきついポジションでは本機
　の感度が低くなることがあります。
・  ポケットの中でボタンが勝手に押されて
　しまう場合があります、あまり窮屈なポ
　ケットには入れないでください。

USB
コネクター

注意

※音楽再生機能がONの場合は、オートパワーオフ
　機能は、はたらきません。

<オートパワーオフ機能＞
一定時間（約 3分間）振動を検出しなかった場合、
自動的に電源がOFF になります。

※ 連続使用時間は条件によって異なります。
※ 防水性能は端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きが無い状態でIPX7の性能を有しています。
※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
　 なお、本文中ではTM、R  マークは明記していません。

落下防止用ストラップ

落下防止用ストラップ

落下防止用ストラップ

本機を取り付ける際にストラップをつなぎ、本機がヘルメット取付ベースから落下するのを防止します。

本機のストラップ穴に
ストラップを取り付け

ヘルメット取付ベースの
ストラップ穴にストラップを取り付け

クッション

ライナー シェル

ワイヤー
クリップ

ラバー
スペーサー



[ AREA / MUTE ]ボタン

レーダー波受信時の動作について（レーダーアラーム）

システム設定

レーダー波3識別（iDSP）について 警報ボイスについて

システム設定内容 故障かな？と思ったら アフターサービスについて

アラーム

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●保証書
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになり、
大切に保管してください。

●保証期間
お買い上げの日から1年間です。

●対象部分
機器本体（消耗部品は除く）

●修理をご依頼されるとき
「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名（品番）、氏名、
住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で
本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談
センターへご相談ください。

※ 点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。
※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

○保証期間中のとき
保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器
本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき
まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に
より有料修理いたします。

受付時間  　9：00 ～ 17：00　月曜日～金曜日
（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

お客様ご相談センター 0120-998-036

● 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
● 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
● 紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注
 　文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

ユピテルご相談窓口

修理をご依頼になる前に、もう 1度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、
お買い上げの販売店、または弊社ご相談窓口にご相談ください。

症　状 チェック項目

電源が入らない ・電源がON になっていますか。
・リチウムポリマー電池が消耗していませんか。USB/AC アダプター・USB ケーブル
　を使って充電してください。
・オートパワーOFF 機能がはたらいていませんか。  振動がない状態が約 3分続くと、
　自動的に電源が切れます。

本機は、アラームと接近テンポアップシステムの採用により、取締りレーダー波の存在を
より確実に伝えていきます。［レーダーアラーム］

内蔵メモリーに登録されているGPS データのポイントに近づくと、オービスなどのターゲット
をお知らせします。GPS コンテンツの初期設定はノーマルに設定されています。

本機は、iDSP/ 統合的デジタル信号処理技術（integrated Digital Signal Processing Technology）
により、ステルス型取締り機の「一瞬で強い電波」に対しては、ただ単に警報するだけでなく、
通常波と区別して警報画面とボイスでお知らせします。さらに、インテリジェントキャンセル
により取締り波かどうかを識別し、誤警報を抑えます。

ステルス型取締り機について

[ステルス識別] [インテリジェントキャンセル：特許 第3902553号]
・ iDSP はステルス型の取締り機に対して完全対応という訳ではありません。先頭を走行する際はくれぐれ
　もご注意ください。
・新H システムの断続的なレーダー波を受信した際も、通常のレーダー波と同じ警報となります。

音（電子音／ボイス）で警報します。

設定モード　　通常モード切り替え

設定一覧

テスト音声出力

電源ボタン[POWER]とエリア/ミュートボタン
[AREA/MUTE]を同時に押す。

時報 ONです 時報 OFFです

オートクワイアット

オービス 5段階警報

取締・検問エリア警報

レーダー波の受信が約30秒以上続くと、自動的
に音量が小さくなります。

後方受信
iDSP による超高精度識別およびスーパーエク
ストラの高感度受信により、後方からの取締り
レーダー波もしっかり受信します。

接近テンポアップ

ボイス識別

取締りレーダー波発信源への接近（電波の強弱）にあわせて変化します。

取締りレーダー波
発信源との距離

電子音アラーム
断続音から連続音に変化します。※ボイスはテンポアップしません。
『ピロ・ピロ』　　　　　　　　　　『ピーーーー』

ミュート機能
●取締りレーダー波の発信源の確認ができたら
警報中にエリア/ミュートボタン［AREA/MUTE］
を押すと、受信中の電波がなくなるまで、警報
音を一時的に消すことができます。

