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●取り付け作業の前にこの「取り付け解説書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。
●�この「取り付け解説書」の表示では、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産へ
の損害を未然に防止するために、絵表示をしています。その表示の内容をよく理解してから本文をお読み
ください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性
が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定され
る内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告
●�本製品はDC12V車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用
しないでください。火災や故障の原因となります。
●配線作業中は、バッテリのマイナス端子を外してください。ショートによる事故の原因となります。
●�車両に穴をあけて取り付ける場合は、パイプ類、電気配線、タンク、ワイヤーなどの位置を確認のうえ、
これらと干渉や接触することがないように注意しておこなってください。パイプ類などの損傷により、
火災や事故の原因となります。
●�車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系
統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。これらを使用しますと、
制御不能や発火、事故の原因となります。
●�エアバッグ装着車に取り付ける場合は、エアバッグの動作を妨げる位置には絶対に本製品を取り付け
たり配線をしないでください。エアバッグの動作を妨げる位置に取り付け・配線をすると、万一のとき、
事故やケガの原因となります。
●�コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておいてください。ステアリングや
シフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となります。
●本製品を分解したり改造したりしなでください。事故・火災・感電の原因となります。
●正常に動作しない状態で使用しないでください。事故・火災・感電の原因となります。
●�万一、異物が入った、水がかかった、煙がでる、変なにおいがするなどの異常がおきた場合は、直ち
に使用を中止してください。そのまま使用すると事故・火災・感電の原因となります。
●�ドリルなどで穴あけ作業をする場合は、ゴーグルなどの目を保護するものを使用してください。破片
などが目に入ったりしてケガや失明の原因となります。
●�接続コード類の配線は高温部を避けて行ってください。コード類の被服が溶けてショートし、事故・
火災・感電の原因となります。特にエンジンルーム内での配線には注意してください。

注意
●�車両のネジを使用して本製品の取り付けやアースをとる場合は、ネジがゆるまないように確実に締め
つけてください。ネジがゆるみ、事故や故障の原因となります。
●�雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、ほこり、油煙の多いところへの取り付けは避け
てください。本製品に水やほこり、油煙が入り込みますと、発煙や発火、故障の原因となります。
●�直射日光や、ヒーターの熱風があたるところなどへの取り付けは避けてください。本製品の内部温度
が上昇し、火災や故障の原因となります。
●�取り付け解説書に記載された通りに配線を接続してください。正規の接続を行わないと、火災や故障
の原因となります。
●�エアバッグ装着車に取り付けるときは、車両メーカーに作業場の注意事項を確認してから作業を行っ
てください。エアバッグが誤作動し、ケガや事故の原因となります。
●�車両のネジ部分やシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。
断線やショートにより、事故や火災、感電の原因となります。

安全に正しくお使いいただくために
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黒� � (-)� GND（車両アース）
赤� � (+)� +12V�常時電源（5Aヒューズ付き）
桃� � (+)� +12V�ACC電源
水� � (+)� ドアミラースイッチ展開（オープン）側
白� � (+)� ドアミラースイッチ格納（クローズ）側
紫� � (+)� ドアロックモーターオープン側（＋）
橙� � (+)� ドアロックモータークローズ側（－）
茶� � (+)� キーインスイッチ入力
黄� � (-)� キーインスイッチ入力
青� � (+)� ドアミラーモーター出力展開オープン側（＋）
緑� � (+)� ドアミラーモーター出力格納クローズ側（－）

！ 取り付けに関する注意事項 ！
　ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。取り付け
に問題があると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して
取り付けてください。取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子
を外しておいてください。当製品を取り付けることにより発生した損害
に関して弊社は一切責任を負いません。

１．　ドアミラー格納ユニット� � � 1 台
２．　取り付け解説書�（本解説書）�� � 1 部

梱包内容

　この度は当製品を御買い上げ頂きまことにありがとうございました。
製品は全て全機能をテスト後に出荷させて頂いておりますが、万が一不良品
でありました場合速やかに代替品と交換させていただきますので、早急にご
連絡頂きます様お願いします。保証内容については本解説書末尾にある保証
書をご参照ください。

