
ETC2.0車載器

●利用申し込みと ETC カ ードの入手の仕方

利用申し込み

I 車載器購入 aセ;t;1 I〗
セノ

ご a 完了 I 
決済用ETCカ ー ド ※

►― ►—一
ETC2.0 車戟器のご利用には手続きが必要です。 車戟器をご使用になるには ETC カ ー ドが必要です。
※ETC2 0 サー ビスをご使用になるには別途ITS-TEA 〈（財） ITSサーピス忌度化襴構〉が設定したセット

アップ店でのセットアップ（鑓発行）費用が必要です。※取付けは、販売店／取1寸店（セットアップ店）等で
行ってください。またその際には別途取付費用がかかります。

通行料金は後日、銀行口座より引落しとなります。

※ ETC に対応した料金を、決済するための IC カード。

● ETC サ ー ビスを安全にご利用いただくためのご注意

‘ 
一般車両は
有人車線へ

※「ETC/ 一般」混在レーン設置料金所もありますので、前方車両にご注意ください。
※ 開閉パーが開かなかった塩合は、係員が案内するまでお待ちください。

●車載器セットアップ申し込み証明書記載内容

車載器タイプ EP-E216SB EP-B016SRBW EP-B016SRBD 

型式 EP1U716V EP1U416N EP1U416N 

型式登録番号 3016 3011 3011 

製造者 三菱電機 三菱電機 三菱電機

EP-A015SB 

EP1UA15N 

3012 

三菱電機

◎当社製品は四輪車専用です。
二輪車には使用しないでください。

◎乗車前のご注意

◎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ください。
※ETC車線で、 開閉パ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パックさせないでください。
ETCカ ー ドを挿入せずに（または通信できなかった状態で）

0ご乗車9寺に、ETCカー ドを車観器に確実に挿入し、エラー等がないかを 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

ETCカ ー ドの挿入についてのご注意

確認してご利用ください。 ご連絡ください。
ETCカ ー ドの有効期銀のご注意
0有効期脹切れのETCカー ドは、使用できません。また開閉バーが開きま ©車戴器の付け替え、車両ナンバ ー変更時は再セットアップを

せん。 お手持ちのETC カードに記戟された 有効期殴をあらかじめご確 車戟器を他の車両に付け替える場合や、住所変更等により
認ください。 車両のナンパ ープレー トが変更になった場合など、再度のセット

ETCカ ー ドの保管上のご注意 アップ（車戟器への車両惰報の登録）が必要となります。
OETCカー ドを亨誼器に揮入したまま車内に放口すると、カー ドが忘温で変

形し、車戟器が正常に動作しなくなることがあります。 ◎車載器管理番号に関するお願い

◎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
O ETC車線を通行する際は、前車と十分な車間距離を取った上で、開閉

パーの手前で安全に停止できるよ う十分に減速し、開閉パーが開いたこ
とを確認して、ご通行ください。

※「ETC/一 般」混在レーン骰置料金所もありますので、前方車両にご注
意ください。

◎スマ ー ト IC の車線を通行する場合のご注意
0スマートICは、ETC 専用インターチェンジです。
〇運営時間、出入方向、及び対象車種等に制約がありますのでご注怠ください。
0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。

車裁器管理番号は、再セットアップする場合やETCの各種割引
サー ビスを受ける場合などに必要な番号です。車載器管理薔号は
お持ちの車戟器または車戟器のパッケージに記載されている19
桁の固有の番号です。なお、再セットアップ時は「CID(チェック
デイジット）番号」も必要となります。大切に保管してください。

◎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。

● ETC2.0 サ ー ビスを安全にご利用いただく ためのご注意

〇当社製品は四輪車専用です。二輪車には使用しないでください。●ETC20、 ETC それぞれのセットアップが必要です。●DSRC セットアップされた DSRC 車戯器または
ETC2.0 対応車戟器にて ETC2.0 サービスをご利用いただくためには、再セットアップ (ETC2.0 セットアップ）が必要です。●接続するカーナピゲーションシステムによって、受
けられる ETC2.0 サービスの種類が制約される場合があります。●ETC2.0 車載器でご利用料金の決済を行う際に、IC クレジットカードが必要になる場合があります。ETC カー

ドには、 ETC 専用とクレジット一体型のものがありますのでご注意ください。.ETC2.0 車載器はご利用するサーピス (ETC2.0/ETC) によって使用する IC カードが異なる場
合や、 サーピスの内容によっては IC カードがなくてもサービスが受けられる場合があります。●ETC2.0 サーピスで伎用するカード、 及び 内容の詳細につきましては、そのサービ
スを提供するサーピス会社にご確認くださいo ●ETC2.0 サービスは、 サービスを提供される場所によってサービスの内容が異なります。路側システムに設醤された表示器や音
声出力装置、 ETC2.0 車叡器と接続するカーナビゲーションシステム等から、 表示や音声案内がある温合は、その指示に従ってください。●ETC2.0 車穀器で ETC を利用す
る前には必ず ETC カードを挿入してください。●車両から離れる時には、 ETC2.0 車載器に ETC カードや IC カードは残さないでください。●同一車両に ETC 車載器と
ETC2.0 車戟岩を複数台取付けないでください。誤通信の原因になります。●EP-B016SRBW、EP-B016SRBD、EP-A015SB で ETC2.0 サービスを受けるためには必ず
ETC2.0 サービス対応の当社梨カーナピゲーシ手ンシステムと接続してご使用ください。