他の取締り機と同じ電波を使用していますが、事前に探知（受信）されないようにするため、待機中は電波
を発射せず、必要なときに短時間強い電波を発射して速度の測定ができる狙い撃ち方式の取締り機です。
・ステルス型取締り機は、計測する瞬間だけ電波を発射するため、受信できなかったり、警報が間にあわ
　ない場合があります。また、取締りには電波を使用しない光電管式などもありますので、先頭を走行す
　る際はくれぐれもご注意ください。
・  通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などにより、ステルス波を識別警報することがあります。
・  ステルス型取締り機の電波を受信すると、ボイスでステルス波を識別警報します。

＜ステルス波を受信した時＞
♪効果音のあとに
『ステルスです　ステルスです』

『ステルスです』と警報したあとは、通常の警報音（電子音、ボイス）
の警報になります。

レーダー警報
しない

・電源が入っていましたか。
・警報音は鳴りますか。「設定モード」にしてから、エリア＆ミュートボタン［AREA/MU
　TE］を長押しして、テスト音声が鳴るか確認してください。
・取締りレーダー波が発射されていましたか。計測する瞬間だけ電波を発射するステ
　ルス型など、取締り準備中あるいは終了後などで、スピード測定装置から取締りレー
　ダー波が発射されていないことがあります。
・インテリジェントキャンセルされていませんか。
・システム設定で受信感度モードが「AAC」が ON の場合、時速 30km 未満のときは
　警報しません。

GPS 警報しない ・GPS 測位していましたか。
・新たに設置されたオービスなどのターゲットではありませんか。

取締りもしてい
ないのに警報機
能がはたらく

・取締りレーダー波と同じ電波が他でも使用されています。それらの電波を受信する
　と警報機能がはたらくことがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
̶取締りレーダー波と同じ電波を使用している主な機器̶
・電波式の自動ドア、防犯センサー／信号機の近くに設置されている車両通過計測機
　／NTT のマイクロウェーブ通信回線の一部／気象用レーダー、航空レーダーの一部
　／他のレーダー探知機の一部
・まれに他の無線機の影響を受けることがあります。その場合は取り付け位置を変えて
　みてください。

警報の途中で警報
音が小さくなる

・レーダー波の受信が約 30 秒以上続くと、警報音が小さくなります。

ひんぱんに無線
警報する

・放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や
　周囲の状況により、受信状態になることがあります。
　また、取り付けた車やカーナビの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射し
　ている場合があります。

取締り現場なのに
350.1MHz を受信
しない

・「無線」を「ON」に設定していましたか。
・取締り現場での連絡が無線方式で行われていましたか。連絡には 350.1MHz の電波
　を使った無線方式の他に、有線方式の場合もあります。

パソコンに接続
しても本機が認
識されない

・USB 端子はきちんとUSB コネクターにせつぞくされていますか。
・USB ハブを使用していませんか。本機とパソコンは直接接続してください。

誤警報がキャン
セルされない

・「アイキャンセル」の設定は「ON」になっていましたか。
・GPS 測位していましたか。
・新Hシステムやレーダー式オービスが近くにありませんでしたか。
・取締エリア、またはマイエリア登録したエリアではありませんか。

1km 500m
直前
速度告知

通過告知

2km
（高速道のみ）

1km

『1km先　高速道ループコイルです』

『500m先　LHシステムです』

『500m先　Hシステムです』

『2km先　高速道レーダーです』

『トンネル内　高速道 LHシステムです』

『トンネル出口付近　高速道レーダーです』

『制限速度は○○キロです』

『高速道　制限速度は○○キロです』

『500m先　Hシステムです　カメラは正面です』

『走行速度は○○キロ以下です』

『通過します』

『1km先　マイエリアです』

『トンネル内　高速道レベル３追尾式取締エリアです』

『トンネル出てすぐ　高速道レベル 3ネズミ捕りエリアです』

『1km先　レベル 4レーダー式ネズミ捕りエリアです』

『レベル 5　光電管式移動オービスエリアです。スピード注意』

『レベル 3　パトカー追尾式取締エリアです。スピード注意』

移動オービスがよく出没する地点や、新たに
設置されたオービスポイントなどを登録で
き、2回目以降通過時に警告させることがで
きます。［マイエリア］

警告させたい地点を登録する（マイエリア登録）

マイエリアを登録する
レーダー警報中ではない時に、登録したい地点で
エリア /ミュート [ AREA / MUTE ]ボタンを短押
しする。「マイエリアをセットしました」とお知
らせします。

