SL70VG
取付・取り扱い説明書
SCIBORG PARTS

注 意！
車両配線の接続には必ず付属のネジタップを使用してください。
ネジタップを使用せずに接続すると経年変化や振動などで接触不良による不安
定動作を起こす可能性があるのでご注意ください。
ネジタップを使用しないで取け付た場合には保証対象外となる場合があります。
取付に関する説明は、車両電装に関する専門的な知識と経験をお持ちに
なっている方専用です。
取付の説明には、車両電装の取扱に必要な専門用語が使われ
ており、本説明にしたがった本装置の取付を行うには車両電装
に関する詳しい知識と技術が必要です。取付は必ず車両電装に
関する専門の知識と技術をお持ちの取付店にて行ってください。
専門の知識や技術のない方が取付を行うと車両または本装置の
故障・損傷のみならず、人体にも危険が及ぶ可能性があります。
従いまして車両整備に関する詳しい知識と技術を有する方以外の方が取
付けを行われた場合にはサポート対象外となります。
本製品は車両自体の通信システムとは干渉しないように設計されております
が、OBDを使用する他社製ドライブレコーダーやレーダー探知機、
メーターなど
車両通信に負荷をかける製品と一緒に使用すると正しく動作しないことがありま
すので、
それら機器との同時使用はやめてください。
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はじめに
この度はSCIBORG製品をお買い求めいただき誠にありがとうございま
す。ご使用前に必ず本書をお読みいただき、正しい取扱い方法によりご使
用いただきますようお願いします。また、本書は読んだ後も大切に保管して
ください。
なお、本書は、あなたやほかの人々への危害や財産への損害を未然に防
ぎ、本装置を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を
示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。本装置
をお使いいただく前に必ずよくお読みください。
※ 取付ける車両により動作が異なる場合がありますので、必ず事前に最新
の適合表を確認してください。

安全に正しくお使いいただくための表示について

危 険

人が死亡するまたは重傷を負う危険
が想定される内容を示しています。

警 告

人が重傷を負う危険が想定される内
容および物的損害が想定される内容を
示しています。

注 意

危

本装置の本来の性能を発揮できなか
ったり、本装置の故障をまねく内容を示
しています。

険

● 本装置の設置位置

コントロールユニットを水、湿気、熱、湯気、ほこり、油等の多い場所
に保管、設置しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
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警

告

● 12V車専用

本装置は12V電源専用機器です。24V車への取付は車両または本装
置の故障・損傷のみならず、人体にも危険が及ぶ可能性があります。

警

告

● 本装置の設置位置

本 装置は車 両の機 器や 他の機 器と干渉する場所 やそれら機 器に影
響を及ぼすような場所には設 置しないでください。特に車両の機 器の
性能を損なうような取付を行うと本装置の故障・損傷のみならず、人体
にも危険が及ぶ可能性があります。

注

意

● 本装置の固定

本製品は脱 落しない程 度に固定してください。無理な圧 迫は動作不
良の原因になる可能性があります。

● 取付作業

本製品の取付時は換気と鍵の閉じこめ防止のため窓を開けて作業を
行ってください。

● バッテリーあがりについて

バッテリーの寿命は正常な状態で2〜3年ぐらいであり、使わなくて
も性能は劣化します。また、最近のバッテリーは、車内電装品の充実等
により突然性能が 落ちます。前回のバッテリ交換から2年以上経 過して
いる場 合はもちろん、電 装 機 器装 着時にはバッテリーの点検や早めの
交換をお勧めします。特に、一回の走行距離が短い、オーディオやカー
ナビなど電力消費の多い機器を使 用している、車の利用回数が少ない
(車は乗らなくても多くの電気機器により待機電流として消費します)な
どの場 合は, バッテリ充電能力よりも消費の方が上回るため、十 分な充
電ができません。
【バッテリー寿命を短くする要因】
★ 渋滞・夜間・雨天の利用が多い。
★ エアコンを常に利用している。
★ オーディオやカーナビなど電力消費の多い機器を利用している。
★ 一回の走行距離が短い。
★ 車の利用回数が少ない。(車は利用しなくても多くの電子機器に
より電力が消費されます。)
★ 2週間以上乗らない。
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動作に関する説明
システムの動作
取り扱い方法
○

車速が20km/hに達すると自動でドアを施錠
（ロック）
します。

○

車両停止後シフトレバーをパーキング（P）ポ
ジションに戻すドアを自動で解錠（アンロッ
ク）
します。

○

車両が急減速すると9秒後に 解錠（アンロッ
ク）
します。

※本製品に搭載されている緊急時アンロック機能は急激な減速を検出してから9秒
後にドアをアンロックします。急ブレーキや急停車など実際の衝突が発生しない
場合でも規定以上の減速を検出した場合にはドアをアンロックします。
（エアバッグの動作とは連動しません）。ただし、急減速を検出してから9秒後の時
点で車速が０km/hでない場合にはアンロックしません。
※急減速とは-12m/s2以上のことで、
１秒間におよそ43km/h以上の減速です。
○

20km/h以上で走行中に手動でドアを解錠（アンロック）すると自
動でロックします。
・スマートエントリー付車 ： 全ドアで機能します。
・ワイヤレスキー付車
： 運転席ドアのみ機能します。

