
取付要領／取扱説明書ＥＴＣ車載器
FNK-M11T（700）

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。

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。

取付店様へ

ETC車載器の取り付け、配線などは専門技術が
必要です。
必ず専門技術者に依頼してください。
本取付要領／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。
本取付要領／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。

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
徐行して進入しないと、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

警告

取付前にバッテリのマイナス端子を外す。
バッテリをつないだ状態で取付けを行うと、感電や故障などの原因になります。
カーナビゲーションなど車内電子機器の設定が解除される場合があります。

取付手順を守る。
取付ける手順をまちがえると、ＥＴＣ車載器の故障や通信不良の原因になります。

指定された入力電圧以外の車両に取付けない。
指定外の入力電圧の車両に取付けると、動作不良、火災、故障などの原因になります。

分解および改造をしない。
分解および改造をすると、事故、火災、感電、故障などの原因になります。

■　取付作業

警告
エアバックなどの安全装置付近に取付けない。
エアバックなどの安全装置付近に取付けると、これらの作動を妨げたり、作動したときにＥＴ
Ｃ車載器が飛んでくるなど、事故の原因になります。

このような位置に取付けると、けが、事故などの原因になります。

運転操作の妨げとなる位置に取付けない。
ハンドルなど運転操作を行う位置に取付けると、事故の原因になります。

可動部には取付けない。

アンテナユニットは指定の取付範囲内に取付ける。
範囲外に取付けると、通信性能が低下し、事故の原因になります。
また、フロントガラスへの取付けは、平成１１年１２月２７日告示の道路運送車両の保安基準
第２９号第４項第７号（運輸大臣または地方運輸局長が指定したもの）に対する運輸省告示
第八百二十号への適合性に対して保安基準に適合しています。本取付要領／取扱説明書の
記載以外の取付けや改造などを行った場合は、保安基準に適合しない場合があります。

■　ＥＴＣ車載器本体、アンテナユニット

注意

取付けは専門技術者が行ってください。
専門技術のない方が取付けると、事故、火災、感電、故障などの原因になります。

車両から取外した部品は元通りに取付けてください。
元通りに取付けないと、車両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に衝撃や無理な力を加えると、故障の原因になります。
また、アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルに衝撃や無理な力を加えると、断線、接触
不良、通信不良の原因になります。

警告
電源ケーブルはバッテリに直接、接続しない。
シガーソケットから電源を取らない。

車両のボルト、ナット、ネジなどを使用する場合、ステアリング、ブレーキ
系統、タンクなどの保安部品は使用しない。

車体に穴を開けて取付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などに
干渉させない。

電源ケーブルのマイナス端子は適切なボディーアース用アースボルト
に固定する。

アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルを配線するときは、車両側
部品との噛み込みに注意し、突起物に当たらないようにする。

アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルは、運転操作の妨げになら
ないよう、付属のタイラップおよびケーブルクランプなどで固定する。

これらから電源を取ると、動作不良、故障、火災、事故などの原因になります。

これらの部品を使用すると、事故などの原因になります。
電源ケーブルの被覆を破って、他機器の電源を取らない。
他機器の電源を取ると、火災、感電などの原因になります。

これらと干渉する位置に取付けると、火災などの原因になります。

可動部には取付けない。

適切なボディーアース用アースボルトに固定しないと、ＥＴＣ車載器が正常に動作せず、事故
の原因になります。

■　ケーブル、配線

注意

アナウンス、ブザー音の聞こえる位置に取付けてください。
アナウンスおよびブザーの聞こえない位置に取付けると、ＥＴＣ車載器の故障などに気づか
ず、事故などの原因になります。

このような位置に取付けると、火災、感電、故障などの原因になります。
ＥＴＣ車載器をカーステレオのスピーカ付近に取付けないでください。
このような位置に取付けると、故障などの原因になります。
落下させたＥＴＣ車載器は取付けないでください。
落下させたＥＴＣ車載器を取付け、使用すると、故障などの原因になります。また、機能保証
ができなくなります。
表面が樹脂以外の素材には、両面テープで貼付けないでください。
両面テープで貼付けると、表面を傷つける原因になります。

ＧＰＳアンテナの取付位置は、車両メーカー様およびディーラー様にご確認ください。

最終位置まで挿入すると金属音（「カチッ」という音）がし、完全にロックします。
挿入が不十分な場合、使用中にはずれたり、通信不良の原因になります。

デフロスタの吹出口を避けて配線してください。
デフロスタの吹出口に配線すると、火災などの原因になります。

イグニッションラインには接続しないでください。
イグニッションラインに接続すると、故障、事故などの原因になります。

断線および接触不良の原因になります。
取付禁止指示のあるハーネスには固定しないでください。
取付禁止指示のあるハーネス（ブレーキ、フューエルパイプ類、ホース類）に固定すると、車
両故障の原因になります。