心注意

小警告

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明舌」と
「取付要領書」をお読みください。運転の妨げとなる場所や水、湿気、

ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。事故、火災、故障等の

原因となることがあります。

安全のため走行中、ドライバーは ETC2.0 車載器の操作はしないでく

ださい。 ETC レ ー ンご利用の際は、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。

［保証書に関するお願い］●高品には、保証書を添付しております。 ご購入の際は、必ず保証書をお受け取り頂き、必要事項が記戟されていることを確認頂いた上、保管ください。店名、ご購入期日のないものは、保証修理が受けられません。また、本保証言には必ず同梱の型番シールを
お貼りください。型番シールを貼っていない塩合、保証書は無効となります。

［取付上のご注意］●当社製品は、平成11年12月27日告示の道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号（運翰大臣または地方運輸局長が指定したもの）に対する運翰省告示弟八百二十号への適合性に対し、保安基準に適合する商品として、当該箇所への装藩に対し、車両検査の
対象品 として墓準を満たす商品であることを確認しています。当社製品は同梱の取付要領書•取扱説明書の指示通りに、正しく取付けされた場合に限り保安基準に適合いたします。取付要領書•取扱説明書の指示以外の取付け方や、その他の改造等を行ったときにその適合性を保証する
ものでは ありません。●車載器を他の車両に付け彗える場合や、車両のナンパープレートが変更になった塩合など、再セットアップが必要となります。●車両への車戴器の取付けは、必ず販売店／取付店（セットアップ店）等で行ってください。●車種、グレードによって、取付けが不可能な場合や、
取付けは可能でも安全のため適切でない場合があります。ご講入前に販売店にご相談ください。●アンテナは非防水ですので、車外に取付けないでください。●フロントガラス貼付型のアンテナを使用するETC2.0 車馘器の場合、フロントガラス上部にフィルムアンテナを装殖している車種につい
ては使用できない場合があります。詳しくは、販売店へご確認くださいo ●車種、グレードにより、フロントガラスが熱線反射ガラスの車両は、システムが橋能しない場合があります。詳しくは、販売店へご確認くださいo ●カード抜き忘れ機能の警告音が車載詳本体から出るため、取付場所によっては
聞こえにくい温合があります。●フロントガラス貼付型のアンテナを伎用するETC2.0 車載器のアンテナ部をフロントガラスに取付ける際は、ルームミラーの陰で運転者の視界の妨げにならない塩所に取付けてください。●ETC2.0 車戴器は、カーオーディオとの接続はできません。

［その他のご注意］●希望小売価格には、セットアップ費用、取付に要する費用 は含まれておりません。●仕様 及び 外観は、改良のため 予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
●希望小売価格は消費税別の価格となります。月9遠8%の消費税が発生致します。

［ご採胆に際ズのご注滋］●当社の責に帰すユができない事由がぅ生じた揖害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有撫を問わず特別の事情がう生じた損害、二次損害、畢故哺償、当社観品以外への損傷及びその他の業務に対する保証については、当社は責任を
負いかねます。

［新セキュリティ対応ETC車戟器/ETC2.0 車霰器に関するお知らせ］●ETC車輯器/ETC2.0 車叡器においてお客さまの決n情報を将来にわたり安全に保謹するため、セキ�リティ規格の変更を予定しています。新セキュリティ対応ETC車戟器/ETC2.0 車載器は将来実旅される
セキュリティ規格の変更に対応しています。当社ETC車載器は従来セキュリティ対応車載器です。

［商標について］●ETC は首都高速道路株式会社、叛神嵩速道路株式会社、東日本志速道路株式会社、中日本志速道路株式会社および西日本高速道路株式会社等の登録商標です。 ● II.I; コ ETC2.0 ロゴは一般財団法人 ITSサービス忘度化楓溝 (ITS-TEA) の登録高標です。

ETC2.0車載器/ETC車載器ウェブサイト www.MitsubishiElectric.co.j p/etc 

本カタログ掲載商品の希望小売価格には配送・設置調整・据付工事等に要する費用等は含まれておりません。

カタログ請求、製品の取扱い方法に 関 するお問い合わせ先

三菱電機カ ー インフォメ ー ションセンター

三菱電機株式会社

函0120-182710
9:00~17: 30 (土 ・日・ 祝日・ 弊社の休日は除く）

F-F01-6-C9768-D 本1803 DNP 2018年3月作成

〒100-8310 乗京都千代田区丸の内 2-7-3(束京ピル）
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本カタログ掲載商品の希望小売価格にはセットアップ•取付に要する費用等は含まれておりません。










