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取扱説明書

取付店様へ
本取扱説明書は取付後、お客様にお渡しください。
丁寧にお取扱いください。

　目         次　

ＥＴＣ車載器をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
本取扱説明書を読み、内容
を理解して、ＥＴＣ車載器
の操作を行ってください。
本取扱説明書は必要なと
きにすぐに参照できるよう
大切に保管しておいてく
ださい。
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本製品に貼付けられているシールは、はがさないでください。
本製品は電波法の基準に適合しています。
本製品に貼付けられているシールはその証明ですのではがさないでください。
シールがはがされた場合、本製品に対する保証ができない場合があります。
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利
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四輪車専用

ＥＴＣ車載器の日本国外への持ち出しにご留意ください。
ＥＴＣ車載器を日本国外へ持ち出すと、外国為替および外国貿易法に抵触する可能性があります。
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ETC専用

ご利用の流れ

1 出発

■　ＥＴＣ（Electronic Toll Collection System）とは

ETC車載器にＥＴＣカードを挿入し、ＥＴＣ車載器の
ＬＥＤとアンテナLEDが点灯していることを確認
します。

2 入口料金所（または検札所）

ＥＴＣ車線表示板に従って、入口料金所のゲートに十
分な車間距離を取り、時速20ｋｍ以下で進入します。

3 入口ゲート進入

ＥＴＣ車載器と路側アンテナ間で、必要な情報が通
信されます。※

4 入口ゲート通過

十分な車間距離を取り、時速20ｋｍ以下で安全
に進入し、開閉バーが開いたことを確認してか
ら、通過します。

有料道路の通行料金処理を無線で行うためのシステムです。
路側アンテナとＥＴＣ車載器との間で通信を行い、利用料金はお客様のＥＴＣカードに登録した銀行口座
から支払われます。

2
3

4

6
7

8

※：入口料金所で料金支払の処理を行う場合があります。（  7をご参照ください。）
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ETC専用

5 SA・ＰＡ
盗難防止のため、車両から離れるときはＥＴＣカー
ドを抜き取ることをお奨めします。
必ずＥＴＣカードを挿入してから運転を再開しま
す。

6 出口料金所
ＥＴＣ車線表示板に従って、出口料金所のゲートに十
分な車間距離を取り、時速20ｋｍ以下で進入します。

7 出口ゲート進入

ＥＴＣ車載器と路側アンテナ間で、精算に必要な
情報が通信されます。
同時に、利用履歴がＥＴＣカードに書き込まれます。

8 出口ゲート通過

十分な車間距離を取り、時速20ｋｍ以下で安全
に進入し、開閉バーが開いたことを確認してか
ら、通過します。

9 到着
盗難防止のため、ＥＴＣカードを抜き取り、エンジ
ンを停止します。

ＥＴＣご利用にあたって
料金所のゲートでは
●いつでも停車できる速度で進入してください。
●開閉バーが開いたことを確認し、通過してくだ
さい。
●路側表示器を確認してください。

ＥＴＣカードについて
●入口から出口まで必ず同一のＥＴＣカードを使
用してください。

●利用料金はＥＴＣカードに登録した銀行口座か
ら支払われます。
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道路事業者からのお願い
はじめに
必ず、ＥＴＣシステム利用規程等をお読みください
●ＥＴＣシステム利用規程、同実施細則（以下「利用規程等」という。）、ＥＴＣカードの利用約款な
どに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特に、エラーや事故の発生原因になる等の重
要な事項について、以下に記載しました。ＥＴＣのご利用前に、必ずお読みください。

※利用規程等は、道路事業者の「供用約款」と合わせて「約款」となりますので、遵守事項については
必ずお守りください。

乗車前のご注意
専門の取付店で車載器を取り付けてください
●車両への車載器の取り付けは、専門の取付店等で確実に行ってください。
●車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車
載器でＥＴＣを利用なさらないようお願いします。

※車載器は車載器メーカーの示す方法によって取り付けてください。メーカーが示す方法以外（シガー
ソケット等による簡易取付など）では、利用できません。

※分解・改造された車載器は、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。
※四輪車用ＥＴＣ車載器を二輪車に取り付けた場合も、利用規程等に違反するため、セットアップする
ことはできません。
ＥＴＣカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかの確認を!!
●ご乗車時に、ＥＴＣカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。Ｅ
ＴＣカードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。

　車載器へのＥＴＣカードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが増えています。
※ＥＴＣカードの挿し込み方向（前後・表裏）にご注意ください。
※ＥＴＣカードを車載器に挿入し、ＥＴＣが利用可能である旨の音声案内等を確認してください。また
そのときには音声ボリュームにも注意してください。

※料金所の手前等に、ＥＴＣカードが正常に挿入されていないことを車載器にお知らせするアンテナが
設置されている箇所があります。ＥＴＣカードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場
合には、ＥＴＣ無線走行はできませんので、一般車線又は混在車線をご利用ください。

●車載器がＥＴＣカードを認証するまでには、数秒かかりますので、料金所直前でのＥＴＣカードの挿
入は、エラーの原因となることがあります。

●車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、物で遮ったり、安易な取り付け個所の変更などをしないでく
ださい。

※正常に通信できないとエラーが発生し、開閉バーが開きません。
ＥＴＣカードの有効期限のご注意
●有効期限切れのＥＴＣカードは、使用できません。また、開閉バーが開きません。お手持ちのＥＴＣ
カードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。

※車載器によっては、有効期限切れのＥＴＣカードを差し込んでも、エラー表示はされません。
※ＥＴＣカード更新の際には特にご注意ください。
ＥＴＣカードの保管上のご注意
●ＥＴＣカードを車載器に挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動
作しなくなることがあります。また、ＥＴＣカードに強い力を加えることもカード変形の原因となり
ますので取扱いにはご注意ください。

●盗難防止の観点から、車から離れる際はＥＴＣカードを車載器から外し、携行していただくことをお
勧めします。その場合、再度ＥＴＣレーンを利用される場合には再乗車時に取り出したＥＴＣカード
を忘れずに必ず確実な挿入確認をお願いします。

走行中のご注意
十分な車間距離を取り、２０ｋｍ/ｈ以下に減速、徐行してください!!
●ＥＴＣ車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行なわれなかっ
た場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。
また、前車に接近して通行しようとしたときに、エラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉ま
りますので、ご注意ください。

●料金所では、案内板などにより、ＥＴＣが利用可能な車線であることを確認して進入してください。
●ＥＴＣ車線を通行される際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止で
きるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。

●ＥＴＣ車線を通行する際は、２０km/h以下に減速して進入し徐行して通過していただくようお願いします。
※利用規程等によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご
負担していただく場合がありますので、ご注意ください。

●もし、入口料金所のＥＴＣ車線で通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所
での料金のお支払いは、係員のいる車線（一般車線又は混在車線）で、一旦停車して、ＥＴＣカード
と通行券を係員にお渡しください。
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● 料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、 料金所での案内、又は係員へお知らせ後、
その案内に従ってください。

●入口料金所をＥＴＣで通行した場合で、出口料金所でＥＴＣ車線がご利用できないときあるいは設置されてい
ないときは、一旦停車してＥＴＣカードを係員にお渡しください。