このように配線しないと、事故、火災、感電などの原因になります。

固定せずに使用すると、運転操作の妨げになり、事故などの原因になります。

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　　　 14～16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。

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             5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車載器のセットアップ情報と、取付車両が一致することを確認してく
ださい。
車両を変更する場合は、再セットアップする必要があります。
けん引する／しないなど車両の利用目的が変わった場合にも再セットアッ
プの必要があります。

セットアップカードを挿入し、LEDが緑色点滅している間は、セットアップ
カードを抜いたり、電源を切ったりしないでください。

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          9～10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

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          １0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。

ＥＴＣ車載器本体、アンテナユニット、電源ケーブルに衝撃および、ねじっ
たり強く引っ張るなどの無理な力を加えないでください。

前方の視界を妨げる位置、急停車の場合など同乗者に危険をおよぼす
位置には取付けない。

アンテナユニットを貼付ける位置を無水アルコールなどでよく拭き取り、
完全に乾いてから貼付けてください。

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、確実に挿入してください。

アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルを引っ張って、コネクタを
取外さないでください。

水のかかる位置（雨が吹き込むなど）、湿気およびほこりの多い位置に
は取付けないでください。

カーナビゲーション装着車へ取付ける場合、ＥＴＣ車載器本体およびアンテ
ナユニットをＧＰＳアンテナの周囲 (100mm以内）およびその真上に取付
けないでください。

余ったアンテナユニットのケーブルや電源ケーブルは、まとめて固定し
てください。

アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルは、配線図に従いコネクタ
接続し、必ず絶縁処理をしてください。また、使用しないケーブルの端末
およびコネクタも絶縁処理をしてください。

車両の狭い穴を通したり、鉄板などのエッジ部および高温部付近に配線
する場合は、必ずケーブル保護のためコルゲートチューブなどの被覆を
してください。

注意

ショートにより、焼損事故などの原因になります。

ショートにより、焼損事故などの原因になります。

振動により、ケーブル破損の原因になります。

アンテナユニットのケーブルの曲げ半径は15mm以上にしてください。
通信不良の原因になります。

セットアップ

セットアップカードはセットアップ店様に準備されたカードです。（ＥＴＣカードではありません。）

１. ＥＴＣ車載器の電源を入れます。

LEDが橙色点灯します。

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。
※再セットアップ時は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。

LEDが緑色点灯し、「ポン。セットアップカードを認証しました。」とアナウンスされたら、セットアップ
終了です。

2. ＥＴＣ車載器にセットアップ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。

3. イジェクトボタンを押して、ＥＴＣ車載器からセットアップカードを抜き取ります。

LEDが赤色点灯し、「プププッ」とアナウンスします。

 アドバイス
●セットアップカードが異常の場合は、「プププッ。セットアップカードを確認してください。」とアナ
　ウンスします。

注意

LEDが緑色点滅中にセットアップカードを抜き取ると、セットアップが正常に終了しません。

■　アンテナユニット取付位置

1. 取付範囲①～③を確認します。

車内から見て
●［乗用車］：車両の中心から250mm以内
●［バス、トラック］：車両の中心から400ｍｍ以内

取付範囲①

車両の中心

アンテナユニット

ダッシュボード

取付範囲②

フロントガラス

50mm以上

車両側面から見て

０～３０°
取付範囲③

5

車両前面から見て

アンテナユニット

ＧＰＳアンテナ

250㎜
（400㎜）

250㎜
（400㎜）

5

100㎜

ルーフ

【ダッシュボードに取付ける場合】

●［カーナビゲーション装着車］：ＧＰＳアンテナから周囲100ｍｍ以上離れた
　範囲

●アンテナユニットを貼付ける位置のダッシュボードの傾斜が水平に対して
　０～３０°となる範囲
●アンテナユニットを貼付ける位置がフロントガラスから50mm以上離れた
　範囲
●ルーフやワイパーなどがアンテナユニットの垂直延長上に、かからない範囲

