
症状と対応ページ

1. 両側のライトが不点灯（リレーあり）

2. 両側のライトが不点灯（リレーなし）

3. ⽚側のライトが不点灯（リレーあり）

4. ⽚側のライトが不点灯（リレーなし）

5. 両側のライトが点滅（リレーあり）

6. 両側のライトが点滅（リレーなし）

7. ⽚側のライトが点滅（リレーあり）

8. ⽚側のライトが点滅（リレーなし）

9. エンジンON時に点滅し、エンジンOFF時に点灯する

10. エンジンON時に点灯し、エンジンOFF時に点滅する

11. 点灯したライトがちらつく

12. 両側のライトが点灯しにくい（リレーあり）

13. 両側のライトが点灯しにくい（リレーなし）

14. ⽚側のライトが点灯しにくい（リレーあり）

15. ⽚側のライトが点灯しにくい（リレーなし）

16. 点灯したライトが短時間経過で消える

17. 点灯したライトが⻑時間経過で消える

18. 両側のライトが消えない（リレーあり）

19. 両側のライトが消えない（リレーなし）

20. ⽚側のライトが消えない（リレーあり）

21. ⽚側のライトが消えない（リレーなし）

22. 点灯したライトが左右⾊違い

23. Hi/Loスライド切替できない

24. 両側のライトの5段階切替ができない

25. ⽚側のライトの５段階切替ができない

26. ５段階切替のリモコンが表⺬されない

27. ５段階切替のリモコンが３段階表⺬になる

28. ハイビームインジケータが不点灯

29. その他動作不良



1. 両側のライトが不点灯（リレーあり）

ヒューズは正常か？
(リレー側ヒューズ、⾞両側ヒューズ)

リレープラス端⼦とバッテリープラス端⼦、接続OK?

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V?

リレーインバータ側カプラ12V?

YES

NO
ヒューズを交換してください

YES

正しく接続してください
NO

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

NO

YES

断線の可能性があります
リレーの配線を確認してください

NO

YES

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください

NO

バルブ点灯テストOK?

YES

リレーインバータ側カプラ　接続方向OK?

NO

YES

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

<バルブ単体チェック>

<ヒューズチェック>

<リレー・バッテリー接続チェック>

<⾞両電圧チェック>

<バッテリー・インバータ配線導通チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<インバータカプラ接続チェック>

取扱説明書に従い、正しい方向で接続してください

ライトスイッチON時
リレーインバータ側カプラのプラスとバッテリー側プラス

導通OK?



2. 両側のライトが不点灯（リレーなし）

⾞両側ヒューズは正常か?

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V?

NO
ヒューズを交換してください

YES

NO

YES

断線の可能性があります。配線を確認してください

NO

バルブ点灯テストOK?

YES

バルブインバータ側カプラ　接続方向OK? 取扱説明書に従い、正しい方向で接続してください

NO

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

<バルブ単体チェック>

<ヒューズチェック>

<⾞両電圧チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<インバータカプラ接続チェック>

バルブインバータ側カプラ12V?



3. ⽚側のライトが不点灯（リレーあり）

ライトスイッチON時、不点灯側の
リレーインバータ側カプラのプラスとバッテリー側プラス

導通OK？

ライトスイッチON時
不点灯側のリレーインバータ側カプラ12V?

YES

断線の可能性があります
リレーの配線を確認してください

NO

YES

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください

NO

不点灯側のリレーインバータ側カプラ　接続方向OK?

NO

YES

START

NO

⾞両側の問題と考えられます
⾞両側の状態を確認してください

NO

YES

バルブを左右⼊替えて症状が移動するか?

YES

YES

NO

バルブの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バラストを左右⼊替えて症状が移動するか?

バラストの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

NO

バッテリー性能低下、またはボディアースの抵抗値が
⾼い可能性があります
バッテリーの状態を確認いただくか、バッテリー側
マイナス端⼦に直接アース配線をしてください

<バルブ単体チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<不点灯側のみで点灯チェック>

<インバータカプラ接続チェック>

<バルブ左右⼊替チェック>

<バッテリー・インバータ配線導通チェック>

<バラスト左右⼊替チェック>

バルブ点灯テストOK? 装着前に必ず点灯テストを⾏ってください

取扱説明書に従い、正しい方向で接続してください

反対側(点灯している側)のバルブを取り外して
点灯するか?