●通行料金の請求を受ける料金所で、ＥＴＣ車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線（一般車線又は
混在車線）でＥＴＣカードでの支払いが可能です。無理な車線変更は危険ですので、おやめください。

※ＥＴＣ車線の機器の点検等により、ＥＴＣ車線を閉鎖している場合がありますのでご注意ください。
●有料道路の利用開始から利用終了までは、同一のＥＴＣカードを継続してご使用ください。料金所以
外にもＥＴＣアンテナが設置されている箇所があり、ＥＴＣカードには走行中、通行料金の計算に必
要な情報が記録されます。途中でカードを入れかえると正しく料金が計算されない場合があります。

●走行中は、ＥＴＣカードを車載器から抜き挿ししないでください。正常に通信できなかったり、ＥＴ
Ｃカードの破損やエラーを引き起こす場合があります。

●入口でＥＴＣが正常に通信できなかった場合（入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声
案内にご注意ください）は、出口料金所では、係員のいる車線（一般車線又は混在車線）で一旦停車
し、係員にお申し出ください。

スマートＩＣの車線を通行する場合は、次の事項にご注意ください
●スマートＩＣは、ＥＴＣ専用インターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップさ
れたＥＴＣ車載器に、有効なＥＴＣカードを確実に挿入し、ＥＴＣシステムをご利用可能な場合に
通行することができます。

●運営時間、出入方向及び対象車種等に制約がありますのでご注意ください。
●スマートＩＣでは、車が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなって
おりますので、必ず開閉バーの手前で一旦停止してください。
なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、車線に設置されたインターホン等で係員を呼び、案
内に従ってください。

●通行止めなどを実施した場合や道路を管理するうえで必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖
することがあります。この場合、最寄りのＩＣをご利用ください。

もしも、開閉バーが開かなかった場合のご注意
ＥＴＣ車線では、絶対に車をバックさせないで!!
●ＥＴＣ車線で、開閉バーが開かないなどの理由で停止された場合には、危険ですので絶対に車をバッ
クさせないでください。
料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案内に従ってください。

※バックすると後続車に追突される危険がありますし、バックして他の車線に入りなおすことは、エ
ラー発生の原因となります。
ＥＴＣカードを挿入せずに（または通信できなかった状態で）ＥＴＣ車線を通過してし
まったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!
●うっかりＥＴＣカードを車載器に挿入し忘れてＥＴＣ車線を通過された場合などは、速やかに、当該
道路を管理する道路事業者（高速道路会社など）にご通行の状況を連絡してください。

車載器の再セットアップ
車載器の付替え、車両ナンバー変更時は再セットアップを!!
●車載器を他の車両に付替える場合や住所変更および車載器付きの中古車を購入または譲り受けた等に
より車両のナンバープレートが変更になった場合、けん引ができる構造に改造した場合などは、再度
のセットアップ（車載器への車両情報の登録）が必要となります。再度のセットアップは、車載器を
お買い求めになった販売店又は最寄りのセットアップ店にご相談下さい。

※新たにセットアップを行わないと、ＥＴＣのご利用ができない場合や割引が適用にならない場合があります。

車載器管理番号に関するお願い
車載器管理番号は、ＥＴＣの各種割引サービスのための必要な番号です。
●車載器管理番号は、お持ちの車載器または車載器のパッケージに記載されている１９桁の固有の番号
で、ＥＴＣの各種割引サービスを受ける場合、あるいは今後の新たなサービスを受けるにあたって必
要な番号です。『ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書（お客様保存用）』を大切に保管してい
ただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。

障害者割引制度におけるＥＴＣ利用について
●ＥＴＣ無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に福祉事務所等での手続きと、併せて有料道
路事業者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ＥＴＣ無
線走行での障害者割引が適用されません。

※既にＥＴＣ無線走行以外の支払での障害者割引適用の手続きをしている場合でも、改めて同様の手続
きと登録をする必要があります。
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道路事業者からのお願い

※通行料金の請求を受ける料金所でＥＴＣ車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線（一般車線又
は混在車線）で、一旦停車して係員にＥＴＣカードを渡し、身体障害者手帳又は療育手帳を呈示して
確認を受けてください。

※ＥＴＣ無線走行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を
携行してください。

※障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の
更新手続きは福祉事務所等で行ってください。

※登録済のＥＴＣカード、ＥＴＣ車載器、車両を変更される場合は、ＥＴＣのご利用前に福祉事務所等
で変更手続きを行ってください。

お問合せ一覧
■　ＥＴＣ のご利用に関して

東日本高速道路株式会社
NEXCO 東日本お客さまセンター 0570-024-024
PHS・IP 電話のお客様 03-5338-7524
受付時間 24 時間（年中無休）
中日本高速道路株式会社
NEXCO 中日本お客さまセンター 0120-922-229
フリーコールがご利用できないお客様 052-223-0333
受付時間 24 時間（年中無休）
西日本高速道路株式会社
NEXCO 西日本お客さまセンター  0120-924-863
フリーコールがご利用できないお客様 06-6876-9031
受付時間 24 時間（年中無休）
本州四国連絡高速道路株式会社
本四高速お客さま窓口 078-291-1033
受付時間 ９：00 ～ 17：30

 （年末年始を除く）
首都高速道路株式会社
首都高ＥＴＣコールセンター 03-6667-5859
受付時間 ９：00 ～ 18：00 （年中無休）
阪神高速道路株式会社
阪神高速お客さまセンター 06-6576-1484
受付時間 月～金 8：30 ～ 19：00

 (土日・祝日・年末年始は9：00～18：00）

■　ＥＴＣカードおよび請求金額に関して
お手持ちのＥＴＣカード発行元にご確認ください。

■　車載器に関して
車載器の購入先、または取扱説明書に記載されている連絡先にお問合せください。

■　セットアップに関して

財団法人 道路システム高度化推進機構（ORSE）
ＥＴＣ お問い合わせ窓口 03-5216-3856
受付時間 月～金 ９：00 ～ 18：00
 （土日・祝日・年末年始を除く）
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警告 この記載内容を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があること
を示しています。

注意 この記載内容を守らなかった場合、けがをしたり物的な損害を受けたりする
可能性があることを示しています。

禁止 してはならないことを示しています。

強制 しなければならないことを示しています。

アドバイス より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載
しています。

安全にお使いいただくために

■　重要なお知らせ
ＥＴＣ車載器は、正しく取扱うことにより安全にお使いいただけます。
まちがった使い方は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながることがあります。この
ような事故を防ぐために、記載内容を良くお読みになり、必ずお守りください。

このＥＴＣ車載器は、「ＥＴＣシステム利用規程」（各道路事業者）、「ＥＴＣカード利用規約」（ＥＴＣカード発
行者）に従った利用を前提としたものです。また、本取扱説明書にある警告、注意などについては弊社が
予見できる範囲のものであり、全てではありません。
不適切な操作、改造、取扱いを行った場合、正常な動作を行わないことがあります。
この場合、弊社は一切の責任を負いません。