●アンテナユニットを貼付ける位置のダッシュボードの傾斜が水平に対して
　±０～５°となる範囲

4. ＥＴＣ車載器本体を取付位置に貼付けます。

アドバイス
●両面テープは、一度はがすと再度貼付けることは
できませんので、ご注意ください。
●気温が低い（約１５℃以下）と両面テープの接着力
が弱まりますので、ドライヤーなどを使用し、粘着
面を暖めてください。

●取付後２４時間以内は、引っ張るなど無理な力を加
えないでください。

カチ
ッ

■　配線例

１． アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルをケーブルクランプ等で固定しな
がら配線します。
配線は、左右どちらか行いやすい方向へ取回してください。
アンテナユニットのケーブルや電源ケーブルの余りは、ゆるやかな円形（アンテナユニットのケーブ
ルの場合は半径15mm以上）に束ねて車両ケーブルなどにタイラップで固定してください。
ラジオ、テレビ、カーナビゲーションなどの配線と一緒に束ねないでください。

2. 電源ケーブルのコネクタをＥＴＣ車載器本体の電源用コネクタに挿入します。

３. アンテナユニットのコネクタをＥＴＣ車載器本体のアンテナユニット用コネクタ
に挿入します。

 アドバイス

ナス端子の接続先、接続方法を確認してください。

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、確実に挿入してくだ
さい。最終位置まで挿入すると金属音（「カ
チッ」という音）がし、完全にロックします。

アドバイス

オーディオ配線など、ＡＣＣ電源より分岐します。車両側のＡＣＣラ
インにギボシ端子と絶縁スリーブを取り付け、ギボシ端子と確実に
接続してください。

タイラップヒューズケース

ＡＣＣライン
（拡大図参照）

車両側ギボシ
端子ACCライン

ＥＴＣ車載器用
ギボシ端子

マイナス端子
ＡＣＣライン拡大図

アンテナユニットへ

ＥＴＣ車載器本体

ボディーアース用
アースボルト

電源用コネクタ

アンテナユニット用
コネクタ

車両側ギボシ端子
ETC車載器用
ギボシ端子

●アンテナユニットのコネクタをＥＴＣ車載器

●ＬＥＤが橙色点灯のままになる場合、電源配線が不適切な可能性があります。プラスおよびマイ

番号 品　　名 数量

1 ＥＴＣ車載器本体 1

2 本体固定用
両面テープ 1

3
アンテナユニット
（ケーブル長さ：
  3.5m）

1

4 アンテナユニット
用両面テープ 1

5

1Aヒューズ付
電源ケーブル
（ケーブル長さ：
  2.0m）

1

6 タイラップ 20

内容物の確認
取付作業を始める前に個装箱の中に以下の品目がそろっているかどうか確認してください。
万が一、不足している物がある場合には、販売店（ご購入されたところ）に連絡してください。

注意
付属の部品は必ず指定通りにご使用ください。
指定以外の使用をすると、故障などの原因になります。

マイナス端子

ETC車載器電源
プラス（+）側

アンテナユニット用両面テープの貼付面を間違えると正常に通信が行われ
ない原因になります。

取付手順

■　アンテナユニット取付位置

1． 取付範囲①～②に取付可能かを確認します。
取付範囲①～②に取付けができない場合はダッシュボードに取付けてください。
ダッシュボードに取付ける場合、次項をご参照ください。 

フロントガラス
２０～50°

車両側面から見て

２０～50°となる範囲

取付範囲②

車内から見て

取付範囲

検査標章など

ルームミラー

取付範囲①

【フロントガラスに取付ける場合】

●フロントフィルムアンテナ、検査標章などと干渉しない範囲
●ルームミラーなどで死角となる範囲内で、運転者の視野を妨げない範囲
●アンテナＬＥＤの点灯が認識できる範囲

●アンテナユニットを貼付ける位置のフロントガラスの傾斜が水平に対して

２. アンテナユニット用両面テープをアンテナユニットのＥＴＣロゴマークがない
面（通信面）に貼付けます。

アンテナユニット用
両面テープ

アンテナユニット

３． アンテナユニットをフロントガラスに貼付けます。
アンテナユニットのケーブルがルーフ側になるように貼付けます。

４． アンテナユニットのケーブルをケーブルクランプ等で固定しながら配線します。

LEDLED

通信面

アンテナユニット

フロントガラス

ルーフ

ＥＴＣロゴマーク

注意

ケーブルクランプ

アンテナユニット
ルームミラー

検査標章など

パーキング・ブレーキをかけ、エンジンキーを抜いて取付作業を行ってく
ださい。

取付けおよび固定する前に仮配線を行い、機器が正常に動作するか確認
してください。

取付条件の確認

取扱説明
安全にお使いいただくために

1. 取付車両が四輪車である。
2.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難い材質
ではない。
フロントガラスの仕様については、車両メーカー様またはディーラー様にご確認ください。