はじめに

各配線の説明
　製品からは 11本の配線と 1つのコネクタが出ています。使用している電
線はAWG22（約 0.33SQ相当）となっていますので、添付品以外のワンタッ
チコネクタを使用する場合は電線径の適合を必ず確認してください。

※�２極コネクタにはDEI 社製のセキュリティシステム用 LEDがそのまま
接続できます。
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本ユニットの特徴
　本ユニットはマイコンを使用する事により、従来製品には無い様々な動作
を行うことが可能になりました。

１．　自動ミラー展開抑制機能
　ドアアンロックやキー挿入等のミラー展開条件が成立した時には最後にイ
グニッションキーをOFFにしたときのドアミラーの状態を再現します。つ
まりミラー格納スイッチでミラーを格納してからエンジン停止、ドアロック
した場合は自動でミラーを展開しません。この機能は狭い駐車場に駐車して
いた場合に自動でミラーが展開すると外壁に当たる等、不都合が起こる方の
為に用意されています。

２．　省電力
　ダミーセキュリティ LEDを未接続時で約 0.2mA（平均）、ダミーセキュリ
ティ LEDを接続、点滅時には約 1.4mA（平均）とバッテリーに優しい省エ
ネ設計です。
ACC電源OFF後、一定時間経過すれば省電力モードへ自動的に移行します。
また、省電力モードに移行すると本体基板上にある電源 LEDは消灯します。

３．　ロック連動ダミーセキュリティ LED 制御機能
　米最大手のDEI 社製セキュリティシステム（VIPER、HORNET等）の仕
様に沿った LEDコネクタを装備し、プラグインで接続できます。ドアロッ
クで LEDの点滅を開始し、ドアアンロック又はイグニッションキー挿入か
キー挿入＋ACC電源ONで消灯します。セキュリティの機能はありませんが、
LEDの点滅で十分な威嚇が可能です。

４．　ミラー展開再試行機能
　特定の車種ではミラー展開動作時にエンジンを始動するとミラー展開が途
中で停止する場合があります。その場合でもミラーの展開動作を再試行し、
確実に展開させることができます。
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　ドアミラー格納スイッチがシーソー式のタイプと、押しボタン式のタイプ
どちらにも接続可能です。他社製品が標準では対応していない「押しても元
の高さに戻るタイプのスイッチ」（トヨタ車の高年式モデルの一部等）にも
標準で対応しています。

このタイプのスイッチは配線タイプＢ での取り付けとなります。但し、
押したときにスイッチのラインに +12V が出力され、なおかつキーオフ
時にもスイッチのラインに +12V を入力すれば車両のミラー格納回路が
作動する必要があります。

※上記シーソー式と押しボタン式（押すと引っ込んだままで、もう一度押す
　と出っ張るタイプ）のスイッチは配線タイプＡ での取り付けとなります。

※配線タイプＡと配線タイプＢは配線方法が異なります。配線タイプＡは
ページ９から、配線タイプＢはページ１１から記載の配線を行ってくださ
い。取り付ける車両がどちらのタイプか不明な場合はお問い合わせ下さい。
また、別紙の参考資料に掲載されている車種ではそちらをご覧下さい。

本ユニットを取り付け可能な車両

押しボタン式（押すと引っ込んだままで、もう一度押すと出っ張るタイプ）

シーソー式（中立ありも可）

押しボタン式（押して離すと元の高さに戻るタイプ）

配線タイプＡ 

配線タイプＡ 

配線タイプＢ
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　配線方法によって下記３タイプの動作が可能です。但し、エンジンスター
タ取り付け車はエンジンスタート時ACC電源がONになりミラーが展開し
てしまう為、動作モード１又は動作モード３で接続してください。