本取扱説明書の、一部または全部の転載・複写は著作権者の許諾が必要になります。
本取扱説明書は、日本語を母国語とする人を対象にして作成しています。
またイラストなどは、見やすくするために省略などで実際とは多少異なります。
ＥＴＣに関する情報、取扱説明書の最新の情報はホームページ
（http://www.mhi.co.jp/etc/）に掲載していますのでご参照ください。

本取扱説明書では、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

   警告
ＥＴＣシステム利用規程を遵守する。
ＥＴＣシステムの利用者は、道路事業者が定めるＥＴＣシステム利用規程を遵守しなければな
らないとされています。ＥＴＣシステム利用規程を良くお読みになり、記載してあることを必
ずお守りください。

料金所には、十分減速して進入する。
ＥＴＣ車線が利用可能であることを確認し、十分な車間距離を取り、時速20km以下に減速し
て進入しないと、何らかのエラーや故障が原因で開閉バーが開かない場合、事故の原因にな
ります。

路側表示器の表示と開閉バーの開閉を確認して料金所を通過する。
路側表示器の表示と開閉バーの開閉を確認してから通過しないと、何らかのエラーや故障が原
因で開閉バーが開かない場合、事故の原因になります。
開閉バーが開かない場合は、開閉バーの手前で停車し、係員の指示に従ってください。

■　走行時
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   警告
走行中および料金所付近ではＥＴＣ車載器の操作をしない。
走行中、ＥＴＣ車載器の操作を行うと、わき見運転になり、事故の原因になります。また、料金
所付近で操作を行うと、路側アンテナと通信できなくなり、事故の原因になります。

走行中および料金所付近ではETCカードの抜き差しを行わない。
走行中、ＥＴＣカードの抜き差しを行うと、わき見運転になり、事故の原因になります。料金所付近で
ＥＴＣカードの抜き差しを行うと、路側アンテナと通信できなくなり、事故の原因になります。
また、ETCカード書き込み中に抜き差しを行うと、ETC車載器の故障、ETCカードの破損の
原因になります。

車間距離を詰めすぎない。
車間距離を詰めすぎると、前方車両が急停車した場合、追突する恐れがあります。

料金所付近では車両をバックさせない。
車両をバックさせると、後方車両に追突される原因になります。

故障や異常状態でＥＴＣ車載器を使用しない。
故障や異常状態で使用すると、開閉バーが開かず、事故の原因になります。
ＥＴＣ車載器のトラブルと処置方法  ２5～29ページをご参照ください。

入口料金所（または検札所）を通過時、ＥＴＣ車載器からエラーメッ
セージがアナウンスされた場合や、入口料金所で開閉バーが開かな
かった場合、出口料金所でＥＴＣ車線に進入しない。
開閉バーが開かず、事故の原因になります。

■　走行時

安全にお使いいただくために

   警告
ＥＴＣ車載器がセットアップされていることを確認する。
ＥＴＣ車載器がセットアップされていないと、開閉バーが開かず、事故の原因になります。ＥＴＣ
車載器のセットアップ   １1ページをご参照ください。

ＥＴＣカードの有効期限を確認し、有効なＥＴＣカードを使用する。
有効期限切れのETCカードを使用すると、開閉バーが開かず、事故の原因となります。ご使
用前には必ず、ETCカードに記載の有効期限を確認してください。（本製品はETCカード有
効期限切れを認識できません。）

乗車時に、有効なETCカードをETC車載器に正しく挿入し、ＥＴＣ
車載器が正常に認証するか確認する。
ETCカードが正しく挿入されていないと、開閉バーが開かず、接触事故の原因になります。Ｅ
ＴＣカードの挿入  12ページをご参照ください。

運転者は走行中にカーナビゲーションの操作をしない。
前方不注意になり、事故などの原因になります。

■　ご利用時
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   注意
ＥＴＣ車載器本体やアンテナユニットを勝手に移動させないでください。
移動させると、通信不良となる可能性があり、事故の原因になります。ＥＴＣ車載器の取付けに
は専門技術が必要です。移動が必要な場合は、取付店にご相談ください。

ＥＴＣ車載器本体、アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルの分解、
改造、塗装をしないでください。
分解、改造、塗装を行うと、故障の原因になります。

ＥＴＣ車載器本体やアンテナユニットの上に物を置かないでください。
物を置いた状態で使用すると、通信不良となり開閉バーが開かず、事故の原因になります。ま
た、重量により押しつぶされて、故障の原因になります。

ETC車載器の内部に異物や水分、油分、揮発性その他の液体を入れな
いでください。
ＥＴＣ車載器の内部に異物や水分、油分、揮発性その他の液体が浸透すると、火災、故障、感
電の原因になります。ＥＴＣ車載器のケースが汚れたときは乾いた布で拭いてください。

ＥＴＣ車載器に強い衝撃や無理な力を加えないでください。
落下させるなど強い衝撃が加わると、故障の原因になります。
無理な力を加えると、破損、故障の原因になります。

車両を離れる際は、ETCカードを抜いてください。
ETCカードを挿入したまま、車両から離れるとＥＴＣカードの盗難にあい、悪用される可能性
があります。万が一、盗難にあった場合は、警察およびＥＴＣカード発行会社へ至急連絡して
ください。
ETCカードの抜き取り  １３ページをご参照ください。

ETCカードは厳重に保管してください。
ETCカードを紛失すると、悪用される可能性があります。
万が一、紛失された場合は、警察およびＥＴＣカード発行会社へ至急連絡してください。

有料道路の入口から出口までは、同一のETCカードを使用してください。
異なるカードを使用すると、開閉バーが開かず、事故の原因になります。
また、適切な割引サービスを受けられない可能性があります。

■　その他

   警告
二輪車で使用しない。
本製品は四輪車専用です。二輪車では使用できません。

■　ご利用時
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各部の名称とはたらき

A スピーカー
利用料金、利用履歴、異常などをアナウンスもしくはブ
ザーにて通知します。
通知内容一覧   ２６～２７ページをご参照ください。

B LED
ＥＴＣカードの認証結果と路側アンテナの通信結果を表し
ます。
通知内容一覧   ２６～２７ページをご参照ください。

C 【選択／履歴ボタン】
利用履歴の確認および設定項目の選択に使用します。

D 【確定／音量ボタン】
音量調整および設定項目の確定に使用します。

E ＥＴＣカードスロット
ＥＴＣカードを挿入します。
ＥＴＣカードの挿入  １２ページをご参照ください。

F イジェクトボタン
ＥＴＣカードを排出します。
ＥＴＣカードの抜き取り  １３ページをご参照ください。

G アンテナユニット
路側アンテナと通信します。

H アンテナＬＥＤ
ＥＴＣカードの認証結果と路側アンテナの通信結果を表し
ます。
通知内容一覧   ２６～２７ページをご参照ください。

I 外部機器接続用コネクタ
外部機器を接続します。

J 電源ケーブル

K アンテナユニットのケーブル

A

B
(網掛け)

C D

E
F

H

【ＥＴＣ車載器本体】

【アンテナユニット】

G

I
J

K

【ＥＴＣ車載器本体】
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ＥＴＣ車載器を利用する前に

■　セットアップについて

ＥＴＣ車載器を実際に使用できるようにするためには、車両の情報などをＥＴＣ車
載器に登録する「セットアップ作業」が必要です。
以下のような場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●ＥＴＣ車載器の電源を入れて「プププッ。ＥＴＣを利用できません。セットアップカードを入れてくださ
い。」とアナウンスした場合。

