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はじめに

車とその取り扱い方法は、各自動車メーカーの、お客様に対しての安
全と快適な生活に関する、不断の研究開発の結果として生み出されたも
のです。
弊社の製品は、このような車に、更なる性能や利便性を付加すること

が出来ると考えております。
弊社もまた、お客様に製品を安全にかつ快適にお使い頂くために、不

断の努力をしておりますが、製品の持つ特性上、その性能や利便性と引
き替えに、自動車メーカーの提供する安全が、確保出来なくなる場合が
あります。その様な場合に必要な、安全に対する配慮と判断は、すべて
お客様ご自身の責任でお考え頂かなくてはなりません。
お客様の車と弊社の製品を、安全にかつ快適にお使い頂くためにも、

製品を取り付ける車の取扱説明書を合わせて、よくお読みになり、十分
に理解された上でお使いください。

この度は、グレッディ フルオートタイマーⅡをお買上げくださいまして
誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、フルオートタイマーⅡを初めてお使い頂く方はもちろ
ん、すでに、お使いになられた経験をお持ちの方にも、知識や経験を再認識
する上でお役に立つものと考えております。
この取扱説明書をよくお読みになり、十分内容を理解された上で実際にお
取り扱いくださいますようお願い申し上げます。
また、この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように車内に保管さ
れることをお勧め致します。

◆お客様と製品とのかかわり合い◆ 必ずお読みください

高高回回転転、、高高負負荷荷走走行行直直後後ははエエンンジジンン内内部部及及びび、、タターーボボチチャャーージジャャはは非非常常にに高高

温温でですす。。

ググレレッッテティィ フフルルオオーートトタタイイママーーⅡⅡははアアフフタターーアアイイドドリリンンググをを最最適適なな時時間間維維

持持しし、、オオイイルルをを循循環環ささせせエエンンジジンン各各部部をを冷冷却却ししまますす。。そそれれにによよりり軸軸受受けけのの焼焼

きき付付ききやや寿寿命命のの短短縮縮かかららエエンンジジンンをを守守りりまますす。。

◎◎アアフフタターーアアイイドドリリンンググのの必必要要性性◎◎
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この取扱説明書、ならびに、取り付ける車両の取扱説明書に示されている
安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分に理解された上でお使いく
ださい。
また、この取扱説明書に書かれていない取り扱いをされる場合に必要な、
安全に対する配慮は、すべてお客様ご自身の責任でお考え頂くことになりま
す。
この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然
に防ぎ、本製品を安全にお使い頂くために、守って頂きたい事項を示してい
ます。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくお読みに
なり、十分に理解された上でお使いください。

製製品品をを安安全全ににおお使使いい頂頂くくににはは、、正正ししいい取取りり付付けけとと正正ししいい操操作作がが不不可可欠欠でですす。。

安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読みください
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取り付け車両を扱う場合は、取り付け車両付属の取扱説明書をよく
お読みの上、正しく安全に運転、管理してください。自動車は誤っ
た扱い方をすると、思わぬ人身事故等を引き起こす恐れがあります。
必ず自動車の下に燃えやすい物がないことを確認してから、停車、
駐車してください。自動車の排気部分は高温になり、エンジンを動
かしたまま枯れ草などの燃えやすい物の上に停車や駐車すると、火
災の危険があります。
必要な時以外は、必ずエンジンを停止してください。マフラーのテ
ールパイプからは、有毒な成分が含まれた排気ガスが排出され、締
め切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化
炭素中毒の危険があります。「作動チェック」を行う際、エンジンを
動かす時は、屋外、又は窓を開け、換気扇などを回し、新鮮な外気
を取り入れられる場所で作業してください。
車の中で休憩や仮眠をとる時は、必ずエンジンを停止してください。
エンジンが動いたまま停車、又は駐車して、休憩や仮眠をとると、
排気ガスによる一酸化炭素中毒を引き起こす危険があります。
本製品の取り付け・配線作業は、専門の教育を受けた整備士が行う
べき作業です。専門外の方が作業されると、けがや火傷の可能性が
あり危険です。
取り付け箇所・取り付け方法は慎重に検討し、絶対に脱落しないよ
うにしてください。誤った取り付け箇所・取り付け方法は、脱落を
招き、運転の妨げになる可能性があり、大変危険です。
事故防止のためにも、安全回路ハーネスを、必ず接続してください。
タイマー作動中に、誤って車両を発進させると、事故を起こす可能
性があり、大変危険です。
ハンダゴテ・ニッパー等の工具を使用する場合は、工具付属の取扱
説明書をよくお読みの上、注意事項等を守り、正しくお使いくださ
い。これらの工具は、誤った使い方をすると、けが、火傷等を引き
起こす恐れがあります。