4. ⽚側のライトが不点灯（リレーなし）

バルブ点灯テストOK?

不点灯側のバルブインバータ側カプラ　接続方向OK? 取扱説明書に従い、正しい方向で接続してください

NO

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

反対側(点灯している側)を取り外して点灯するか?
NO

バッテリー電圧低下、またはボディアースの抵抗値
が⾼い可能性があります
・バッテリーの状態を確認
・電圧安定リレーの取付
等の対応をしてください

YES

YES

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V？

YES

ライトスイッチON時、不点灯側の
バルブインバータ側カプラ12V?

断線の可能性があります。配線を確認してください
NO

NO

バルブを左右⼊替えて症状が移動するか?

YES

NO

バルブの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バラストを左右⼊替えて症状が移動するか?

バラストの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

NO

YES

<バルブ単体チェック>

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

<⾞両電圧チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<不点灯側のみで点灯チェック>

<インバータ・カプラ接続チェック>

<バルブ左右⼊替チェック> <バラスト左右⼊替チェック>

⾞両側の問題と考えられます
⾞両側の状態を確認してください



5. 両側のライトが点滅（リレーあり）

リレープラス端⼦とバッテリー側プラス端⼦
接続OK？

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V？

リレーインバータ側カプラ12V?

YES

YES

正しく接続してください
NO

NO

YES

NO

バルブ点灯テストOK?

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

ライトスイッチON時、バッテリー電圧は変動なく
安定しているか?

バッテリーを点検してください
NO

YES

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

<バルブ単体チェック>

<リレー・バッテリー接続チェック>

<⾞両電圧チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<バッテリー本体電圧チェック>

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください



6. 両側のライトが点滅（リレーなし）

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V?

ライトスイッチON時、バッテリー電圧は変動なく
安定しているか?

YES

NO

YES

バッテリーを点検してください
NO

バルブ点灯テストOK?

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

<バルブ単体チェック>

<⾞両電圧チェック>

<バッテリー本体電圧チェック>



7. ⽚側のライトが点滅（リレーあり）

点滅側のリレーインバータ側カプラ12V?

YES

NO

バルブ点灯テストOK?

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

バルブを左右⼊替えて症状が移動するか?

YES

NO

バルブの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バラストを左右⼊替えて症状が移動するか?

バラストの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

NO

ライトスイッチON時、バッテリー電圧は変動なく
安定しているか?

バッテリーを点検してください
NO

YES

<バルブ単体チェック>

<バルブ左右⼊替チェック>

<バラスト左右⼊替チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<バッテリー本体電圧チェック>

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください

⾞両側の問題と考えられます
⾞両側の状態を確認してください



8. ⽚側のライトが点滅（リレーなし）

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V？

YES

NO

YES

バルブ点灯テストOK?

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

バルブを左右⼊替えて症状が移動するか?

YES

NO

バルブの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バラストを左右⼊替えて症状が移動するか?

バラストの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

NO

YES

ライトスイッチON時、バッテリー電圧は変動なく
安定しているか?

バッテリーを点検してください
NO

<バルブ単体チェック>

<バルブ左右⼊替チェック> <バラスト左右⼊替チェック>

<バッテリー本体電圧チェック>

<⾞両電圧チェック>
バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

⾞両側の問題と考えられます
⾞両側の状態を確認してください



9. エンジンON時に点滅し、エンジンOFF時点灯する
（⾞両に取付けした状態でエンジン稼動時に点滅し、バッテリーのみで作動させたら点灯する）

YES

バルブ点灯テストOK?

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

　　⾞両とHIDキットの相性の問題などが考えられます
　　　・⾞両側の状態を確認
　　　・各種ワーニングキャンセラの取付
　　　　(ノイズ吸収、抵抗型、CANBUS対応)
　　等の対応をしてください

<バルブ単体チェック>



10. エンジンON時に点灯し、 エンジンOFF時に点滅する
（⾞両に取付けした状態でエンジン稼動時に点灯し、バッテリーのみで作動させたら点滅する）

YES

バルブ点灯テストOK?