●ＥＴＣ車載器を異なる車両に移設する場合。
●ＥＴＣ車載器を取付けた車両のナンバープレートまたは自動車登録番号が変更になった場合。
●車両をけん引可能な構造に改造した場合。

■　ＥＴＣカードについて

ＥＴＣを利用するためには、ＥＴＣカードが必要です。
ＥＴＣを利用するときは、必ずＥＴＣカードをＥＴＣ車載器に正しく挿入し、ＥＴＣ車
載器が正常に認証したことを、確認してください。
ＥＴＣカードに記載の有効期限を確認してください。

 アドバイス
●ＥＴＣカードの申し込み方法などについては、ＥＴＣカード発行会社にお問い合わせください。
●ＥＴＣカードの取扱いについては、ＥＴＣカード発行会社の提示する注意事項に従ってください。

■　取付けについて

ＥＴＣ車載器本体、アンテナユニット、電源ケーブルが取付要領書に従い、取付け
られているかを確認してください。

■　出荷時の設定について

本製品の各種設定値は、工場出荷時、以下の通り設定されています。

音量   ：　3
音声モード  ：　ボイスモード、メロディ通知ON
カード抜き忘れ警告 ：　ON
外部機器設定  ：　外部機器1
カード有効期限通知 ：　ON

これらの設定は変更が可能です。
設定変更方法   14～24ページをご参照ください。
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ＥＴＣカードの挿入

■　ＥＴＣカードの挿入（乗車時）

１. エンジンを始動します。
ＬＥＤが橙色点灯します。
５秒後にLEDが赤色点灯し、「プププッ。ＥＴＣカードを入
れてください。」とアナウンスします。
10秒後に赤色点灯が消えます。ボタン操作時に再び赤
色点灯します。

プププッ。
ＥＴＣカードを
入れてください。

赤色点灯

ＩＣチップ

２． ＥＴＣ車載器にＥＴＣカードを挿入します。

「ピンポン」のアナウンスと共に、LEDが緑色点滅します。

数秒後、LEDとアンテナＬＥＤが緑色点灯し、「ポン。（メロ
ディ※1）ＥＴＣカードを認証しました。」「有効期限は×××
×年×月です※2」とアナウンスします。
※1：メロディ通知OFFの場合はメロディが流れま

せん。
※2：有効期限通知がOFFの場合はアナウンスされま

せん。

 アドバイス
●セットアップされていないＥＴＣ車載器はLEDが赤
色点滅し、「プププッ。ＥＴＣを利用できません。セッ
トアップカードを入れてください。」とアナウンスし
ます。

 アドバイス
●ＥＴＣカードの挿入方向および表裏をよくご確認くだ
さい。
●ＥＴＣカードのＩＣチップ（金属端子面）とＥＴＣ車載器
の表面の向きを合わせて挿入してください。

●ＥＴＣカードはカチッと音がするまで挿入してくだ
さい。

緑色点灯

緑色点灯

ポン。
ＥＴＣカードを認証しました。
有効期限は××××年×月です。

アンテナＬＥＤ
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カード有効期限通知について

■　ＥＴＣカードの抜き取り（降車時）

 アドバイス
●カード抜き忘れ警告のON/OFF 設定  ２0ページをご参照ください。

１. 車両を停車し、イジェクトボタンを押して、ＥＴＣカードを抜き取ります。

２. エンジンを停止します。

LEDが赤色点灯し、「プププッ」とアナウンスします。

ＥＴＣカードを挿入した状態で、電源を切ったとき（イグニッションキーまたは
ACCをOFFした場合）『ピッピッピッ・・・』と約１秒間、警報音が鳴ります。
なお、出荷時は「カード抜き忘れ警告ＯＮ」に設定されています。

カード抜き忘れ警告機能について

赤色点灯
 アドバイス

●ＥＴＣカードを抜き取るときは、イジェクトボタンを
押してください。
無理にＥＴＣカードを抜き取ると、故障の原因になり
ます。

ETCカードを正常認証すると有効期限をアナウンスします。
本アナウンスは、ETCカードの有効期限切れ等をお知らせするものではありま
せん。
なお、出荷時は、「カード有効期限通知ON」に設定されています。

 アドバイス
●ETCカードのご利用時にご注意いただきたい事項  8～ 9ページをご参照ください。
●カード有効期限通知のON/OFF 設定  21ページをご参照ください。

ＥＴＣカードの抜き取り
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１. 【確定／音量ボタン】を押します。

３. 必要に応じて2.の操作を繰り返し、適切な音量に調節してください。
（全5段階の調節が可能です。）

現在設定されている音量でアナウンスします。
（左の例では音量４です。）

音量調整

 アドバイス
●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、音量の調節は自動的に終了となります。
●出荷時は「3」に設定されています。
●重要なエラーが発生した場合、音量「0」でもアナウンスします。
（ＥＴＣ車載器の故障ではありません。）

ボタンを押すごとに音量が1段階上がり、上がった後の
音量でアナウンスします。
無音（０）→1→2→3→最大音量（４）

音量が０の場合「音声案内を行いません。」とアナウン
スします。
（左の例では音量０です。）

音声案内を
行いません。

２. 【確定／音量ボタン】を押します。

音量の調整を行います。
それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。

音量４です。
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利用履歴情報の確認

ＥＴＣカードを挿入し、 【選択／履歴ボタン】を押すことで、そのカードに記
録された利用履歴情報を確認します。
この操作は、ＥＴＣカードを挿入した状態で行ってください。また、それぞれのボタ
ン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。

1. 【選択／履歴ボタン】を押します。

最新の利用年月日、時間、利用料金をアナウンスします。
（左の例では、２０11年４月１日１９時４０分、料金は１，
２００円です。）

2. アナウンス後 【選択／履歴ボタン】を押します。

２０11年３月３１日
１６時０分、

料金は５００円です。
１件古い利用年月日、時間、利用料金をアナウンスします。
（左の例では、２０11年３月３１日１６時０分、料金は５００
円です。）

3. 必要に応じて2.の操作を繰り返し、目的の利用履歴情報を呼び出します。

 アドバイス

●利用履歴情報の記録件数は、ＥＴＣカードの種類により異なります。
●割引サービスなどによりアナウンスされた利用履歴情報の利用料金と実際の請求金額が異なる
場合があります。

●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、利用履歴情報の確認は自動的に終了となります。
●「××××年×月×日△時△分に料金所を通過しました。」とアナウンスする場合があります。

２０11年４月１日
１９時４０分、

料金は１,２００円です。
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音声モードの変更

音声モード（ボイスモード/ブザーモード/メロディ通知）の変更を行います。
この操作は、ＥＴＣ車載器からＥＴＣカードを抜いた状態で行ってください。また、
それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。

１. 【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

「メニューモードです。」とアナウンスします。

「音声モードを設定します。」とアナウンスします。

2. 【選択／履歴ボタン】を押します。

3. 【確定／音量ボタン】を押します。

現在の音声モードをアナウンスします。
（左の例では、ボイスモード、メロディ通知ＯＮです。）

音声モードを
設定します。

メニューモードです。

ボイスモード、
メロディ通知ＯＮです。
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4. 【選択／履歴ボタン】を押すたびに音声モードをアナウンスします。