警　告

安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読みください
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作業終了後は必ず、運転席の足元に何もないことを確認してくださ
い。運転席の足元に空き缶や使用した工具などがあると、ブレーキ
ペダルの下にはさまり、ブレーキ操作が出来なくなるなどの恐れが
あり、大変危険です。
運転中は絶対にフルオートタイマーの操作をしないでください。
前方への注意力が散漫になり、思わぬ人身・物損事故等を引き起こ
す恐れがあります。
車両を発進させる時は、必ず周りに何もない事を確認してください。
不用意に発進させると、思わぬ人身、物損の事故等を引き起こす恐
れがあります。
フルオートタイマーを取り付けた車両を、他の人に貸し出し、また
は譲渡する場合は、必ずフルオートタイマーが取り付けられている
ことを知らせ、この取扱説明書と保証書も、必ず渡してください。

安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読みください

誤配線には十分ご注意ください。本製品だけでなく取り付けた車両
の電装系等まで破損させる恐れがあります。
誤配線を防ぎ、スムーズ且つ確実な配線作業を行うため、別売の車
種別専用ハーネスの使用をお勧め致します。
本製品を絶対に分解、改造はしないでください。ケース破損や故障
の原因となるだけでなく、保証の対象外となります。
配線作業を行う際は、必ずキーシリンダーからキーを抜き、バッテ
リーのマイナス端子を外してください。配線作業中に工具等に電流
が流れ、ショートすると大変危険です。
バッテリーのマイナス端子を外すと、メモリー機能を持った時計、
オーディオ類、ナビゲーションシステム、および電動シートなど、
記憶内容が消去される物があります。作業前に、車両、及び各製品
の取扱説明書で確認した上で、作業を始めてください。作業終了後、
それぞれの取扱説明書にしたがって、設定し直してください。
表示部を見つめ過ぎると気分が悪くなる場合がありますので十分注
意してください。

注　意
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安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読みください

・本製品でアフターアイドリングさせる場合は、ヘッドライトスイッチ
等のキーを抜いた状態でも機能する装置は、必ずスイッチをOFFにし
てください。バッテリ上がり等の原因になります
・本製品は、精密機器の為、落としたり強い衝撃を与えたりしないでく
ださい。
・本製品をお買上げ後、9ページのパーツが全て揃っていることをご確
認ください。
・新品をお買上げの時点で、保証書の製品番号とタイマー本体付属の製
品番号が異なっている場合は、お手数ですがお買上げ店、又は弊社ま
でご連絡ください。
・本製品のお手入れの際は、乾いた布で拭いてください。汚れのひどい
場合には、少量の水をつけ固く絞った布で拭いてください。ベンジ
ン・シンナー類を使用すると、ケースや塗装が変質しますので絶対に
使用しないでください。
・本製品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。
・本製品に関するご不明な点などがございましたら、弊社までお問い合
わせください。（住所・電話番号は9ページに記載。）
・本製品の取り付けには、車両の内外装、および電装系の加工、取り外
し等の作業がともないます。当社は、これらの作業による物的損害の
責任を、負うことは出来ませんので、慎重に作業を進めてください。

お願い

・イモビライザ－（盗難防止装置）、キーレスシステム装備車には取り　
付け出来ません。（一部車種を除く）
・エンジン始動スイッチがプッシュスタート式の車両には、取り付け
できません。
・オートチルトステアリング装着車に本製品を取り付けた場合、カウン
トダウン作動中、この機能は使用できなくなります。
・車種により車速信号が出ていない為、「車速信号による安全回路」を
接続できない場合がございます。

重　要
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本製品の特徴

◎本製品は12Vバッテリー搭載の国産車に使用できます。

◎ディスプレイユニットと、センターユニットのセパレートタイプとす
ることで、自由度の高い取り付けを実現しました。

◎プリセット機能
任意のアフターアイドル時間を設定可能。あらかじめ２つのアフター
アイドル時間を設定しておくことが出来ます。
※0秒から10分00秒まで、10秒単位で設定が可能。