☆動作モード１・・基本タイプ
� �ドアロック時にミラー格納、ドアアンロック時にミラー展開　する最

も基本となる動作モードです。

☆動作モード２・・ACC 連動タイプ
� �ドアアンロック時にミラー展開したくない方向けの動作モードです。

ドアロック時にミラー格納、ACC電源ON時にミラー展開　します。

☆動作モード３・・キー挿入連動タイプ
� �リモコンエンジンスターターを取り付けてる方向けの動作モードです。

ドアロック時にミラー格納、イグニッションキー挿入時　にミラー展
開　します。※１

※１

※１

動作について

※１�ミラー展開時には自動展開抑制機能が働き、最後にイグニッション
キーをOFFにしたときのドアミラーの状態を再現します。つまり、ミラー
格納スイッチでミラーを格納してからエンジン停止、ドアロックした場合
はドアアンロック時に自動でミラーを展開しません。この機能は狭い駐車
場に駐車していた場合に自動でミラーが展開すると外壁に当たる等、不都
合が起こる方の為に用意されています。

※２�イグニッションキー挿入スイッチがマイナスコントロールの場合（黄
線使用）はユニットが省電力モードに移行している時にキーを挿入しても
ミラー展開動作しません。この場合はキーを挿入し、尚且つACCまでキー
を廻す事でミラー展開動作を行います。

※３�リモコンエンジンスターター付き車の場合、リモコンエンジンスター
ターユニットが偽キーイン信号を出力している場合があり、リモートス
タート時にミラーが展開する場合があります。この場合は動作モード１で
取り付けを行って下さい。

※２

※３
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各モードの切り替え方法
　各動作モードは配線方法によって切り替わります。取り付けを行う車両の
タイプやエンジンスターター・ターボタイマーの有無によって予めどの動作
モードで取り付けを行うか決めておいて下さい。

動作モード１（基本タイプ）での配線方法
　動作モード１では全ての配線を接続（キーインスイッチ配線は黄か茶のどち
らか一方のみ接続）してください。但し、エンジンスターター及びターボタイ
マーを取り付けていない車両ではキーインスイッチ配線を省略することが出来
ます。省略する場合は茶線をACC電源（桃線と同じ場所）に接続してください。

動作モード２（ACC 連動タイプ）での配線方法
　動作モード２ではドアロックモーターのアンロック線（紫線）とキーインス
イッチ入力配線(-)（黄線）の２本を未接続としてください。また、キーインス
イッチ入力配線(+)（茶線）をACC電源（桃線と同じ場所）に接続してくださ
い。このモードはエンジンスターター・ターボタイマー装着車には適しません。

動作モード３（キー挿入連動タイプ）での配線方法
　動作モード３ではドアロックモーターのアンロック線（紫線）のみ未接続
としてください。

ダミーセキュリティ LED の接続方法
　ユニットのコネクタ２ピンコネクタへDEI 社製セキュリティシステムの
LEDのコネクタ差し込むだけで完了です。手持ちの LEDを使用したい方は
若草色線へアノード (プラス側、足の長い端子 )、灰色線へカソード（マイ
ナス側、足の短い端子）を接続してください。電流制限抵抗はユニットに内
蔵していますので不要です。

※ダミーセキュリティ LED、スキャナーは付属しません。
※�スキャナーを接続することも可能です。接続、設定方法については本解
説書末尾の「スキャナーを接続するには？」をご覧ください。
※�弊社では LED、スキャナーの取り扱いは御座いませんので、お客様側
にて別途ご用意ください。

注意！ ダミーセキュリティ LED を直接結線する場合は LED のプラス側
は必ずユニットの若草色線に接続してください。常時電源等に接
続するとユニットが破損します。
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※ �ACC連動（動作モード２）で接続する場合は茶線を+12V�ACC電源に
接続してください。

黒  (-) GND（車両アース）
　ボディーアースされている線へ接続してください。

桃  (+) +12V ACC 電源
　イグニッションキーをACCに廻したときに+12Vが出力される配線へ接
続します。テスターで計測する場合はACC-ON時に格納スイッチを操作し
て電圧が途切れない事を確認してください。途切れる場合は違う配線です。