※本製品に搭載されているリロック機能の動作状況は車両型式お
よび年式、グレード、装備によって対応できるドアが異なる場合
があります。

梱包物をご確認ください

00

10

02

ロックコントローラー x1

2

信号ハーネス x1

ネジタップ x3
（大１、小2）

アース用端子 x1

SCIBORG®

取付に関する説明
■取り扱い方法

動作確認LED（内蔵）
この付近で光ります。

リセットボタン

車両のイグニッションをONにした状態でリセットボタンを押します。
車両の自動認識がうまくできない場合に使用してください。

■取り付け方法
1. 機器の接続場所
ほとんどの車両で接続作業は助手席
グローブボックス裏で行います。取付先
の詳細は別紙接続図を参照ください。
2. 各電線（ハーネス）
の接続

信号線ハーネスおよび電源線を車両別接続資料に従って取り付けます。
※ 信号線の接続先は次の通りです、絶対に間違えないでください。
電源線
車両側
赤色 ・・・・・ 常時+12V
黒色 ・・・・・ ボディアース

3.

信号線
車両側
黄色 ・・・・・ CAN Hi
白色 ・・・・・ CAN Lo

初期登録作業
Step1 : 本製品を車両別接続先資料（別資料）
に従って車両に接続する。
Step2 : 車両のイグニッションをONにする
（内部LEDが点滅を開始）。
Step3 : 本製品内蔵のブザーが鳴り、LEDが点灯して登録完了。

重

要！

上記取付手順でイグニッションはLEDが点灯状態になるまでは絶対にオフしな
いでください。
本製品はアクセサリー電源を主電源として使用していますので、初期登録中にイグ
ニッションをオフすると初期登録作業が正常に終了できなくなります。
製品が正常に動作しない場合にはイグニッションON中またはエンジン始動中に
動作確認LEDが点滅するまでリセットボタンを押してください。LEDの点滅が点灯
に変われば、正常な動作を開始します。
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取付に関する説明
4. 取付作業完了後の動作確認
Step1
Step2
Step3
Step4
Step5

:
:
:
:
:

すべてのドアを閉めます。
車両のイグニッションをONまたはエンジンを始動します。
シフトレバーを
「R」
または
「D」ポジションにします。
集中ドアロックスイッチを使ってドアをロックします。
シフトレバーを
「P」ポジションにします。

すべてのドアがアンロックされれば正常です。

本製品に関する注意事項
■本製品は日本国内のみで使用できます。海外では使用しないでください。
■日本国内正規ディーラー車のみの対応となります。
■本製品が検知する車速は車両のCAN-BUS通信から取得しています。
したがって車両メーターが表示している車速と一致しない場合があります。
■本製品が作動した際、稀に車載テレビの画像にノイズが入る場合があります。
これはドアロック時の車両特有のノイズによるものであり本製品の装着による
影響ではありません。
■本製品はマニュアルトランスミッション車にはご利用いただけません。
■本製品の動作の有無に関わらず弊社では交通事故、盗難被害等の責任は一
切負いません。
■本製品は当社が製造する他のDigi-Link製品と併用することができます。他社
のCAN-BUS通信を利用した製品との併用はできません。
■本製品の仕様、
デザインは改良のため予告無く変更する場合があります。
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《保証・無料修理規定》
1:本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2:

取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で保証期間中に万一故障した
場合は、
お買い上げの販売店経由にて無料修理いたします。
ただし、出張修理の場合は実費を申し受けます。

3:

保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、製品と本書をご持参の上
お買い上げの販売店にてご依頼ください。保証書のない場合には保証対象外となりま
す。又、必ずご購入レシートを添付してください。

4: 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、
当社へ直接お送りください。
5:

本製品は持ち込み修理品です。製品をお送りいただく際の送料および取はずし、取付
費用は、
お客様のご負担となります。

6:保証期間内でも次の場合は有償となります。
●製品内への水・油分等の浸入による故障及び損傷
●【使用許諾】違反が認められた場合
●使用上、取付上の誤り、不注意による故障及び損傷
●不当な修理、改造による故障及び損傷
●お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
●火災、地震、水害、落雷、
その他天災地変、公害、塩害等による故障及び損傷
●普通乗用車、軽自動車以外に使用された場合の故障及び損傷
●適合車種以外に使用された場合の故障及び損傷
●本書のご提示がない場合または保証書記載事項に不備のある場合
●本書にお買上げ日、購入者名、販売店名の記入のない場合、字句を書き換えた場合
7:本書は日本国内においてのみ有効です。(This warrenty is valid only in Japan)
8:本書は再発行は致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

注意！
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。
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。
※ 保証期間経過後の修理等についてご不明な点は、お買上げの販売店へお問い
合わせください。
※ 各記入欄に必要事項の記載のない保証書は無効となりますので、記入の有無
をご確認ください。万が一記入漏れ事項がある場合は、直ちにお買上げの販売店
にてお申し付けください。
※ 本製品の動作の有無に関わらず盗難等の被害については当社では一切の責任
を負いかねます。

※
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