マイエリア登録したエリアに近づくと…

手前約 1km / 500m / 通過中の 3段階で警告します。
＜手前約 1km（500ｍ）のとき…＞
『右（左）方向　1km（500m）先　マイエリアです』
とお知らせします。

＜通過中…＞
『通過します』とお知らせします。

登録したマイエリアを解除する
マイエリア登録地点でエリア/ミュート[AREA/
MUTE]ボタンを長押しする。「マイエリアを解除
しました」とお知らせします。

自動ドアなど、取締り機が設置されていないにもかかわらずレーダー波の受信警報がよく鳴
る地点を登録することができ、通過時にレーダー波の受信警報をキャンセルします。
［マイキャンセルエリア］

・ 登録数は、マイエリア、アイキャンセル、マイキャンセルエリアの合計で 1,000 カ所まで可能です。
   1,000 カ所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録します。
・ マイキャンセルエリアは、レーダー波の受信警報をキャンセルするもので、GPS47 識別や無線 2バンド識別、
   ベストパートナー 2識別の警報はキャンセルできません。

レーダー警報をキャンセルしたい地点を登録する（マイキャンセルエリア登録）

マイキャンセルエリアを登録する
レーダー警報中に、登録したい地点でエリア /
ミュート [ AREA / MUTE ]ボタンを押し、ミュート
状態で、もう一度エリア /ミュート [ AREA / MUTE ]
ボタンを押す。「マイキャンセルエリアをセットしま
した」とお知らせします。

登録したマイキャンセルエリアを解除する
マイキャンセルエリアを消去したい場合はシス
テム設定「設定モード」から「キャンセルエリ
ア」→「消去」で消去してください。

VOL＋ VOL－

操作音 ONです 操作音 OFFです

VOL＋ VOL－

ログ機能 ONです ログ機能 OFFです

VOL＋ VOL－

ボイス ONです ボイス OFFです

VOL＋ VOL－

AAC ONです AAC OFFです

VOL＋ VOL－

無線 ONです 無線 OFFです

VOL＋ VOL－

アイキャンセル ONです アイキャンセル OFFです

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－GPSコンテンツ
オールONです

GPSコンテンツ
ミニマムです

GPSコンテンツ
ノーマルです

GPSコンテンツ
マニュアルです

VOL＋ VOL－

マニュアルコンテンツ

VOL＋ VOL－

マイエリア

戻ります

消去します 消去しました

※1

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－
キャンセルエリア ※1

項目選択方法は同じです。

VOL＋ VOL－

ログデータ※2 ※1

VOL＋ VOL－

設定初期化

VOL＋ VOL－

オービス ONです オービス OFFです

検問・取締 ONです 検問・取締 OFFです

交通警察隊 ONです 交通警察隊 OFFです

駐禁監視 ONです 駐禁監視 OFFです

警察署 ONです 警察署 OFFです

交番 ONです 交番 OFFです

事故多発 ONです 事故多発 OFFです

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

VOL＋ VOL－

車上狙い ONです 車上狙い OFFです

分岐・合流 ONです 分岐・合流 OFFです

ETCレーン ONです ETCレーン OFFです

サービスエリア ONです サービスエリア OFFです

その他 ONです その他 OFFです

戻ります

初期化します 初期化しました

VOL＋ VOL－

※1

設定項目（初期設定）

時報（ON） ON / OFF ONにすると毎時、正時に時刻を告知します。「午前（午後）○○時です」

AAC（OFF） ON / OFF 走行速度が 30km未満はレーダー波の受信警報をカットします。

無線（ON） ON / OFF 無線の告知機能のON/OFF を設定します。

マニュアルコンテンツ - マニュアルモード時、それぞれの警報内容を個別にON/OFF できます。

マイエリア 取消し /消去 マイエリアに登録した地点の全消去をします。マイエリアで [          ] を
押し、[VOL＋]、[VOL－] で戻るか、消去を実行するかを選択します。