水  (+) ドアミラースイッチ展開（オープン）側
青  (+) ドアミラーモーター出力展開オープン側（＋）
　ドアミラー格納スイッチを展開（オープン）側にしたときのみ+12Vが出
力される配線を切断し、スイッチ側へ水線を接続しモーター側へ青線を接続
してください。※接続方法の詳細は１３ページをご覧ください。

白  (+) ドアミラースイッチ格納（クローズ）側
緑  (+) ドアミラーモーター出力格納クローズ側（－）
　ドアミラー格納スイッチを格納（クローズ）側にしたときのみ+12Vが出
力される配線を切断し、スイッチ側へ白線を接続しモーター側へ緑線を接続
してください。※接続方法の詳細は１３ページをご覧ください。

茶  (+) キーインスイッチ入力
黄  (-) キーインスイッチ入力
　キーを挿入したときにアースへ落ちる配線か、+12Vが出力される配線へ
接続してください。キーを挿入した時にアースへ落ちるタイプの場合は黄線
を、+12Vが出力されるタイプの場合は茶線を接続し、もう一方は未接続と
してください。

各配線の接続先（タイプＡの場合）
※�黒・桃・水・青・白・緑の６本の配線はドアミラー格納スイッチのコネ
クタへ接続します。
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紫  (+) ドアロックモーターオープン側（＋）
　ドアアンロック時に一瞬（１秒程度）+12Vが出力される配線に接続して
ください。この配線は通常太い線になっていますのでワンタッチコネクタを
使用して取り付けされる方は異線径に対応した物を使用してください。

橙  (+) ドアロックモータークローズ側（－）
　ドアロック時に一瞬（１秒程度）+12Vが出力される配線に接続してくだ
さい。この配線は通常太い線になっていますのでワンタッチコネクタを使用
して取り付けされる方は異線径に対応した物を使用してください。

赤  (+) +12V 常時電源
　+12V常時電源へ接続してください。パワードアロックの電源線や、パワー
ウィンドウの常時電源線に接続します。これらの配線がACC又はイグニッ
ション電源である車種の場合はバッテリーから直接取り出してください。

全ての配線が完了すればユニット本体をビニールテープかタイラップ等で適
当な場所に固定します。

※�テスト時は外したコネクタを全て接続しないと正常に動作しない場合が
あります。また、初期状態では「ドアアンロック連動」でミラー展開し
ません。必ず一度ミラー格納スイッチで展開操作をしてください。
※�内部が損傷する恐れがありますので、ユニットをタイラップ等で固定す
る際は強くしめつけないでください。

※�バッテリーから直接取り出す場合はバッテリーのターミナル直後に必ず
追加ヒューズ (5A) を取り付けてください。

※�動作モード２及び動作モード３で取り付けの方は紫線は未接続としてく
ださい。

各配線の接続先（タイプＡの場合、続き）

注意： 最後に必ず配線が間違いなく・確実に接続されていることを確認
してください。

※�次にドアロックモーターへの配線接続を行います。接続先は運転席足元
のカバーを外した所にあるドア内部へ行く配線（中継コネクタ部）です。
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桃  (+) +12V ACC 電源
白  (+) ドアミラースイッチ格納（クローズ）側
　桃線と白線は２本ともドアミラー格納スイッチの配線に接続します。イグ
ニッションキーをACCに廻したときに+12Vが出力される配線へ接続して
ください。（桃・白の２本とも同じ配線に接続します）

水  (+) ドアミラースイッチ展開（オープン）側
青  (+) ドアミラーモーター出力展開オープン側（＋）
　ドアミラー格納スイッチの配線の内、押しているときだけ+12Vが出力さ
れる配線を切断し、スイッチ側へ水線を接続しモーター側へ青線を接続して
ください。※接続方法の詳細は１３ページをご覧ください。