「確認しました。」とアナウンスします。

5. 適切な音声モードのときに 【確定／音量ボタン】を押してください。

 アドバイス

●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、音声モードを変更せずに終了となります。
●ボイスモード/ブザーモード時の通知内容一覧  ２6～２7ページをご参照ください。
●ＥＴＣ車載器の音量を無音（0）に設定するとＥＴＣ車載器からの警告等が聞こえなくなりますの
でご注意ください。
音量調整  １４ページをご参照ください。

確認しました。

ボイスモード、メロディ通知ＯＮです。

ボイスモード、メロディ通知ＯＦＦです。

ブザーモード、メロディ通知ＯＮです。

ブザーモード、メロディ通知ＯＦＦです。
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累積金額の確認、リセット

■　累積金額の確認

「ピンポン」の音と共に、累積金額をアナウンスします。
（左の例では、累積金額は150,500円です。）

累積金額が1,000,000円以上の場合は、「プププッ。」と
アナウンスします。

1. 【選択／履歴ボタン】を３秒以上押し続けます。

ピンポン。
累積金額は150,500円です。

 アドバイス
●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、累積金額をリセットせずに終了となります。
●割引サービスなどにより累積金額は、実際の利用料金とは異なる場合があります。
新たに累積を始める前に累積金額のリセットを行ってください。

ＥＴＣ車載器に記録されている現在までの累積金額を確認します。

■　累積金額のリセット

1. 【選択／履歴ボタン】と 【確定／音量ボタン】を同時に３秒以上
押し続けます。

「ピンポン」の音と共に、累積金額をアナウンスします。
その後、「累積金額をリセットしますか？」とアナウンスし
ます。

「ポン。累積金額は0円です。」とアナウンスします。

「プッ」とアナウンスします。

ピンポン。
累積金額は150,500円です。
累積金額をリセットしますか？

【リセットする場合】

2. 【確定／音量ボタン】を押します。

【リセットしない場合】

2. 【選択／履歴ボタン】を押します。

ＥＴＣ車載器に記録されている現在までの累積金額のリセットを行います。
それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。
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車載器情報通知機能

車載器管理番号および型式登録番号を通知します。

メニューモードです。
「メニューモードです。」とアナウンスします。

１. 【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

2. 【選択／履歴ボタン】を5回押します。

「車載器情報を通知します。」とアナウンスします。

車載器情報を
通知します。

車載器管理番号と型式登録番号をアナウンスします。
（左の例では車載器管理番号＝01234-5678-9012-
345678、型式登録番号＝1234です。）

車載器管理番号は
01234-5678-9012-345678
です。型式登録番号は1234です。

３. アナウンス後 【確定／音量ボタン】を押します。
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メニューモードです。

カード抜き忘れ警告設定

「メニューモードです。」とアナウンスします。

１. 【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

2. 【選択／履歴ボタン】を２回押します。

「カード抜き忘れ警告を設定します。」とアナウンスします。

カード抜き忘れ警告を
設定します。

「確認しました。」とアナウンスします。

５. 適切な設定のときに 【確定／音量ボタン】を押します。

４. 【選択／履歴ボタン】を押すたびにカード抜き忘れ警告のON/OFFを
アナウンスします。

 アドバイス
●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、カード抜き忘れ警告設定を変更せずに終了となり
ます。

確認しました。

現在の設定をアナウンスします。
（左の例ではカード抜き忘れ警告ＯＮです。）

カード抜き忘れ警告
ＯＮです。

３. アナウンス後 【確定／音量ボタン】を押します。

ＥＴＣカード抜き忘れ警告の（ＯＮ/ＯＦＦ）切替えを行います。
それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。
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メニューモードです。

カード有効期限通知設定

「メニューモードです。」とアナウンスします。

１. 【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

2. 【選択／履歴ボタン】を3回押します。

「カード有効期限通知を設定します。」とアナウンスします。

カード有効期限通知を
設定します。

「確認しました。」とアナウンスします。

５. 適切な設定のときに 【確定／音量ボタン】を押します。

４. 【選択／履歴ボタン】を押すたびにカード有効期限通知のON/OFFを
アナウンスします。

 アドバイス
●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、カード有効期限通知設定を変更せずに終了となり
ます。

確認しました。

現在の設定をアナウンスします。
（左の例ではカード有効期限通知ＯＮです。）

カード有効期限通知
ＯＮです。

３. アナウンス後 【確定／音量ボタン】を押します。

ＥＴＣカード有効期限通知の（ON/OFF）切替えを行います。
それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。
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クラリオン株式会社製カーナビゲーション 三洋電機株式会社製
カーナビゲーション　

連動可能な機種 NX811/NX810/MAX809/NX710/NX610W/
NX310/NX809/NX609/NX309/NX209/
NX808/NX708/NX308/NX208/MAX685DT/
MAX685/MAX675DT/MAX675/MAX575/
QX6817A/MAX9750DT/MAX8750DT/
MAX9700DT/MAX8700DT/MAX7700/
MAX670/MAX570/MAX960HD/MAX860HD/
MAX760HD/MAX560HD

 NVA-HD1510DT
 NVA-GS1610FT
 NVA-GS1410DT
 NVA-HD1509DT
 NVA-GS1609FT
 NVA-GS1409DT
 NVA-GS1580FT
 NVA-GS1480DT

カード有効期限案内機能と
連動可能な機種

NX710  NVA-GS1610FT
 NVA-HD1510DT
 NVA-GS1410DT

カーナビゲーションとの連動

MOBE-600はクラリオン社製および三洋電機社製カーナビゲーションとの
連動が可能です。
MOBE-600とカーナビゲーションを連動した場合、利用料金の案内や利用履歴
などは、カーナビゲーションからアナウンスされます。
ただし、ＥＴＣ車載器のボタン操作はできなくなります。また、音声モードはブザー
モード、メロディ通知ＯＦＦ、カード有効期限通知はOFFになります。
■　対応機種
MOBE-600と連動可能な機種は以下の通りです。（平成23年6月現在）

対応機種など最新の情報については、ホームページ（http://www.mhi.co.jp/etc/）に掲載していますのでご参照ください。

■　ＥＴＣ車載器の設定
カーナビゲーションと連動させるためには、ＥＴＣ車載器の外部機器設定を変更
する必要があります。
外部機器設定  ２3ページをご参照ください。

 アドバイス
●カーナビゲーションの操作方法などの詳細は、カーナビゲーションの取扱説明書をご参照ください。

ETC車載器接続端子

電源用コネクタ

外部機器用コネクタ

取外し方法

ETC車載器
本体

カーナビ接続ケーブル(別売)

ロックを押しながら
外します。

カーナビ接続ケーブルのコネクタをＥＴＣ車載器本体に挿入する際
は、最終位置（ＥＴＣ車載器本体とカーナビ接続ケーブルのコネクタ
とのすきまがなくなる）まで、確実に挿入してください。最終位置ま
で挿入すると「カチッ」という音がし、完全にロックします。