GPS コンテンツ
（ノーマル）

オールON
ミニマム
ノーマル
マニュアル

GPS 告知コンテンツの設定を行います。
それぞれの設定の告知項目は、「GPS ターゲット識別について」の表を
参照してください。

アイキャンセル※
（ON） ON / OFF アイキャンセルのON/OFF を設定します。

操作音（ON） ON / OFF ONにするとスイッチ操作時、操作音「ピッ」が鳴ります。

ログ機能（OFF） ON / OFF ONにすると走行ログの記録を行います。

ボイス（OFF） ON / OFF ONにするとレーダー警報時、レーダー警報音の後に「スピード注意」と
音声で警報します。OFF の場合、レーダー警報音の後に「ピッピッ…」と
ビープ音で警報します。

設定内容 内　容

※2「ログ機能」ONの時のみ

マニュアルコンテンツ項目

キャンセルエリア 取消し /消去

ログデータ 取消し /消去

キャンセルエリアに登録した地点の全消去をします。キャンセルエリア
で [          ] を押し、[VOL＋]、[VOL－] で戻るか、消去を実行するかを選択
します。

本機内部に保存してある走行軌跡データの全消去を行います。
ログデータで [           ] を押し、[VOL＋]、[VOL－] で戻るか、消去を実行
するかを選択します。

設定初期化

設定モード中に [AREA/MUTE] を長押しすると、テスト音声出力を行います。

取消し /
初期化

本機設定の初期化を行います。初期化を行うと、工場出荷時の設定に
戻ります。設定初期化で [          ] を押し、[VOL＋]、[VOL－] で取り消すか、
初期化を実行するかを選択します。設定初期化を行っても、登録された
「マイエリア」、「キャンセルエリア」、「ログデータ」は消去されません。

※アイキャンセル（インテリジェントキャンセル）[ 特許 第 3902553 号、第 4163158 号 ]

自動ドアなどで誤警報する場所を通過した際、GPS の位置情報を自動で登録し、2回目以降通過時に電波
を受信した場合、レーダー警報をキャンセルします。GPS 測位していないときや誤警報エリアの状況に
よっては、誤警報がキャンセルされない場合があります。
登録数は、アイキャンセル、マイエリア、マイキャンセルエリアの合計で 1,000 ヵ所まで可能です。
1,000 ヵ所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録し
ます。
・GPS 測位していないときや誤警報エリアの状況によっては、誤警報がキャンセルされない場合があります。
・キャンセルされないエリアでは、マイキャンセルを合わせてご利用ください。
・自動登録したエリアは、「アイキャンセル」の設定や、電源をOFF にしても記憶されています。

※内蔵メモリの容量いっぱいまで音楽データを入れると、ログ機能でログデータが保存できません。
　容量に余裕を持って保存してください。

※このオービス5段階警報は、トンネル出口ターゲットとトンネル内オービスに対しては機能しません。

※「トンネル内追尾式取締エリア」と「トンネル出口直後ネズミ捕りエリア」から出た場合は、『取締エリア外
　です。』のお知らせは行いません。
※一時停止取締エリアの警告は、取締エリアに進入したときのみ行います。
※駐禁最重点エリア、駐禁重点エリア、車上狙い多発エリアの警告は、そのエリア内で停車すると行います。
※本機に登録されている取締・検問エリアは、過去のデータに基づいています。頻度などは目安として
　お考えください。

●警報音（ボイス）によるお知らせ（例）

手前約 2km（高速道のみ） →   『2km 先 高速道 LH システムです。』 車両の現在速度が走行路線の制限速度を
超えている場合にお知らせします。

手前約1km → 『1km先 高速道 LHシステムです。 GPSの受信状況より『300ｍ先/200m先/
100m先/すぐ先』とお知らせすることが
あります。手前約500m → 『500メートル先 高速道 LHシステムです。』