◎オートタイマー機能
車速または回転による走行状況に応じて最適なアフターアイドル時間
を自動算出します。
カウントダウンタイムの増加割合はHi、Loの２種類から選択できます。
※最低アイドリング時間（ミニマム値）は任意に設定可能。

◎車速表示
車速をリアルタイムに表示し、ピーク値の記憶が可能。

◎バッテリ－電圧表示
バッテリー電圧をリアルタイムに表示し、ピーク値の記憶が可能。

◎時刻表示
現在時刻を設定及び、表示可能。

◎二重の安全回路搭載（車速信号配線、パーキングブレーキ配線）
アフターアイドリング中の不意な車両発進等の事故を未然に防ぐ事が
できます。

◎不揮発性メモリーを採用
バッテリーを外したり、本体を外しても、各設定は保持されます。
※時刻表示機能は除く。

本製品の特徴
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上記部品・個数に相違がある場合は、必ず装着前にお買上げ店、または弊社
までご連絡ください。（住所・電話番号は下記に記載。）

    センターユニット　1個 　 　 電源ハーネス　1本
（長さ0.5m、アース線1m）

安全回路ハーネス　1本
　 　 （長さ1.5m）

スプライス　2個 本体取り付け用両面テープ　1枚

タイラップ　2本

取扱説明書（本書）　1部 保証書　1部

ディスプレイユニット　1個

プライバシーシート　1枚

その他、各項目ごとに注意事項を掲載しておりますので必ずお読みください。

株式会社トラスト　本社
〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL.0479（77）3000
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1.取り付け方法

配線作業を行う時には、必ずキーシリンダーからキーを抜き、バッ
テリーのマイナス端子を外してください。配線作業中、工具等に電
流が流れると、ショートし大変危険です。
本体は、湿気やほこりの多いカーペット下、直射日光のあたるダッ
シュボード上や高温になるヒーターの吹き出し口、エンジンルーム
などには取り付けないでください。内部ショートやケースの変形等
の原因となります。
必ず、配線方法をよくお読みになり理解された上で、配線してくだ
さい。誤配線は、本製品だけでなく取り付け車両の電装系等まで破
損させる原因となります。
ババッッテテリリーー交交換換のの際際やや、、ババッッテテリリーー上上ががりりででブブーーススタターーケケーーブブルルをを
使使用用すするる場場合合はは、、必必ずずタタイイママーー本本体体をを取取りり外外ししててくくだだささいい。。
タタイイママーーのの回回路路にに負負荷荷ががかかかかりり、、故故障障すするる恐恐れれががあありりまますす。。

注　意

取り付け前に、次の注意事項をよくお読みの上、作業を始めてください。

取り付け方法は慎重に検討し、視界の妨げにならないように、また
絶対に脱落しないように取り付けてください。誤った取り付け方法
は、運転操作の妨げになる可能性があり、大変危険です。
エアバック等の上に、本製品を取り付けないでください。エアバッ
ク作動時に外れ飛び、ケガや事故を引き起こす原因となり大変危険
です。
このフルオートタイマーは基本的にパーキングブレーキスイッチに
接続しなければなりません。事故防止の為にも、安全回路ハーネス
を必ず接続してください。タイマー作動中に誤って車両を発進させ
ると、事故を起す可能性があり大変危険です。

警　告

1-1.取り付け前に・・・
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・取り付け作業が終了しましたら、本取扱説明書は保証書と合わせて、
必ずお客様に返却してください。

作業者の方へお願い

1.取り付け方法

・取り付けの際、車種は限定されますが、別売のフルオートタイマー車
種別専用ハーネスをご使用されることをお勧めします。
※車種別専用ハーネスが用意されていない車種に取り付けの際は、お買
上げになった販売店または弊社にご相談ください。
・確実な配線を行う為には、付属のスプライスまたはハンダ付けで行う
事をお勧め致します。
※配線箇所は必ず収縮チューブまたは絶縁テープを巻いてください。

お願い

・本製品の取り付け車両を他人に貸し出し、譲渡する場合は、必ず本製
品が取り付けられている事を知らせ、本取扱説明書と保証書を合わせ
て、必ず渡してください。

使用者の方へお願い
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1-2.スプライスの使い方（ハンダ付けの方法）