3. ルーフ前方に金属製ひさし、金属製ブーム、その他金属製張り出し構造を有
する車両ではない。

4. アンテナユニットの取付位置は地上高2ｍ以下である。
注意

正常に動作しない場合は、取付けおよび配線を確認してください。

アンテナユニット用両面テープの貼付面を間違えると正常に通信が行われ
ない原因になります。

２. アンテナユニット用両面テープをアンテナユニットのＥＴＣロゴマークがある
面（通信面の裏側）に貼付けます。

アンテナユニット用
両面テープ

アンテナユニット

３． アンテナユニットをダッシュボードに貼付けます。
アンテナユニットのケーブルがフロントガラス側になるように貼付けます。

４．  アンテナユニットのケーブルをケーブルクランプ等で固定しながら配線します。

LED

注意

■　ＥＴＣ車載器本体の取付位置

1. 取付条件を確認します。
ＥＴＣ車載器本体の仮置きを行い、取付上の警告、注意事項が守られているかを確認します。
ＥＴＣ車載器本体の取付上の警告、注意事項  3～4ページをご参照ください。
取付上の警告、注意事項が守られていない場合は、取付け直してください。

２. ＥＴＣ車載器本体の取付位置の汚れを拭き取ります。

アドバイス

アルコールなどでよく拭き取り、完
●ＥＴＣ車載器本体の取付位置を無水

全に乾いてから貼付けてください。

ＥＴＣ車載器本体の取付位置

3. 本体固定用両面テープを本体裏面に貼付けます。

アドバイス

製造銘版シール
●本体裏面のＬ字枠内に貼付けてください。
●製造銘版シールを避け、貼付けてください。

LED

通信面

ＥＴＣロゴマーク

フロントガラス
アンテナ
ユニットルーフ

ルームミラー
アンテナユニット

ケーブルクランプ

検査標章など

ダッシュボード

取付後の確認

お客様名 ）名種車（.oN両車

車載器管理番号

取付前確認 セットアップＯＫ
セットアップ申込書に記載した車両No.と実際の車両No.が同じ

□
□

アンテナ
ユニット
取付確認

取付位置概要（×印記入）

・地上より2ｍ以内

・左図の向きに取付けられている

・左図の向きに取付けられている
・車両中心に取付けられている

[乗用車]
・車両中心より右250mm以内
・車両中心より左250mm以内
[バス、トラック]
・車両中心より右400mm以内
・車両中心より左400mm以内

□

□

□
□

□
□

□
□

＜フロントガラスに取付ける場合＞
・フロントフィルムアンテナ、検査標章などと干渉しない
・ルームミラーで死角となる範囲内、運転者の視野を妨げない
・アンテナＬＥＤの点灯が認識できる 
＜ダッシュボードに取付ける場合＞
・アンテナユニットとフロントガラスのすきま

）るいてれ離上以mm05（ 
・アンテナユニットの垂直延長上には、障害物がない
・GPSアンテナから車載器本体及びアンテナユニットまでの距離 

）るいてれ離上以mm001（ 

□
□
□

□

□
□

＜フロントガラスに取付ける場合＞

＜ダッシュボードに取付ける場合＞
・前後方向角度　　0 

・アンテナユニットを貼付ける位置のフロントガラスの傾斜が水平に対して２０～50°

～ 30°
・水平方向角度　　0 ± 5°

□

□
□

配　　線 プラス側分岐：ＡＣＣ電源配線   　　   　　　　　　□　　　　　　　　  電源配線取回し
マイナス端子：ボディーアース用アースボルト接続　□　　　アンテナケーブル配線取回し

□
□

動作チェック
ＥＴＣカードを入れてください」とアナウンス
・ＥＴＣカード挿入→「ピンポン」→ＬＥＤが緑色点滅→ＬＥＤが緑色点灯し「メロディ（ポン）。ＥＴＣ
カードを認証しました。」「有効期限は××××年×月です」とアナウンス
・ＥＴＣテスタによる通信機能の確認