直前速度告知 → 『走行速度は60キロ以下です。』 車両の現在速度をお知らせするもので、
走行路線の制限速度ではありません。

通過告知 → 『通過します』

●警報音（ボイス）によるお知らせ（例）

GPSの受信状況より『○○m先/すぐ先』
とお知らせすることがあります。

手前約1km → 『1km先　レベル1　取締エリアです。』

エリア内告知 → 『レベル1　取締エリアです　スピード注意。』 取締エリアに進入するとお知らせします。

圏外告知 → 『取締エリア外です。』

-15- -16- -17- -18- -19-

-22- -23- -24- -25- -26-

-20-

-27-

-21-

-28-

ON OFF ON （ON）

ON ON ON ON

ON ON ON （ON）

以下の設定で固定されており変更できません

オールオン ミニマム ノーマル マニュアル（初期値）

変更可能GPS ターゲット名

GPS コンテンツ

1 ループコイル

LHシステム

新Hシステム

レーダー式オービス

トンネル内オービス

トンネル出口ターゲット

オービス制限速度

高速道制限速度切替りポイント

2

3

4

5

6

7

8

9 カメラ位置告知

10 直前速度告知

通過告知

マイエリア

トンネル内追尾式取締エリア

トンネル出口直後ネズミ捕りエリア

ネズミ捕りエリア

11

12

13

14

15

移動オービスエリア

追尾式取締エリア

16

17

オービス

検問・取締

『すぐ先　レベル 2一時停止取締エリアです』

『レベル 1交差点取締エリアです』

『レベル 1　取締エリアです　スピード注意』

『レベル 4　飲酒検問エリアです』

『レベル 4　携帯検問エリアです』

『レベル 2　検問エリアです』

『取締（検問）エリア外です』

『500m先　高速道交通警察隊待機所です』

『この付近　駐禁最重点エリアです』

『この付近　駐禁重点エリアです』

『500m先　警察署です』

『500m先　交番です』

『すぐ先　事故多発エリアです』

『この付近　車上狙い多発エリアです』

『この先　高速道分岐（合流）ポイントです』

『ETC レーンは　右側（左側 /両サイド /中央です』

『500m先　ビューポイントパーキングです』

ON OFF ON （ON）

ON OFF OFF （ON）

以下の設定で固定されており変更できません

オールオン ミニマム ノーマル マニュアル（初期値）

変更可能

18 一時停止取締エリア

交差点取締エリア

その他取締エリア

飲酒検問エリア

携帯電話検問エリア

その他検問エリア

取締・検問圏外識別

高速道交通警察隊

19

20

21

22

23

24

25

26 駐禁最重点エリア

27 駐禁重点エリア

警察署

交番

事故多発エリア

車上狙い多発エリア

高速道　分岐 /合流ポイント

28

29

30

31

32

ETC レーン事前案内

ビューポイントパーキング

33

34

検問・取締

ON OFF ON （ON） 交通警察隊

ON OFF OFF （ON） 警察署

ON OFF OFF （ON） 交番

ON OFF OFF （ON） 事故多発

ON OFF OFF （ON） 車上狙い

ON OFF ON （ON） 駐禁監視

分岐・合流

ON OFF OFF （ON） ETC レーン

ON OFF OFF （ON） その他

ON OFF OFF （ON） サービス
エリア

ON OFF OFF （ON） サービス
エリア

『500m先　道の駅です』

『1km先　サービスエリアです』

『1km先　パーキングエリアです』

『1Km先　高速道ハイウェイオアシスです』

『1Km先　高速道サービスエリアです　スマートインナーチェンジです』

『1Km先　高速道パーキングエリアです　ガスステーションがあります』

『すぐ先　交差点監視ポイントです』

『すぐ先　信号無視抑止システムです』

『この先　Nシステムです』

『すぐ先　交通監視システムです』

『この先　高速道　急（連続）カーブです』

『500m先　高速道長い（連続）トンネルです』

『この先　○○県です』

以下の設定で固定されており変更できません

オールオン ミニマム ノーマル マニュアル（初期値）

変更可能

35 道の駅

サービスエリア

パーキングエリア

ハイウェイオアシス

スマート IC

SA/PA 内ガスステーション

交差点監視ポイント

信号無視抑止システム

36

37

38

39

40

41

42

43 Nシステム

44 交通監視システム

高速道　急 /連続カーブ

高速道　長 /連続トンネル

県境告知

45

46

47

※「システム設定」の「GPS コンテンツ」で「マニュアル」を選択しても、GPS ターゲットを個別にON/OFF
することはできません。「システム設定」の「マニュアルコンテンツ」で、表中のマニュアルの変更可能項
目ごとにON/OFF します。