配線作業を行う時には、必ずキーシリンダからキーを抜き、バッテ
リーのマイナス端子を外してください。

注　意

1.取り付け方法

1.電工ペンチ又はワイヤーストリッパー

等を使用し、配線の被覆を剥く。

2.剥いた配線を巻き付け、スプライス

をセットする。

※ハンダ付けの場合、スプライスは不要。

3.スプライスは電工ペンチを使用し確実

にかしめる。

※ハンダ付けの場合は、ハンダコテで熱

し、ハンダを浸透させる

4.ビニールテープ等で確実に絶縁する。

※収縮チューブを使用する場合、あらか

じめ配線に通しておきます。
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①バッテリマイナス端子を外し、キーシリンダーから出ているコネクターを　
抜きます。
②車種別専用ハーネス（別売）を接続します。
③電源ハーネスと車種別専用ハーネスを3極カプラーで接続します。
④電源ハーネスのアース線（黒線）を車両の金属部分に確実に固定します。

・アース不良は、誤作動の原因となりますので、ボディアースする場合　
は、未塗装の金属部分に固定してください。
※その他ボディの金属部分に取り付ける場合、紙やすり等で塗装、錆、
汚れをよく落としてください。

1-3.車種別専用ハーネス（別売）を使用する場合

1.取り付け方法

お願い
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キースイッチへの配線はP16参照

①キーシリンダーから出ているコネクターを抜きます。
②バッテリーマイナス端子を外し、電源ハーネスの赤線、緑線、青線を確
実にハンダ付けします。
※キースイッチへの配線方法はP15を参照してください。
③ハンダ付けした部分を絶縁します。
④電源ハーネスのアース線（黒線）を車両の金属部分に確実に固定します。
⑤抜いたコネクターを接続します。

1-4.車種別専用ハーネスを使用しない場合

1.取り付け方法

・アース不良は、誤作動の原因となりますので、ボディアースする場合　
は、未塗装の金属部分に固定してください。
※その他ボディの金属部分に取り付ける場合、紙やすり等で塗装、錆、
汚れをよく落としてください。

お願い
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1-5.キースイッチへの配線方法

※OONN配配線線がが22つつああるる車車種種はは、、SSTTAARRTTEERRでで電電圧圧がが低低下下ししなないい方方にに緑緑線線、、もも

うう一一方方にに青青線線をを接接続続しし、、AACCCCににはは接接続続ししなないいででくくだだささいい。。

1.取り付け方法

・キーシリンダから出ている配線は

一般的に、

12V（常時電源）

ON（イグニッション電源）

ACC（アクセサリー電源）

ST（スターター電源）

の4系統の配線で構成されています。

※車種によりON配線が2本ある場合が

あります。

●配線方法●
①上の図を参考に、テスターで電圧を確認した上でバッテリーマイナス端

子を外します。

②電源ハーネスの3極カプラー側をカプラーの根元で切断します。

③12V（常時電源）の線に赤赤線線、ON（イグニッション電源）の線に緑緑線線、

ACC（アクセサリー電源）の線に青青線線をハンダ付けします。

※収縮チューブまたはビニールテープ等で確実に絶縁します。

④車両の確実にアースが取れる場所（車両配線アース部分等）に黒黒線線を共

締めし、固定してください。
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1-6.安全回路ハーネスの配線方法（パーキングブレーキ線）

1.取り付け方法

アフターアイドリング中、誤ってキーを外したまま車両を発進さ

せてしまうとハンドルロックがかかり、思わぬ事故を引き起こす

恐れがあります。安全回路はこのような事故を未然に防ぎます。

なぜ安全回路が必要なのか？

●パーキングブレーキ線への配線方法●
①取り付け車両のサイドブレーキレバーやペダルの付け根を確認し、パー
キングブレーキスイッチから出ている配線を見つけます。
※必要であれば内装を外します。

②右図を参考に、テスターにて配線を確認します。
◎スイッチの配線が1本の場合は、
パーキングブレーキを
・引いている時に 00VV
・解除している時に 1122VV
となることをテスターで確認します。
◎スイッチの配線が2本以上の場合は、
パーキングブレーキを
・引いている時に　　　　 00VV
・解除している時に　　　 1122VV
となる線をテスターにて探します。