緑  (+) ドアミラーモーター出力格納クローズ側（－）
　タイプＢの場合は緑線は未接続としてください。

茶  (+) キーインスイッチ入力
黄  (-) キーインスイッチ入力
　キーを挿入したときにアースへ落ちる配線か、+12Vが出力される配線へ
接続してください。キーを挿入した時にアースへ落ちるタイプの場合は黄線
を、+12Vが出力されるタイプの場合は茶線を接続し、もう一方は未接続と
してください。

※�キーインスイッチ配線はキーインスイッチ（イグニッションキースイッ
チ）部で接続します。
※�プッシュスタート式車に取り付ける場合や、ACC連動（動作モード２）
で接続を行う場合は茶線を +12V ACC 電源に接続してください。

各配線の接続先（タイプＢの場合）
※桃・白・水・青の４本の配線はドアミラー格納スイッチの配線へ接続し
　ます。
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全ての配線が完了すればユニット本体をビニールテープかタイラップ等で適
当な場所に固定します。

注意： 最後に必ず配線が間違いなく・確実に接続されていることを確認
してください。

各配線の接続先（タイプＢの場合、続き）

紫  (+) ドアロックモーターオープン側（＋）
　ドアアンロック時に一瞬（１秒程度）+12Vが出力される配線に接続して
ください。

赤  (+) +12V 常時電源
　+12V常時電源へ接続してください。パワードアロックの電源線や、パワー
ウィンドウの電源線が使用可能ですが、これらの配線がACC又はイグニッ
ション電源である車種の場合はバッテリーから直接取り出してください。

橙  (+) ドアロックモータークローズ側（－）
　ドアロック時に一瞬（１秒程度）+12Vが出力される配線に接続してください。

黒  (-) GND（車両アース）
　ボディーアースされている線へ接続してください。

※ 動作モード２及び動作モード３で取り付けの方は紫線は未接続としてく
ださい。

※次にドアロックモーターへの配線接続を行います。接続先は運転席足元
のカバーを外した所にあるドア内部へ行く配線（中継コネクタ部）です。

※�バッテリーから直接取り出す場合はバッテリーのターミナル直後に必ず
追加ヒューズ (5A) を取り付けてください。

※�内部が損傷する恐れがありますので、ユニットをタイラップ等で固定す
る際は力を掛けすぎないでください。
※�取り付け後にエンジンを始動しミラー格納ボタンを押してください。こ
の操作でユニットはタイプＢで配線された事を認識し、動作が切り替わ
ります。
※�ドアロック・アンロック時のミラー動作が反対になる場合は次の操作を
行います。
　エンジンを始動する　⇒　ミラー格納スイッチを 10秒間押し続ける
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１．まず対象になる配線を切断します

２．ドアミラー格納ユニットの配線を接続します

！ 配線接続に関してのご注意 ！
ユニットの緑・青・白・水の４本の配線は下図の様に純正配線に割り込
む形で接続してください。

↓
ドアミラー格納スイッチのコネクタ

↑ミラーオープン時に +12V になる配線

↓ミラークローズ時に +12V になる配線

←ドアミラー格納ユニット

↓
ドアミラー格納スイッチのコネクタ

水
↓

青
↓

←緑
白→
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トラブルシューティング
☆全く動作しない
　手動でのミラー開閉も含めて全く動作しない場合は電源線（赤及び黒）を
確認してください。また、車種によっては外したコネクタを全て接続しない
と動作しない場合もあります。

☆手動の動作が逆になる（ドアロック・アンロック時の動作は正常）
　配線タイプＡで取り付けの方は水色線と白線を入れ替えてください。配線
タイプＢの方は発生しない現象です。

☆ドアロック・アンロック時の動作が逆になる（手動での動作は正常）
　配線タイプＡの方は紫線と橙線を入れ替えてください。配線タイプＢで取
り付けの方はエンジン始動後にミラー格納スイッチを１０秒程度押したまま
にするとミラーが動作し、ユニット内部の状態との整合性を得ることができ
ます。