マニュアルコンテンツの変更内容はGPS コンテンツ
をマニュアルにしないと反映されません。

5バンド受信機能

受信バンドと警報ボイス

1 カーロケ無線
『カーロケ遠方受信です』
『カーロケ近接受信です』

受信バンドと警報ボイス 注意内容 警報ボイス

1 カーロケ遠近識別 緊急車両などが遠方のときや
近接している可能性が高いとき

『カーロケ遠方受信です』
『カーロケ近接受信です』

2 カーロケ圏内・圏外
識別

カーロケ受信の発信元が、
遠ざかった可能性が高いとき

『 カーロケ 圏外です』

受信バンドと警報ボイス

2 取締無線
『取締無線です』

GPS
Xバンド
Kバンド

無線 2バンド
取締レーダー波の X・K ツインバンドと
GPS の 3バンドの他に、無線 2バンド受信
をプラスし、5バンド受信ができます。

・ 警報音（ボイス）は、♪効果音のあとにお知らせします。

・ 警報音（ボイス）は、♪効果音のあとにお知らせします。
・ 警報によるアドバイスがあっても、実際とは異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
・ カーロケーターシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。 現在は受信可能な地域で
   あっても今後、新システムへの移行により受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承くだ
   さい。 新システムが導入された地域や、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警報や、ベストパート
   ナー 2識別機能ははたらきません。

安心して、安全に運転していただくために、無線 2バンド受信機能を搭載しました。
これらの無線を受信すると、警報ボイスでお知らせします。[ 無線 2バンド識別 ]

＜各種無線を受信すると＞

5
BAND

1. 無線 2バンド受信機能について

カーロケ無線、取締無線の受信状態からシミュレーションし、快適ドライブのベストパート
ナーとして、安全走行のためのタイムリーな情報をお知らせします。
また、カーロケ無線（407.7MHz 帯の電波）を受信したとき、その発信元の遠近を自動識別し、
さらに発信元が圏外になったと思われる場合もお知らせします。
・ カーロケ無線やベストパートナーは、カーロケ無線が受信可能な一部地域のみはたらきます。

2. ベストパートナー 2 識別

・  GPS 測位状況や走行ルートによっては、距離の告知
　（『1km先』、『500m先』）を『この先』や『300m先 / 
　200m先 / 100m先 / すぐ先』とお知らせすること
　があります。

・すべてのマイエリアを消去したい場合は「設
　定モード」から「マイエリア」→「消去」で
　消去してください。

・マイエリア登録地点で、エリア/ミュート
　[AREA/MUTE]ボタンを短押しすると、「マイ　
　エリアにセットされています」とお知らせします。

取締エリア
検問エリア

距離およびタイミング お知らせ例 お知らせ条件

距離およびタイミング お知らせ例 お知らせ条件

取締頻度
高

低

レベル 5

レベル 4

レベル 3

レベル 2

レベル 1

※GPSを測位していないと「GPSをサーチ中です」
　とお知らせし、登録できません。GPSを受信し
　てから再度行ってください。

※GPSを測位していないと「GPSをサーチ中です」とお知らせし、登録できません。GPSを受信してから
再度行ってください。

「通常モード」から「設定モード」に切り替わ
ると、前回設定した項目の音声が発声され
ます。初めて設定モードに切り替えた時は
「時報　ONです」と発声します。
「設定モード」から「通常モード」に切り替わ
ると「通常モードです」と発声します。

スピーカー必要です

GPS ターゲット名

GPS コンテンツ

GPS ターゲット名

GPS コンテンツ

各種設定をするには、本機を設定モード
に切り替えます。設定終了後は必ず通常モ
ードに切り替えてください。
本機設定は音声で行いますので、付属品の
スピーカーなどを接続する必要があります。
設定モード時は LED がマゼンタ色で点滅
します。

※音楽再生機能がONの場合は、オートパワーオフ機能は、はたらきません。