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

　　　　　バッテリー性能低下の可能性があります
　　　　　　・バッテリーの電圧確認
　　　　　等の対応をしてください

<バルブ単体チェック>



11. 点灯したライトがちらつく

YES

点灯から⼀定時間経過しているか?
(90秒程度)

START

NO

電圧安定リレーを取付けているか？ 電圧安定リレーを取付けてください
NO

YES

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

<時間経過による安定チェック>

<リレーの有無>

HIDシステムの特性上、安定するまで⼀定時間かかります
点灯から⼀定時間経過後に確認してください



12. 両側のライトが点灯しにくい（リレーあり）

リレープラス端⼦とバッテリー側プラス接続OK？

YES

正しく接続してください
NO

NO

YES

NO

YES

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください

NO

バルブ点灯テストOK?

YES

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

<バルブ単体チェック>

<⾞両電圧チェック>

<リレー・バッテリー接続チェック>

<バッテリー・インバータ配線導通チェック
>

<インバータ側電圧チェック>

断線の可能性があります
リレーの配線を確認してください

リレーインバータ側カプラ12V?

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V？

ライトスイッチON時
リレーインバータ側カプラのプラスとバッテリー側プラス

導通OK？



13. 両側のライトが点灯しにくい（リレーなし）

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V？

バルブインバータ側カプラ12V?

NO

YES

断線の可能性があります。配線を確認してくださいNO

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

<バルブ単体チェック>

<⾞両電圧チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

バルブ点灯テストOK?



14. ⽚側のライトが点灯しにくい（リレーあり）

リレーインバータ側カプラ12V?

YES

断線の可能性があります
リレーの配線を確認してください

NO

YES

NO

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

⾞両側の問題と考えられます
⾞両側の状態を確認してください

反対側(点灯している側)を取り外して、点灯するか?
NO

YES

YES

NO

バルブの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バラストを左右⼊替えて症状が移動するか?

バラストの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

NO

バッテリー電圧低下、またはボディアースの抵抗値
が⾼い可能性があります
・バッテリーの状態を確認
・電圧安定リレーの取付
等の対応をしてください

<リレー・バッテリー配線導通チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<バルブ左右⼊替チェック> <バラスト左右⼊替チェック>

<不点灯側のみで点灯チェック>

<バルブ単体チェック>

ライトスイッチON時
リレーインバータ側カプラのプラスとバッテリー側プラス

導通OK？

バルブ点灯テストOK?

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください

バルブを左右⼊替えて症状が移動するか?



15. ⽚側のライトが点灯しにくい（リレーなし）

バルブ点灯テストOK?

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

反対側(点灯している側)を取り外して、点灯するか?
NO

バッテリー電圧低下、またはボディアースの抵抗値
が⾼い可能性があります
・バッテリーの状態を確認
・電圧安定リレーの取付
等の対応をしてください

YES

ライトスイッチON時、⾞両側コネクタ12V？

YES

バルブインバータ側カプラ12V? 断線の可能性があります。配線を確認してください
NO

NO

⾞両側の問題と考えられます
⾞両側の状態を確認してください

バルブを左右⼊替えて症状が移動するか?

YES

NO

バルブの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バラストを左右⼊替えて症状が移動するか?

バラストの故障と考えられます
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

NO

YES

<バルブ単体チェック>

<⾞両電圧チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<バルブ左右⼊替チェック> <バラスト左右⼊替チェック>

<不点灯側のみで点灯チェック>

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください



16. 点灯したライトが短時間経過で消える

点灯→消灯したままの状態で
⾞両側コネクタ12V?

YES

NO

断線の可能性があります
リレーの配線を確認してください

NO

YES

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください

NO

バルブ点灯テストOK?

YES

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

⼀旦ライトスイッチOFFし、⼀定時間経過後
再度ライトスイッチONで点灯するか?

YES

⼀時的な現象と思われます
そのまま様⼦をみてください

NO

・ライトが点灯した状態でエンジン始動を⾏った場合等、急激な電圧降下により、インバータの
　保護回路が働き、ライトが消灯することがあります。
　ヘッドライトスイッチを⼀旦OFFにし、数秒間間隔をあけてから再点灯してください。

・ヘッドライトスイッチで点灯/消灯を短い時間で繰り返すとインバータの保護回路が作動して点灯
　しなくなることがあります。数秒間間隔をあけてから再点灯を⾏ってください。

・頻繁にパッシングを⾏うなどハイ・ロー切替を連続して⾏わないでください。
　コントローラが発熱し動作不良の原因となります。

・信号待ちなどで点灯/消灯を頻繁に⾏わないでください。寿命が短くなる原因となります。

性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

<バルブ単体チェック>

<⾞両電圧チェック>

<バッテリー・インバータ配線導通チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<⼀定時間経過後、再点灯チェック>

ライトスイッチON時
インバータ側カプラのプラスとバッテリー側プラス

導通OK？

インバータ側カプラ12V?