カーナビゲーション本体(背面)
※上記はMAX760HDとの接続例です。
　機種により接続箇所が異なりますので、
　詳細はカーナビゲーションの取扱説明書
　をご参照ください。

①

②

■　カーナビゲーションとの接続（例）
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外部機器設定

ＥＴＣ車載器に外部機器を接続する場合、適切な外部機器設定に変更する必要
があります。
外部機器設定が適切でない場合、外部機器が動作しません。

この操作は、ＥＴＣ車載器からＥＴＣカードを抜いた状態で行ってください。ま
た、それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。

１. 【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

設定 設定内容 ＥＴＣ車載器のボタン操作
1 ＥＴＣ車載器を単体で使用する場合の設定です。 ○（できる）　
2 三洋電機社製カーナビゲーションと連動する場合の設定です。 ×（できない）
3 クラリオン社製カーナビゲーションと連動する場合の設定です。 ×（できない）
4 設定しないでください。 ○（できる）　
5 設定しないでください。 ○（できる）　

   注意
ＥＴＣ車載器を単体で使用する場合は、外部機器設定を「2」、「3」、
「4」、「5」に設定しないでください。
ＥＴＣがご利用できなくなります。
誤って設定してしまった場合は、外部機器設定を「1」に変更してください。
外部機器設定の解除  ２4ページをご参照ください。
（出荷時は「1」に設定されています。）

対応機種以外の外部機器を接続しないでください。
接続した場合、誤作動、故障、事故の原因になります。

外部機器設定内容一覧表

「メニューモードです。」とアナウンスします。

2. 【選択／履歴ボタン】を4回押します。

3. 【確定／音量ボタン】を押します。

5. 適切な外部機器設定のときに 【確定／音量ボタン】を押してください。
「確認しました。」とアナウンスします。

4. 【選択／履歴ボタン】を押すたびに外部機器設定を
1→2→3→4→5とアナウンスします。

現在の外部機器設定をアナウンスします。

「外部機器を設定します。」とアナウンスします。
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外部機器設定

外部機器（別売）を接続する場合を除き、外部機器１以外には設定しないでください。外部機器２、３で
は、ＥＴＣ車載器のボタンを操作することができません。
誤って外部機器２、３に設定してしまった場合は、以下の操作に従い、外部機器
設定を解除してください。
この操作は、ＥＴＣ車載器からＥＴＣカードを抜いた状態で行ってください。ま
た、それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。

「ピンポン。接続設定を解除しますか？」とアナウンスし
ます。

１. 【選択／履歴ボタン】を押しながらエンジンを始動します。

ピンポン。
接続設定を解除しますか？

２. アナウンス後 【確定／音量ボタン】を押します。

「ポン。外部機器を１に設定します。」とアナウンスします。
出荷時の設定「音量3、ボイスモード・メロディ通知ＯＮ、
抜き忘れ警告ＯＮ、外部機器１、カード有効期限通知
ON」に戻ります。

ポン。
外部機器を１に設定します。

2. 【選択／履歴ボタン】を押します。

「プッ。」とアナウンスします。

 アドバイス
●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、外部機器設定を解除せずに終了となります。

プッ。

【設定を解除しない場合】

【設定を解除する場合】
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エラー記録の確認

1.  【選択／履歴ボタン】を押します。
最新のエラー記録をアナウンスします。

ＥＴＣ車載器に記録された１０件分のエラー記録を最新のものから確認します。
この操作は、ＥＴＣ車載器からＥＴＣカードを抜いた状態で行ってください。また、
それぞれのボタン操作は、アナウンス後３秒以内に行ってください。

2. アナウンス後 【選択／履歴ボタン】を押します。
１件古いエラー記録をアナウンスします。

3. 必要に応じて2.の操作を繰り返し、目的のエラー記録を呼び出します。

 アドバイス
●アナウンス後３秒間ボタン操作がなければ、エラー記録確認は自動的に終了となります。
●エラー記録がない場合は、「エラー履歴はありません。」とアナウンスします。

■ 　エラーコード内容一覧

エラー
コード 異常状態 原因 対処方法

01 ＥＴＣカード未挿入での
ＥＴＣご利用

ＥＴＣカードが挿入されていな
い、または、認証されていない ＥＴＣカードを挿入し直してください。

02 ＥＴＣカード
アクセス異常1

ＥＴＣカードが正しく認証されて
いない
ＥＴＣカード読出しエラー
ＩＣチップの接触不良

ＩＣチップが汚れている場合は、きれ
いにして挿入し直してください。

03 ＥＴＣカード
アクセス異常2

ＥＴＣカードの故障
ＥＴＣカード以外を挿入した
ＩＣチップの接触不良

挿入されたカードがＥＴＣカードであ
ることをご確認ください。
ＥＴＣカードが正しい方向に挿入され
ていることをご確認ください。
ＩＣチップが汚れている場合は、きれ
いにして挿入し直してください。

04 ＥＴＣ車載器異常 ＥＴＣ車載器の故障の可能性
再度エンジンを始動しても異常が発
生する場合は、販売店または取付店
にご相談ください。

05 ＥＴＣカード情報異常
ＥＴＣカード認証エラー
ＥＴＣカード以外のカードを挿入
した
ＥＴＣカードの異常

挿入されたカードがＥＴＣカードであ
ることをご確認ください。
ＥＴＣカードが正しい方向に挿入され
ていることをご確認ください。

06 ＥＴＣ車載器情報異常 未セットアップ
（料金所側）認証エラー 料金所の指示に従ってください。

07 通信異常 通信の失敗 料金所の指示に従ってください。

11 ＥＴＣカード
書込み異常 ＥＴＣカード書込みエラー ICチップが汚れている場合は、きれ

いにして挿入し直してください。

８１ ゲートとの通信失敗 通信不良 アンテナユニット取付状況などをご
確認ください。

８２ ＥＴＣ車載器異常 ＥＴＣ車載器の初期設定値異常 販売店または取付店にご相談ください。
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通知内容一覧

タイミング
通 知 　

ブザー
（ブザーモード）

アナウンス
（ボイスモード）

電源投入後

正常時
ー ー

プププッ。 プププッ。
ＥＴＣカードを入れてください。

異常時

プププッ。
ＥＴＣを利用できません。
セットアップカードを入れてください。
プププッ。
ＥＴＣを利用できません。
販売店にご相談ください。

ＥＴＣカード
挿入時

正常時

ピンポン。 ピンポン。

ポン。
（メロディ※1）

ポン。（メロディ※1）
ＥＴＣカードを認証しました。
有効期限は××××年×月です。※2

異常時 プププッ。
カードを確認してください。

入口ゲート
（検札用）
を通過したとき

正常時 ピンポン。
（メロディ※1）

ピンポン。（メロディ※1）
確認しました。

異常時 プププッ。
（エラーが発生しました。）＊

出口ゲート
（精算用）
を通過したとき

正常時 ピンポン。
（メロディ※1）

ピンポン。（メロディ※1）
料金は○○○○円です。

異常時 プププッ。
（エラーが発生しました。）＊

ＥＴＣカード
書込み時

正常時 ー ー

異常時 プププッ。
エラーが発生しました。

予告アンテナを
通過したとき

正常時 ピンポン。
（メロディ※1）

ピンポン。（メロディ※1）
（まもなくＥＴＣ料金所です。
このままお進みください。）＊

異常時 プププッ。
（ＥＴＣを利用できません。）＊

ＥＴＣ未挿入
お知らせアンテナを通
過したとき

正常時 ー ー

異常時 プププッ。
（カードを確認してください。）＊

利用履歴確認時
正常時 ××××年×月×日△時△分

（料金は○○○○円です。）＊

異常時 プププッ。
カードを確認してください。

※1：メロディ通知OFFの場合はメロディが流れません。
※2：カード有効期限通知OFFの場合は、アナウンスされません。
＊  ：（　）内のメッセージが異なる場合があります。
◎  ：ＥＴＣカードを抜き取る、あるいはＥＴＣ車載器の電源を切るまで連続通知します。

