取付作業を行う前のご注意

DLK11A

COROLLA
FIELDER

NO:000002

取扱説明書

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、
ブレーキランプ、
ヘッドライト、
ウィンカー、
ワイパーが正常に
動作することを確認してください。

この度はデイライトキットをお買い上げいただきありがとうございます。
取付ける前に、
この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種
カローラ フィールダー
（ハイブリッド含）LEDクリアランスランプ付車

■注意事項

お買上げ日より1年間

※ コントローラー本体、
専用ハーネス
（1組）
、
ヒューズ電源取出しケーブル[10A、
7.5A]
（各1）
、
両面テープ
（1）
、
ウレタンシート
（1）
、
アルコールクリーナー
（1）
、
結束バンド
（10）
、
取扱説明書/保証書
（本書）

様

TEL

（

★お買上げ日

■お取り付け上の注意事項
※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、
タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、
ほこりの多いところに取付けないこと。

保証期間

■同梱品

ふりがな

・本製品は保安基準 第42条
「その他の灯火等の制限」
に準じて設計された保安基準適合品ですが、
各都道府県の車検
場によっては不適合と判断される場合がありますので、
車検時にはデイライト機能をオフにした状態で受検されることを
お勧めします。

〒□□□-□□□□

店名・住所・TEL

■車検について

★ ご氏名
お
客
様 ふりがな
ご住所

★
販
売
店

・本製品の取付けには、
エンジンルーム内ヒューズボックスの加工が必要となります。
・本製品は明るさを増幅させるためのキットではありません。
※LEDクリアランスランプの明るさはライト点灯時と同じ明るさになります。
・本製品の改造、
分解、
加工は行なわないでください。
故障や火災などの原因となることがあります。
・本製品の取付けは専門的な知識、
技術が必要です。
取付けはお買い上げの販売店にご依頼ください。
・本製品には適合があります。
適合条件と異なる車両に取付けた場合、
誤動作、
車両火災などの可能性がありますので、
必ず適合情報をご確認の上、
取付けを行なってください。
・エンジンをかけない状態で長時間、
点灯させておくと、
バッテリー上がりの原因となりますので、
ご注意ください。
・本体の設置はエンジンの直近やマニホールド付近など高温になる場所、
水が大量にかかる場所を避けてください。

製品保証書［DLK11A］

■本機の主な特徴
・ヘッドランプに内蔵されているLEDクリアランスランプをデイライト化することができます。
・ライトスイッチの簡単な操作でデイライト機能をオフにできます。
・LEDクリアランスランプのみを常時点灯させるので、
ナンバー灯が点いたり、
ナビが夜間モードになったりしません。
・本製品はカプラーオン、
ヒューズから電源を取出しているため、純正配線を傷付けることなく取付けができます。
・保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」
に準じて設計された車検対応品です。

この製品は、弊社で厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたもので
す。
お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本証明書記載内
容により、
無料修理をさせていただきます。
※本証明書は★印欄に記入し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。
もし記入のない場合には、
ただちにお買い上げ
の販売店にお申し出ください。

※適合年式はモデルチェンジなどで変わることがあります。
最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

1注意事項に従った使用状況で保証期間内に故障した場合には、無料修
理させていただきます。
2保証期間内でも次の場合には原則として有償修理にさせていただきま
す。
①誤配線や取付・取外しによると思われる損傷や故障。
②使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
③火災、
地震、
水害、
落雷、
事故に起因する不具合、
その他天災地変、
常電圧、
指定外の使用電源などによる故障及び損傷。
④一般車両以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び
損傷。
⑤本書のご提示がない場合。
⑥本書にお買上げ年月日、
お客様名、販売店名の記入のない場合、
ある
いは字句を書き変えられた場合。
3保証できない事項
①仕様の限度を超える過酷な使用(レース、
ラリー、荒地走行等)による
過酷な走行に起因する不具合。
②外観及び性能が、
弊社基準内の品質のもの。
③万一、保証修理に相当する不具合が生じ、不便さを補うために生じた
電話代、
レンタカー代、宿泊代、交通費等の費用負担はいたしま せ
ん。
④製品の着脱にかかった工賃及び、
それに付随する損害や障害。
4本書は日本国内においてのみ有効です。
5本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、
本書に記載した期間、
条件のもとにおいて無料修理
をお約束するものです。
保証期間経過後の修理についてご不明の
場合は、
お買上げの販売店にお問い合わせください。

適応年式
H27/3〜

-

※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって
生じた損害につきましては、
当社はその責任を負いかねますので、
ご装着の際はあらかじめご了解ください。