・ＥＴＣカード未挿入で電源ＯＮ。ＬＥＤが橙色点灯→５秒後にＬＥＤが赤色点灯し、  「プププッ。□

□

□

取
付
店

上記の通り、取付作業を完了しました。
店名・ＴＥＬ・取付責任者

■　チェックリスト

取

付

位

置

取 

付 

角 

度

＜ダッシュボードに取付ける場合＞

＜フロントガラスに取付ける場合＞

＜共通＞

記載後、取付店はチェックリストのコピーを保管（セットアップ店の場合は、セットアップ実施状況調書（セットアップ
申込書様式４の２）といっしょに保管）してください。

保証書とアフターサービス

型式 MZ609725
FNK-M11T（700）

車両番号

年　　　　　月　　　　　日　　 　　　　　　　　　　

TEL　　　（　　　）
〒
ご住所

住所・店名

TEL　　　（　　　）

3 ヶ 年
お買い上げ日より

様

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。

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。

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。

古野電気ＥＴＣ車載器保証書
お客様へ

※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

S17-000-33-004-00

 

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。

本取付要領／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。

番号 品　　名 数量

10

11

取付要領／
取扱説明書

スポンジテープ
(60㎜×120㎜)

1

2

取付要領／
取扱説明書

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3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。

 MZ609725

7 3ケーブルクランプ

8 1
ヒューズ付
分岐コネクタ
4PIN

9 5クッションテープ
（30㎜×100㎜）

保証書とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・1
道路事業者からのお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
重要なお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

取付要領
取付上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
取付条件の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
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取扱説明
安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・8
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
ＥＴＣ車載器を利用する前に・・・・・・・・・・・・・・・・9
ＥＴＣカードの挿入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
カード有効期限通知について・・・・・・・・・・・10
ＥＴＣカードの抜き取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

目         次

カード抜き忘れ警告機能について・・・・・・10
音量調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
利用履歴情報の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
音声モードの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
累積金額の確認、リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
車載器情報通知機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
カード抜き忘れ警告設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
カード有効期限通知設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
外部機器設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
外部機器設定の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
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故障かな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
通知内容一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
ＥＴＣ利用Ｑ／Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
概略仕様、別売品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
カーナビゲーションとの連動・・・・・・・・・・・・・16

必ず本取付要領／取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で、取付作業を行っ
てください。本取付要領／取扱説明書は取付後、チェックリスト（7ページ）にご
記入の上、お客様にお渡しください。丁寧にお取扱いください。

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。

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。

（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。

お名前

保 証
期 間

管
理
番
号

お
買
い

上
げ
日

お
客
様

販
売
店

※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。

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。

古野電気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。

【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。

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。

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。
車載器のアンテナユニット（一体型の場合は車載器本体）は、車両の中心付近に車載器メーカーの推奨する方法
で取り付けてください。取り付け位置などが不適切な場合、正常に通信できず開閉バーが開かないことがあります。

●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無線走行を行わないようお願いします。

※車載器の取り付けは、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。
※二輪車用ETC車載器を四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。ETC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｢ETC／一般｣と表示している車線（以下、「混在車線」という。）をご利用ください。

※何らかの問題がある場合、車載器によっては、音声や画面によってエラーが表示されます。ETCカード挿入の
際はご注目いただくようにお願いいたします。

●車載器がETCカードを認証するまでには、数秒かかります。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ので、お止め下さい。

●車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、物で遮ったり、安易な取り付け箇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、使用できず開閉バーは開きません。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カードを挿し込まれても、エラー表示はされません。
※ETCカード更新の際には、ご利用されるETCカードの有効期限が切れていないか、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、車両から離れる際はETCカードを車載器から抜いて、携行していただくことをお勧めします。
走行を再開される際には同一のETCカードを車載器に確実に挿入してください。入口料金所を通過の際に挿入さ
れていたETCカードと異なるETCカードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが開きません。

●ETCカードにはデータを読み書きするための金属端子があります。この部分が汚れますと正常に通信ができない
可能性がありますので、取扱いにご注意ください。
清掃される場合には、市販のICカードクリーナーをご利用ください。

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無線走行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、表示器の表示内容を確認して、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、出口料金所での通行料金
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。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。

●通行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、又は開閉バー手前のインターホ
ン等で係員に連絡し、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。
なお、料金所の無い出口の場合も、入口で使用したETCカードを抜かずにそのままご通行ください。

●通行料金をお支払いいただく料金所で、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。

※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。
●有料道路への進入から退出までは、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
ETCカードを入れ替えると正しく通行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、ETCカードの破損
やエラーを引き起こす場合があります。

●入口料金所で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。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。
なお、料金所の無い出口の場合は、ご走行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください。

●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。

●スマートICでは、必ず開閉バーの手前で一旦停止してください。
スマートICは、一般的な料金所のETCシステムとは異なり、車両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。
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に連絡し、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。

●スマートICによっては退出路があります。正常にETC通信ができない場合のみ、退出路へお進み頂くことになり
ます。標識や路側表示内容をよくご確認の上、注意して走行頂きますようお願いいたします。

●営業時間、利用方向及び対象車種等に制約がある場合がありますのでご注意ください。

スマートICをご利用の場合は、次の事項にご注意ください

もしも、開閉バーが開かなかった場合のご注意

●ETC車線で、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。また後続車のエラーを誘発することとなり危険です。

ETC車線では、絶対に車をバックさせないで!!