◎

◎
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以下の場合、エラーメッセージがアナウンスされないことがあります。
●路側アンテナと通信できなかった場合
●故障などでＥＴＣ車載器が動作していなかった場合

　 内 容
備　　　考

LED アンテナ
ＬＥＤ

橙色点灯 消灯 ＥＴＣ車載器が起動中です。

赤色点灯
10秒後に消灯します。 消灯 ＥＴＣカードが未挿入です。

赤色点滅 消灯 ＥＴＣ車載器がセットアップされていませ
ん。

赤色点滅 消灯 ＥＴＣ車載器に異常があります。

緑色点滅 消灯

緑色点灯 緑色点灯

赤色点灯 消灯 ＥＴＣカード異常を検出しました。

ＥＴＣカード認証結果に依存します。

正常時：緑色点灯

異常時：赤色点灯

緑色点灯 通行できます。

消灯 ＥＴＣ車載器に異常があります。

緑色点灯 利用料金をアナウンスします。

消灯 ＥＴＣ車載器に異常があります。

緑色点灯 緑色点灯 正常時は通知されません。

赤色点灯 消灯 書込みエラーです。

ＥＴＣカード認証結果に依存します。

正常時：緑色点灯

異常時：赤色点灯

緑色点灯

消灯 ＥＴＣ車線を使用しないでください。
料金所の指示に従ってください。

緑色点灯 正常時は通知されません。

消灯 ＥＴＣカードが正常に挿入されていませ
ん。

緑色点灯 緑色点灯 利用履歴をアナウンスします。

赤色点灯 消灯 ＥＴＣカード異常を検出しました。
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故障かな

症   状 点  検  項  目

●電源が入らない
●LEDが橙色点灯のまま
●走行中、LEDが点灯/消灯する
●走行中、アナウンスが断続的に入る

●プラスの分岐先はACCの電源ラインですか。
●プラスの分岐先はしっかりと接続されていますか。
●マイナスは電気的にボディーに直結したボルトに接続さ
れていますか。
●マイナスの接続先はボルトによってしっかり固定されてい
ますか。

●LEDが赤色点滅する ●セットアップは済んでいますか。

●ＥＴＣカードを認証しない
●ETCカード有効期限が正常にアナ
ウンスされない。

●アナウンスされたETCカード有効
期限がカード記載の期限と異なる。

●カードはETCカードでしょうか。（ETCのロゴがありま
すか。）
●ＥＴＣカードのICチップ面はＥＴＣ車載器の表裏方向に対し
て正しい向きに挿入していますか。（ＥＴＣ車載器のお取付
けの仕方によっては表裏が逆になることがあります。）
●ＥＴＣカードを長い間挿入したままになっていませんか。
● ICチップの表面はフレッシュな金属面の光沢（こすれ痕）
がありますか。
●液状異物などがＥＴＣカードスロットに入ったことはありま
せんか。

●車両運転中にエラーコードをアナ
ウンスする

●身体の一部や衣服がETC車載器の操作ボタンに触れる
位置に、ETC車載器が取り付けられていませんか。

●開閉バーが開かない ●アンテナユニットの通信面は取付要領書に記載してある
向きに取り付けられていますか。

●フロントガラスに貼付けているアンテナユニットは、取付
要領書に記載してある角度および高さの範囲内で取付け
られていますか。
●アンテナユニットは取付要領書に記載してある範囲内の
位置に取付けられていますか。

●アンテナユニットのケーブルに損傷・変形・鋭い屈曲があ
りませんか。
●アンテナユニットのコネクタをＥＴＣ車載器本体に挿入す
る際は、最終位置（ＥＴＣ車載器本体とアンテナユニット
のコネクタとのすきまがなくなる）まで確実に挿入され
ていますか。
● ETC車載器を取付けている車両の構造、フロントガラ
スの仕様などは取付要領書に記載の取付条件を満たして
いますか。

ＥＴＣ車載器の症状に従い、点検してください。それでも症状が変わらないと
きは、販売店にお問い合わせください。

詳細は、ホームページ（http://www.mhi.co.jp/etc/）に掲載していますのでご参照ください。
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Ｑ ＥＴＣカードはレンタカーや他人
の車でも使えるの？

Ａ ＥＴＣカードとＥＴＣ車載器はそれぞれ独立しており、ＥＴＣ
カードはどの車の車載器にも使用可能です。従って、レン
タカーや他人の車でも使えます。利用料金はそのＥＴＣ
カードのクレジット契約口座から引き落としとなります。

Ｑ「ＥＴＣ専用」または「ＥＴＣ／一
般」車線ではどの程度のスピー
ドが出せるの？

Ａ ２０ｋｍ／ｈ以下で、かつ、安全の確保できる速度で通行
してください。また、前車が停車することがありますの
で、必要な車間距離を取ってください。

Ｑ ＥＴＣを使って有料道路に入り、Ｅ
ＴＣ車線が設置されていない料
金所で出る場合はどのように通
過するの？

Ａ 出口で料金所係員のいる料金所ブースで停車し、ＥＴＣ
カードを渡し、ＩＣカードリーダーを通して決済します。現金
を支払うことなく通過できます。

Ｑ 入口でＥＴＣ車線がなく、通行
券をもらって有料道路に入り、
出口でＥＴＣ車線が設置されて
いる場合はどのように通過する
の？

Ａ 出口で料金所係員のいる料金所ブースで停車し、通行券
と一緒にＥＴＣカードを渡し、ＩＣカードリーダーを通して決
済します。この場合も現金を支払うことなく通過できます。

Ｑ ＥＴＣ車載器が故障のときや、Ｅ
ＴＣカードを忘れた場合はどうし
たらいいの？

Ａ ＥＴＣカードが挿入されていないとＥＴＣを利用できないので
一般車線または混在車線を利用ください。
ＥＴＣ車載器が故障の場合は開閉バーが上がらず、ＥＴＣ車
載器か路側表示器に通信不良などのエラーメッセージが
出ます。そのときはインターホンにより料金所係員の指示
に従ってください。

Ｑ 料金所でＥＴＣが正常に機能し
なかった場合、利用者はどうす
ればよいの？

Ａ ＥＴＣが料金所で正常に機能しない原因とは、ＥＴＣカー
ドの挿入が適切でなかったような人為的なもののほ
か、ＥＴＣカード、ＥＴＣ車載器、セットアップまたは料金
所設備のいずれかに原因のあることも考えられます。
いずれにしましても、危険ですので料金所係員の指示
に従ってください。