年

）

月
日

印

または
サイン

（株）
ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL: 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX: 0561-74-5595
URL : http://www.beatsonic.co.jp

配線取り回しのイメージ

ヒューズ
ケーブル（7.5A）
ヒューズ
ケーブル（10A）

純正アースポイントについて

DLK本体

※DLK本体は付属の
両面テープを使用するなど、
必ず安全な場所に固定して
ください。
両面テープを使用する際は、
付属のアルコールクリーナーで
DLK本体、取付け場所をきれいに
し、
しっかりと貼り付けてください。

運転席側
ヘッドランプ
ASSY

純正アースポイント
△注意
ここ以外でアースをとる場合には、必ずテスター
などを使用し確認を行ってください。
アースが不完全な場合、LEDクリアランスランプ
が点灯しなくなります。

助手席側
ヘッドランプ
ASSY

・取り回した配線は同梱の結束バンドで車両配線などに必ず固定してください。配線が固定されていない場合、ベルトやファ
ンに絡まり重大事故に繋がる可能性があります。
・本体や配線を高温になるエンジンやマニホールド付近へは設置しないでください。

デイライト機能をオフにする方法
1.エンジンキーをオフにします。
（キーを差していない状態でも大丈夫です。
）
2.ヘッドライトのスイッチをオフの状態から、
スモール→オフ→スモール→オフ→スモール→オフ
（スモール※へ3回切替）
の操作を行ないます。
※スモール：車幅灯、
尾灯の点灯状態
★ヘッドライトのスイッチが「オフ⇔AUTO⇔スモール⇔オン」
となっている場合には、
オフではなく
「AUTO」
と
「スモール」
で切替操作を行ってください。
スモールが消灯している状態から、
AUTO→スモール→AUTO→スモール→AUTO→スモール→AUTO
3.ポジションライトが短く3回点滅します。
※一連の操作は、
はじめにスモールにしてから5秒以内に終わらせてください。
4.エンジンキーをオンにしてデイライト機能がオフになっていることを確認してください。
デイライト機能をオンにするときも
同様の操作を行なってください。

スモール3回の操作後、
ポジションライトが
・短く3回点滅→デイライト機能がオフ
・1秒程度点灯→デイライト機能がオン
となります。

運転席側
エンジンルーム内でアースを取るには、各所に設けられた純正アースポイン
ト
（上記写真参照）
かバッテリーのマイナス端子に接続する必要があります。
それ以外の場所では、
シャーシに繋がっていなかったり、塗料などが抵抗に
なるなどしてアース不良となり、製品が正常に動作することができなくなりま
す。

ガソリン車 エンジンルームレイアウト

接続方法
エンジンルーム内ヒューズボックス

※接続が全て終わるまでヒューズはささないでください。
ヒューズ電源取出しケーブルは必ず指定位置に取付けてくだ
さい。指定と異なる取付けを行った場合、本製品が正常に動作
しない、
または車両の走行に支障をきたす場合があります。

HORN
バッテリー電源（10A）

ヒューズボックス内で配線
2A

カプラー取付け位置

赤

MET
イグニッション電源（7.5A）
2A

※配線について

茶

赤

黄

黒

・配線はヒューズボックスに切り欠きを入れるか、穴
をあけるなどして通してください。
・穴を開けた場所は必ずコーキングなどで防水処理
を行なってください。

DLK本体

2m

1m

純正アースポイントへ
茶
橙

橙
茶

ヘッドランプ
ASSY運転席側

ヒューズボックス

ヘッドランプ
ASSY助手席側
ヘッドランプASSY運転席側

ヘッドランプASSY助手席側

接続方法

ハイブリッド車 エンジンルームレイアウト

エンジンルーム内ヒューズボックス

カプラー取付け位置

※接続が全て終わるまでヒューズはささないでください。
ヒューズ電源取出しケーブルは必ず指定位置に取付けてくだ
さい。指定と異なる取付けを行った場合、本製品が正常に動作
しない、
または車両の走行に支障をきたす場合があります。

HORN
バッテリー電源（10A）

ヒューズボックス内で配線
2A

赤

METER
イグニッション電源（7.5A）
2A

茶

赤

黄

黒

※配線について

・配線はヒューズボックスに切り欠きを入れるか、穴
をあけるなどして通してください。
・穴を開けた場所は必ずコーキングなどで防水処理
を行なってください。

DLK本体

2m

1m

純正アースポイントへ
茶
橙

橙
茶

ヘッドランプ
ASSY運転席側

ヒューズボックス

ヘッドランプ
ASSY助手席側

ヘッドランプASSY運転席側

ヘッドランプASSY運転席側