○正しいETCのご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
○正しい通行料金が請求されない場合があります。
○ETC利用照会サービスなど、一部のETCサービスがご利用いただけません。
○各種ETC割引等が適用されない場合があります。

正しくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合

●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。

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!!

車載器の再セットアップ

●車載器付きの中古車を購入又は譲渡を受ける場合、住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合、
車載器を他の車両に移す場合、けん引ができる構造に変更する場合などは、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
アップ店にご相談ください。

※「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動車」等の同じ料金設定の車種車両に車載器を移し替える場合においても再
セットアップが必要です。

車両ナンバー変更時（車載器付きの中古車購入等）、車載器の移し替え時は再セットアップを!!

車載器管理番号に関するお願い

●車載器管理番号は、お持ちの車載器又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など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。

車載器管理番号は、ETCの各種割引サービスなどに必要な番号です。

●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。

●事前に登録されたETCカードを、登録された車載器に挿入し、ETC車線を無線通行した場合のみ割引が適用されます。
※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、ETC無線走行の支払で障害者割引の適
用を受けようとする場合は、改めて手続きと登録をする必要があります。なお、この場合、有料道路事業者が設置する
窓口での登録が必要となり、手続き完了日の通知を後日いたしますので、それまでの間は係員のいる車線（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。

※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。料金精
算機のある車線では、「障がい者用係員呼出ボタン（レバー）」を操作して係員を呼び出してください。

※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。（ETC車線が閉鎖されている場合で、上記手帳をご呈示いただけない場合は、割引が適用できません。）

※有料道路における障害者割引の適用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。

障害者割引制度におけるETC利用について

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
　　　　　　　　　　　　　　　　（フリーダイヤルがご利用できないお客さまは　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　0120-924863
　　　　　　　　　　　　　　　　（フリーダイヤルがご利用できないお客さまは　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（年中無休）
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）

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。

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　0570-024024
　　　　　　　　　　　　　　　　（PHS・IP電話のお客さまは　03-5338-7524）　受付時間：24時間（年中無休）

重要なお知らせ

取付上のご注意
本取付要領／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。

取付要領

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
付要領／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。本取付要領／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。本取付要領／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、取付要領／取扱説明書の最新の情報はホームページhttp://www.furuno.com/jp/
etc/mmc.html に掲載していますのでご参照ください。

■　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
一般財団法人 ITSサービス高度化機構（ITS-TEA）
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）

警告

注意

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

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。
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。

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。

０１２０-６６-６１４２
（受付 ９：００〜１７：００、土日・祝日・弊社休日を除く）

－1－ －2－ －3－ －4－ －5－ －6－ －7－ －8－



カード有効期限通知について

各部の名称とはたらき 利用履歴情報の確認

【確定／音量ボタン】

路側アンテナと通信します。

外部機器を接続します。

電源ケーブル

(網掛け)

【ＥＴＣ車載器本体】

【アンテナユニット】

【ＥＴＣ車載器本体】

ＥＴＣ車載器を利用する前に

ＥＴＣカードの挿入

■　セットアップについて

■　ＥＴＣカードについて

アドバイス

■　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。

これらの設定は変更が可能です。
設定変更方法   10～13ページをご参照ください。

●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。

■　ＥＴＣカードの挿入（乗車時）

１. エンジンを始動します。

赤色点灯

アドバイス

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。

アドバイス

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

■　ＥＴＣカードの抜き取り（降車時）

アドバイス
 12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。

カード抜き忘れ警告機能について

赤色点灯
アドバイス

アドバイス
 8 ページをご参照ください。

 13ページをご参照ください。

ＥＴＣカードの抜き取り

●ETCカードのご利用時にご注意いただきたい事項
●カード有効期限通知のON/OFF設定

●カード抜き忘れ警告のON/OFF設定

１. 

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。

音量調整

アドバイス

（ＥＴＣ車載器の故障ではありません。）

無音（０）→1→2→3→最大音量（４）

２. 