17. 点灯したライトが⻑時間経過で消える

YES

NO

断線の可能性があります
リレーの配線を確認してください

NO

YES

NO

バルブ点灯テストOK?

YES

YES

START

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

⼀旦ライトスイッチOFFし、⼀定時間経過後
再度ライトスイッチONで点灯するか?

YES

発熱によりインバータ、または⾞両側コンピュータの保護回路
が作動している可能性があります
インバータの取付け位置、取付け方法を確認してください

NO

<バルブ単体チェック>

<⾞両電圧チェック>

<バッテリー・インバータ配線導通チェック>

<インバータ供給電圧チェック>

<⼀定時間経過後、再点灯チェック>

点灯→消灯したままの状態で
⾞両側コネクタ12V?

バッテリー性能低下、断線などが考えられます
・バッテリーの状態を確認
・⾞両側の状態を確認
　(⼀旦、ハロゲン球に戻して点灯確認)
等の対応をしてください

インバータ側カプラ12V?

ライトスイッチON時
インバータ側カプラのプラスとバッテリー側プラス

導通OK？

アース不良の可能性があります
アース接続箇所とアース配線を確認してください

・ライトが点灯した状態でエンジン始動を⾏った場合等、急激な電圧降下により、インバータの
　保護回路が働き、ライトが消灯することがあります。
　ヘッドライトスイッチを⼀旦OFFにし、数秒間間隔をあけてから再点灯してください。

・ヘッドライトスイッチで点灯/消灯を短い時間で繰り返すとインバータの保護回路が作動して点灯
　しなくなることがあります。数秒間間隔をあけてから再点灯を⾏ってください。

・頻繁にパッシングを⾏うなどハイ・ロー切替を連続して⾏わないでください。
　コントローラが発熱し動作不良の原因となります。

・信号待ちなどで点灯/消灯を頻繁に⾏わないでください。寿命が短くなる原因となります。



18. 両側のライトが消えない（リレーあり）

ライトスイッチOFF時、⾞両側コネクタ12V?

YES

YES

START

ライトスイッチOFFが正常に作動していない可能性があります
⾞両側を確認してください

NO

リレー動作不良の可能性があります
リレーを交換してください

・オートライト⾞の場合、オートライト機能が作動し、ライトが自動点灯しているケースもありますので、
　ご確認ください

<⾞両電圧チェック>



19. 両側のライトが消えない（リレーなし）

⾞両側の問題の可能性があります
⾞両側を確認してください

・オートライト⾞の場合、オートライト機能が作動し、ライトが自動点灯しているケースもありますので
　ご確認ください



20. ⽚側のライトが消えない（リレーあり)

リレー動作不良の可能性があります
リレーを交換してください

・オートライト⾞の場合、オートライト機能が作動し、ライトが自動点灯しているケースもありますので、
　ご確認ください



21. ⽚側のライトが消えない（リレーなし）

⾞両側の問題の可能性があります
⾞両側を確認してください

・オートライト⾞の場合、オートライト機能が作動し、ライトが自動点灯しているケースもありますので
　ご確認ください



22. 点灯したライトが左右⾊違い

YES

点灯から⼀定時間経過?
(5分程度)

START

HIDシステムの特性上、安定するまで⼀定時間かかります
点灯から⼀定時間経過後に確認してください

NO

左右のヘッドライトユニットの状態は同じか?
・ヘッドライト前⾯カバー
・ヘッドライトリフレクタ

ヘッドライトユニットの状態を合わせてください
NO

YES

お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

バルブ点灯テストOK?

YES

装着前に必ず点灯テストを⾏ってください
NO

バルブガラス管は汚れはないか?
NO

YES

バルブガラス管が⾞両の油や⼿の脂などで汚れている可能性があります
バルブを冷却後、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください

<バルブ単体チェック>

<ヘッドライトユニット状態チェック>

<⼀定時間経過、安定後チェック>

<バルブガラス管汚れチェック>



23. Hi/Loスライド切替できない

YES

ハロゲンランプに戻して切替ができるか?