Ｑ 車を買い換えた場合や、ＥＴＣ車
載器を他人に譲渡した場合はど
うなるの？

Ａ いずれの場合も、他の車両に付け替える場合には、ＥＴＣ
車載器に格納される車両情報の変更となるので再セット
アップ（有料）が必要となります。

 アドバイス
● 本Ｑ／Ａは、下記のホームページからの抜粋です。
 詳しくは各道路事業者のＥＴＣシステム利用規程やホームページをご参照ください。
（財）道路システム高度化推進機構：http://www.orse.or.jp/
ＥＴＣ総合情報ポータルサイト（ＯＲＳＥ）：http://www.go-etc.jp/

ＥＴＣ利用Ｑ／Ａ
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用語解説

ＥＴＣ車載器 適正な通行料金をお支払いいただくための車両情報を料金所のアンテナと
無線通信する機能を持つ装置です。

ＥＴＣカード ETCシステムを利用して有料道路を通行した際に、通行料金を精算（決済）す
るためのＩＣカードです。

ＥＴＣ車線 ＥＴＣシステムを利用して料金の支払いができる車線です。

ＥＴＣ専用車線 ＥＴＣシステムを利用する場合のみ通行できる車線です。

「ＥＴＣ/一般」
混在車線

ETCシステムを利用する車両と、現金やクレジットカードなどを利用する一般
車両も通行できる車線です。

一般車線 ETCシステムを利用して料金の支払いができない車線です。
現金やクレジットカードなどを利用する一般車両が通行できる車線です。

開閉バー 異常ETC車両や不正通行車両の通行を阻止する装置です。

路側表示器 ETC車線に進入した車両に対して通行可否情報、利用料金情報等を提供する
装置です。

路側アンテナ 料金所車線を車両が通過する際、ETC車両に搭載されている車載器との間
で、無線通信により料金収受に必要なデータの送受信を行う装置です。

予告アンテナ/
ＥＴＣ未挿入
お知らせアンテナ

料金所の手前などに設置され、ＥＴＣ車載器に正しくＥＴＣカードが挿入されて
いない場合に、運転者に通知するためのアンテナです。

車載器管理番号 ETC車載器に搭載されている車SAMの識別番号です。

セットアップ 車種区分により異なる料金体系をもつ有料道路を通行する際に、適切な車種
区分の判定を行うために、車両情報をＥＴＣ車載器にインプットすることです。
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概略仕様、別売品

69.1mm
103.4mm

30.0mm

12.1mm

17.0mm

ケーブル長さ
3.5m

【本体】 【アンテナユニット】

本体寸法 69.1（Ｗ）×103.4（Ｄ）×17.0（Ｈ）（mm）

アンテナユニット寸法 30.0（Ｗ）×30.0（Ｄ）×12.1（Ｈ）（mm）
ケーブル長さ 3.5m

アンテナユニット
タイプ 車内設置タイプ

ボタン 【選択／履歴ボタン】　 【確定／音量ボタン】

入力電圧 DC12V／24V

消費電流 60mA（DC12V,待機時）

ＬＥＤ表示 ＬＥＤ
アンテナＬＥＤ

：ＥＴＣカードの認証結果と路側アンテナの通信結果を表します。
：ＥＴＣカードの認証結果と路側アンテナの通信結果を表します。

本体質量 110g 以下

アンテナユニット質量 66g以下（ケーブル含む）

日本語音声案内 有り

使用温度範囲 -30℃～+85℃

用途
●四輪車専用
●フロントガラスが熱線反射ガラス、熱線入りガラスなど電波を通しにくい
材質の場合はご使用できません。

※本製品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

30.0mm

【仕様】

【別売品】

カーナビ接続ケーブル（QCZ-6009）
ケーブル長さ 3.0m
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型式 MOBE-600 管
理
番
号

【ご注意】
ここに製造銘版シールの
貼付なき場合には

保証書は無効となります。

車両番号

お
買
い

上
げ
日

年　　　　　月　　　　　日　　 　　　　　　　　　　

お
客
様

お
フリガナ
名前

TEL　　　（　　　）
〒
ご住所

販
売
店

住所・店名

TEL　　　（　　　）

1 ヶ 年
お買い上げ日より保 証

期 間

様

保証書とアフターサービス
H
23-030880-00

保証規定（よくお読みください）
１．修理に関するお問い合わせは、保証書をご持参の上お買い上げの販売店（または取付店）へご相談ください。
２．出張修理は行なっておりません。修理が必要な場合にはお買い上げの販売店（または取付店）経由保証書を添え
て製品を弊社ＥＴＣ車載器カスタマーセンター宛ご送付ください。

３．保証期間内であっても次のような場合は有償のお取扱いとなります。
（イ） 本保証書のご提示がない場合。
（ロ） お買い上げ年月日、販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
（ハ） 製品または保証書に弊社で作成した製造銘版シールが貼付されていない場合、または保証書に記載

された製造番号と製品の製造番号が一致しない場合。
（ニ） お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取扱いが不適切なため生じた故障および損傷。
（ホ） 使用上の誤り、および対象製品を分解、改造、部品交換、調整、取外しをされた場合。
（ヘ） 地震、落雷、風水害などの天災、火災や異常電圧および交通事故による故障および損傷。
（ト） 接続している他の機器、および不適当なカードの使用、異物の混入に起因して本製品に生じた故障および損傷。
（チ） ご利用済みＥＴＣ車載器を購入・譲渡などにより取得された場合。
（リ） 公害、塩害、ガス害などによる故障。
（ヌ） 船舶、自動二輪などで使用したことによる故障。
（ル） 取付不備による故障。
４．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
５．本保証書を紛失した場合は、再発行いたしませんので大切に保管ください。
６．次に示す費用は負担いたしません。
本製品を使用できなかったことによる不便さおよび損失（電話代、牽引代、レンタカー代、休業補償、商機逸失の補償、
適用されなかったＥＴＣ割引など）、開閉バーに接触したなどの理由で車両・積荷などを損傷された場合の修理代など。

三菱重工ＥＴＣ車載器保証書
お客様へ
このたびお買い求め頂きましたＥＴＣ車載器について、お買い上げ日（保証書記載）から起算して１ヶ年以内に製造上
に起因する故障が生じ、保証期間内に修理を依頼された場合、無償にて修理または交換致します。
保証期間内でも有償となる場合がありますので、上記の保証規定をよくお読みください。
修理（交換を含む）後の保証期間は3ヶ月となります。ご購入後の保証に残存期間がある場合にはその期間
も継承します。

※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での修理・交換をお約束するものです。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・交換などにつきご不明の場合は、お買い上げの販
売店にお問い合わせください。
※保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名が記入されていない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。

お客様の個人情報のお取扱いについて
三菱重工業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相
談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その
記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを依託する場合や正当
な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。
お問い合わせは、ＥＴＣ車載器カスタマーセンターにご連絡ください。

ＥＴＣ車載器カスタマーセンター
フリーダイアル 0120-59-4831
（受付  9:00～12:00, 13:00～17:00　土日祝日・弊社所定休日を除く）
ホームページ http://www.mhi.co.jp/etc/