音量の調整を行います。

●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。 

1. 【選択／履歴ボタン】を押します。

2. アナウンス後 【選択／履歴ボタン】を押します。

２０13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

２０13年４月１日
１９時４０分、

料金は１,２００円です。

●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。

音声モードの変更

１. 
「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. 
現在の音声モードをアナウンスします。

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。

 15～16ページをご参照ください。

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。

●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  

累積金額の確認、リセット カード有効期限通知設定 エラー記録の確認 通知内容一覧

ETC利用Q／A 概略仕様、別売品車載器情報通知機能

カード抜き忘れ警告設定

故障かな

■　累積金額の確認

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

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

「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。

●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。

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。」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。

３. アナウンス後 【確定／音量ボタン】を押します。

「メニューモードです。」とアナウンスします。
１. 

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。

「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

４. 

アドバイス

現在の設定をアナウンスします。
３. アナウンス後

ＥＴＣカード有効期限通知の（ON/OFF）切替えを行います。

●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。

外部機器設定

１. 

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 設定しないでください。 ×（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。
（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. 

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. 

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。

外部機器設定の解除

「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。

２. アナウンス後

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

【設定を解除しない場合】

【設定を解除する場合】

●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。

「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。

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。

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

■ 　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カードを挿入し直してください。

02 ＥＴＣカード
アクセス異常1

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

04 ＥＴＣ車載器異常 ＥＴＣ車載器の故障の可能性

05 ＥＴＣカード情報異常

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

８１ ゲートとの通信失敗 通信不良

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。

●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。

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

●LEDが赤色点滅する

●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。

●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

●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。

●セットアップは済んでいますか。

●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。

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

タイミング
通 知 　 内 容

備　　　考ブザー
（ブザーモード）

アナウンス
（ボイスモード） LED アンテナ

ＬＥＤ

電源投入後

正常時
ー ー 橙色点灯 消灯 ＥＴＣ車載器が起動中です。

プププッ。 プププッ。
ＥＴＣカードを入れてください。 赤色点灯 消灯 ＥＴＣカードが未挿入です。

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。

赤色点滅 消灯

プププッ。
ＥＴＣを利用できません。
販売店にご相談ください。

赤色点滅 消灯 ＥＴＣ車載器に異常があります。

ＥＴＣカード
挿入時

正常時

ピンポン。 ピンポン。 緑色点滅 消灯

ポン。 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

緑色点灯 緑色点灯

異常時 プププッ。
カードを確認してください。 赤色点灯 消灯 ＥＴＣカード異常を検出しました。

正常時 ピンポン。 ピンポン。（メロディ※1）
確認しました。

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。

異常時 プププッ。
（エラーが発生しました。）＊ 消灯 ＥＴＣ車載器に異常があります。

正常時 ピンポン。 ピンポン。（メロディ※1）
料金は○○○○円です。 緑色点灯 利用料金をアナウンスします。

異常時 プププッ。
（エラーが発生しました。）＊ 消灯 ＥＴＣ車載器に異常があります。

ＥＴＣカード
書込み時

正常時 ー ー 緑色点灯 緑色点灯 正常時は通知されません。

異常時 プププッ。
（エラーが発生しました。）＊ 赤色点灯 消灯 書込みエラーです。

予告アンテナを
通過したとき

正常時 ピンポン。 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。）＊ 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

異常時 プププッ。
（ＥＴＣを利用できません。）＊ 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。

正常時 ー ー 緑色点灯 正常時は通知されません。

異常時 プププッ。
（カードを確認してください。）＊ 消灯

利用履歴確認時
正常時 ××××年×月×日△時△分

（料金は○○○○円です。）＊ 緑色点灯 緑色点灯 利用履歴をアナウンスします。

異常時 プププッ。
カードを確認してください。 赤色点灯 消灯 ＥＴＣカード異常を検出しました。

※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。

◎

◎

プププッ。
カードを確認してください。 ◎

Ｑ Ａ

Ｑ Ａ

Ｑ Ａ

Ｑ Ａ

Ｑ Ａ

Ｑ Ａ

Ｑ Ａ

アドバイス

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。
一般財団法人 ITS サービス高度化機構（ITS-TEA）：https://www.its-tea.or.jp/
ETC 総合情報ポータルサイト（ITS-TEA）：http://www.go-etc.jp/

●本Ｑ／Ａは、下記のホームページからの抜粋です。

本体寸法

アンテナユニット寸法 ケーブル長さ 3.5m

入力電圧 DC12V／24V

消費電流 70mA（DC12V,待機時）

本体質量 110g 以下

アンテナユニット質量 64g以下（ケーブル含む）

使用温度範囲 -30℃～+85℃

用途

※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。

【仕様】

【別売品】
カーナビ接続ケーブル
（MZ609726：QCZ-6009）
ケーブル長さ 3.0m

カーナビゲーションとの連動

■　対応機種
FNK-M11T（700）と連動可能な機種は以下の通りです。（平成29年6月現在）

緑色点灯

音声案内を
行いません。

車載器管理番号と型式登録番号をアナウンスします。

１. 