START

NO

⾞両側の問題の可能性があります
⾞両側を確認してください

確実に接続してください
NO

YES

NO

バルブ本体の故障の可能性があります
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

バルブ本体の故障の可能性があります
お⼿数ですが、弊社までご連絡ください

YES

正しく取付を⾏ってください
NO

バルブ本体をヘッドライトユニットから取り外した状態で
切替ができるか?

・バルブの取付が切り替えに影響を与えていないか?

YES

NO

バルブ本体は正常で、取付けに問題がある可能性があります
取付け状態を確認してください

YES

リレー故障の可能性があります
リレーを交換してください

NO

<原状復帰で点灯チェック>

<バルブ取付け状態チェック>

<リレー・バルブ接続チェック>

<バルブガラス管スライド動作チェック>

<バルブ本体配線チェック>

<左右⼊替チェック>

リレーとバルブの接続は問題ないか?
・カプラが"カチッ"と⾳がするまで接続されているか?

　　　　　　　　⼿動でバルブのガラス管がスライドするか?
　　　注)バルブを取り外し、冷却してからガラス管を軽く押さえてください
　　　　ガラス管は素⼿で直接さわらないでください

症状が⽚側の場合、左右のバルブを⼊替えると
症状が移動するか?

　　　　　　バルブ本体の配線は問題はないか？
　　　　　　　・配線に圧⼒が加わり曲がっていないか？
　　　　　　　・配線が突っ張っていないか？
　　　　　　　・配線が何かに挟まれていないか？



24. 両側のライトの５段階切替ができない

YES

⼀定時間経過後(90秒程度)経過したか?

START

NO

確実に接続してください
NO

YES

⽚方のインバータから切替リモコンを取り外し
切替ができるか?

NO

切替リモコン故障の可能性があります
切替リモコンを交換してください

YES

インバータの特性上
点灯直後は切替ができないことがあります
⼀定時間経過後、切替を⾏ってください

インバータ故障の可能性があります
インバータを交換してください

取り外しを逆にして切替ができるか?

インバータ故障の可能性があります
インバータを交換してください

NO

YES

<⼀定時間経過、安定後チェック>

<バルブガラス管汚れチェック>

<インバータ・リモコン接続チェック>

<インバータ・リモコン　原因切り分け>

インバータと切替リモコンの接続は問題ないか?
・カプラが"カチッ"と⾳がするまで接続されているか?



25. ⽚側のライトの５段階切替ができない

YES

⼀定時間経過後(90秒程度)経過したか?

START

NO

切替リモコンを左右⼊替えて切替ができるか?
NO

インバータ故障の可能性があります
インバータを交換してください

YES

インバータの特性上
点灯直後は切替ができないことがあります
⼀定時間経過後、切替を⾏ってください

切替リモコン故障の可能性があります
切替リモコンを交換してください

<⼀定時間経過、安定後チェック>

<インバータ・リモコン　原因切り分け>



26. ５段階切替のリモコンが表⺬されない

YES

表⺬はされないが、切替はできるか_?

START

NO
インバータとリモコンの接続を確認してください

切替リモコン故障の可能性があります
切替リモコンを交換してください

<リモコン機能チェック>



27. ５段階切替のリモコンが３段階表⺬になる

⼀旦ライトスイッチをOFFにし、リモコン上部の"M"ボタンを押しながら
ライトスイッチをONにしてください



28. ハイビームインジケータが不点灯

ハイビームインジケータアダプタ(キャンセラ)を取付けてください



29. その他動作不良

１．⾞両とHIDシステムの相性の問題などが考えられます
　　・⾞両側の状態を確認
　　・各種ワーニングキャンセラの取付
　　　(ノイズ吸収、抵抗型、CANBUS対応)
　　等の対応をしてください

２．取付時のバッテリー脱着、および各種配線の脱着が原因で、警告灯が解除されない状態に
　　なっている可能性があります。
　　お⼿数ですが、取付専門業者様にて⾞両の状態をご確認ください

　・ラジオにノイズが⼊る
　・オーディオ、カーナビが正常に動作しない
　・各種警告灯が点灯しっぱなしになる
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