☆ドアロック時に格納するが、ドアアンロック時に展開動作しない
　ミラー格納スイッチでミラーを格納した場合はドアアンロック時には展開
動作をしません。

☆イグニッションキー挿入時に展開動作しない
　イグニッションキー挿入スイッチがマイナスコントロールの場合（黄線使
用）はユニットが省電力モード（ページ３を参照）に移行している時にキー
を挿入してもミラー展開動作しません。この場合はキーを挿入し、尚且つ
ACCまでキーを廻すとミラー展開動作を行います。

☆本体にある LED が点滅するのですが
　本体上にあるLEDは通常は点灯し、省電力モードで消灯しますが入力を検
知すればその回数分だけ点滅します。点滅回数による内容は下記の通りです。

１回 -ドアロック� � � � ２回 - ドアアンロック
３回 -ACC電源OFF� � � � ４回 -ACC電源ON
５回 -ミラークローズ�� � � ６回 - ミラーオープン
７回 -ミラークローズ ( ﾀｲﾌﾟ B)� � ８回 - ミラーオープン（ﾀｲﾌﾟ B）
９回 -キー挿入



-�15�-

トラブルシューティング（続き）

スキャナーを接続するには？

スキャナーが３線式の場合
■スキャナの電源線� � ⇒　ユニットの常時電源線� � （赤線）
■スキャナのアース� � ⇒　ユニットのアース線� � （黒線）
■スキャナの作動入力�� ⇒　ユニットの作動出力線� � （灰線）

スキャナーが２線式の場合
■スキャナの電源線� � ⇒　ユニットの常時電源線� � （赤線）
■スキャナのアース� � ⇒　ユニットの作動出力線� � （灰線）

ユニットの作動出力線（灰線）とは、LED コネクタ配線の
片側です。もう一方の若草線は未使用となります。

・�作動出力は初期設定でLED点滅用に間欠出力となっています。スキャナー
を接続する場合は、下記作業を行って常時出力へ設定変更します。
１．� ACC電源をONにする
２．�ミラー格納スイッチを「開」の位置にしてミラーを開く
３．� �ACC電源をOFFにして 30秒待つ（ユニット基板上の赤色 LED が

消灯するまで待ちます。ユニットが見えない場合は1分程度待ちます）
４．� ACC電源をONにします（エンジンは始動しません）
５．�ミラー格納スイッチを「閉」「開」「閉」「開」「閉」と操作します。
� ※ ACC 電源 ON から 10 秒以内に操作を完了します
６．� �そのまま 10秒待っていると、ミラーが自動的に「開」⇒「閉」と動

作します。※なにも起こらない場合は最初からやりなおします
７．�ミラー格納スイッチを「開」の位置にします。
８．� 30 秒待ってから、ACC 電源を OFFにして設定完了です。
� �※手順７でミラー格納スイッチを「開」「閉」と操作すると LED点

滅状態（初期設定の状態）に戻ります

ユニットの設定を変更する

☆走行中にドアロックするとミラーが閉じてしまう
　走行中に動作を抑制する配線は「茶」と「黄」のキーインスイッチ信号線
です。プッシュスタート式車などで、キーインスイッチ信号線を使用しない
場合は、必ず茶を ACC 電源に接続して黄を未接続としてください。
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保証期間

お買上げ日
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本書はお買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、次
に記載する内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
＜無料保証規定＞
１．�正常な使用状態にも関わらず発生した故障は無料修理させてい
ただきます。

２．�製品の故障による次の損害は保証の対象外となります。
� ・製品の故障により発生した作業工賃や災害
３．�保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。
� ・使用上の誤りや、不当な修理／改造による故障・損傷
� ・�火災・水害・落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス

害などによる故障・損傷
� ・�本書の添付がない場合、及び本書にお買い上げ店とお買い上

げ日の記入がない場合
４．�本書は日本国内においてのみ有効です。
５．�本書は再発行致しません

〒545-0002　大阪市阿倍野区天王寺町南 3丁目 7-11　電話 06-6131-6300
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電話（　　　　）　　　　　－

様

お買い上げ日から 3 年間

GDM-BH02

　　　　　年　　　月　　　日※ 納品書が購入証明となりますので、本
書と一緒に大切に保管してください。