2. 【選択／履歴ボタン】を２回押します。

５. 適切な設定のときに

アドバイス

３. アナウンス後

ＥＴＣカード抜き忘れ警告の（ＯＮ/ＯＦＦ）切替えを行います。

「メニューモードです。」とアナウンスします。

「カード抜き忘れ警告を設定します。」とアナウンスします。

「確認しました。」とアナウンスします。

現在の設定をアナウンスします。

アドバイス

クラリオン株式会社製カーナビゲーション
MZ608101 MZ608102 MZ608110 MZ608121 MZ608123
MZ608124 MZ608131 MZ608132 MZ608900＊ MZ608906＊
MZ608907＊ MZ608908＊ MZ608915＊ MZ608922＊ MZ608923＊
MZ608924＊ MZ608931＊ MZ608946＊ MZ608948＊ MZ608983＊
MZ608984＊ MZ609628＊ MZ609629＊ MZ609686＊

ＨＤＤナビゲーション［ワンセグＴＶチューナー内蔵］ ＳＳＤナビゲーション［ワンセグＴＶチューナー内蔵］

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          15～16ページをご参照ください。

利用履歴の確認および設定項目の選択に使用します。

音量調整および設定項目の確定に使用します。

ＥＴＣカードを挿入します。
ＥＴＣカードの挿入         9～10ページをご参照ください。

ＥＴＣカードを排出します。
ＥＴＣカードの抜き取り         １0ページをご参照ください。

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          15～16ページをご参照ください。

【選択／履歴ボタン】

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          15～16ページをご参照ください。

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。

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。

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。

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。

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

プププッ。
ＥＴＣカードを
入れてください。

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。

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、２０13年４月１日１９時４０分、料金は１，
２００円です。）

「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。）

「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。

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、２０13年３月３１日１６時０分、料金は５００
円です。）

●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。

●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。

●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。

●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。

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。

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。

【確定／音量ボタン】を押します。

【確定／音量ボタン】を押します。

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。

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。）

【確定／音量ボタン】を押します。

【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

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。

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。

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。

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。

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。

【確定／音量ボタン】を押します。

【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

【確定／音量ボタン】を押します。
【確定／音量ボタン】を押します。

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。

ＥＴＣ車載器に連動可能なカーナビゲーションを接続する場合、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、カーナビゲーションとの連動が行えません。

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。

カーナビゲーションと連動する場合を除き、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。、

【確定／音量ボタン】を押します。

【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

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。

【確定／音量ボタン】を押します。

【確定／音量ボタン】を押します。

【確定／音量ボタン】を3秒以上押し続けます。

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。
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。

ＥＴＣカードが挿入されていな
い、または、認証されていない

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。

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。
アンテナユニット取付状況などをご
確認ください。

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。
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。

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。

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

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

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。

●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。

●車両運転中にエラーコードをアナ
ウンスする

（メロディ※1）

（メロディ※1）

（メロディ※1）

（メロディ※1）

ＥＴＣ未挿入
お知らせアンテナを通
過したとき

出口ゲート
（精算用）
を通過したとき

入口ゲート
（検札用）
を通過したとき

ＥＴＣ車載器がセットアップされていませ
ん。

ＥＴＣカードが正常に挿入されていませ
ん。

70（W）×105（D）×17（H）（mm）

32.4（W）×32.4（D）×12.5（H）（mm）

●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。

FNK-M11T（700）はクラリオン社製カーナビゲーションとの連動が可能です。
FNK-M11T（700）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。

※FNK-M11T(700)と上記＊印の付いたカーナビゲーションを接続した場合、カーナビゲーションからカード有効期限
の表示・アナウンスを行います。

三菱マルチエンターテイメントシステム

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。

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。

ＥＴＣカードはレンタカーや他人
の車でも使えるの？

「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？

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？

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？

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？

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？

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？

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

－9－ －10－ －11－ －12－ －13－ －14－ －15－ －16－