③安全回路ハーネスの茶茶線線を運転の妨げにならないように、パーキング
ブレーキスイッチまで導きます。
※可動部への巻き込みによる断線にご注意ください。

④バッテリマイナス端子を外し、パーキングブレーキ配線に付属のスプラ
イス、またはハンダ付けにて、安全回路ハーネス（茶線）を接続します。
※収縮チューブまたはビニールテープ等で確実に絶縁します。

⑤内装を元の通りに取り付けます。

安全回路ハーネス（茶線）

センターユニットへ

DC V

テスター

ボディ等へ
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1-7.安全回路ハーネスの配線方法（車速線）

1.取り付け方法

コンピューターの配線をする際は、車載信号位置図の■の位置をよ
く確認してください。誤配線は本体破損や誤動作の原因となります。
もし、安全回路（車速信号）の配線が、取り付け出来ない場合は、
必ずビニールテープなどで絶縁処理をしてください。そのままにし
ますと、本体誤作動等の原因となる可能性があります。

注　意

車両に車速信号が無い場合、安全回路の配線を接続出来ない場合があり
ます。

重 要

●車速線への配線方法●

①「11.車種別車速信号位置図」を参考に、取り付け車両が、車速信号の取
り出し可能な車種である事を確認します。

②「10.車種別ECU位置図」を参考にコンピューターユニットを見つけま
す。
※必要であれば内装を外します
③「11.車種別車速信号位置図」を参考に、カプラーの数、形状、ピン数が
同じか確認します。
カカププララーー図図はは、、車車両両ハハーーネネスス側側かかららココンンピピュューータターーユユニニッットトにに向向かかっってて
見見たた図図でですす。。

④バッテリーマイナス端子を外し、車速信号位置図の■の位置から出てい
る配線に、付属のスプライスまたはハンダ付けにて安全回路ハーネスの
紫紫線線を接続します。

※収縮チューブまたはビニールテープ等で確実に絶縁します。

⑤取り外したカバー類を、元の通りに取り付けます。
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ECU

●シフトロック解除アダプターの接続●
1988年6月以降のシフトロック機能装着のニッサンA/T車では、ターボタイ
マーを取り付けるとターボタイマーによるアフターアイドリング中は、キー
が抜けなくなります（R33スカイライン・S14シルビア・W30ラルゴを除く）。
これらの車種に対しては、汎用のシフトロック解除アダプターをご使用くだ
さい。
①シフトロック解除アダプターを取り付けます。（取り付け方法は、シフトロ
ック解除アダプター付属の取扱説明書をお読みください。）
②配線簡略図を参考に、シフトロック解除アダプターから出ているギボシ線
と本体の灰線を接続します。

シフトロック解除アダプターを使用するとDレンジでもキーが抜け
る可能性がある為、大変危険です。その為、シフトロック解除アダ
プターの取扱説明書をよくお読みになった上で使用してください。

警　告

1-8.シフトロック解除アダプター用接続線への配線方法

1.取り付け方法　※一部の車両のみ



19

●ディスプレイユニット及び
センターユニット本体の取り付け方法●

①ディスプレイユニット、センターユニットの固定位置、配線の取り回しを
検討します。

②各配線を接続し、付属のタイラップ等で運転の妨げとならないよう配線を
固定します。
※可動部への巻き込みによる断線にご注意ください。

③両面テープを貼る面のよごれ、油分を中性洗剤などでよく拭き取り、付属
の両面テープ等でディスプレイユニット及び、センターユニットを固定し
ます。
※油分拭き取りの際、有機溶剤などは使用しないでください。内装の変色、
変形、剥がれの原因となります。

④20ページを参照し、電源ハーネス、安全回路ハーネス、ディスプレイ
ユニット接続ハーネスのコネクタをセンターユニットに接続します。

⑤再度、運転に支障が無いか、全ての配線に間違いや付け忘れが無いか確
認の上、バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

取り付け箇所・取り付け方法は慎重に検討し、視界の妨げにならな
いように、また絶対に脱落しないように取り付けてください。誤っ
た取り付け箇所・取り付け方法は、脱落を招き、運転操作の妨げに
なり大変危険です。
エアバック等の上に本製品を取り付けないでください。エアバック
作動時に外れ飛び、ケガや事故を引き起こす原因となり大変危険で
す。

警　告

1-9.本体の固定方法

1.取り付け方法
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1.取り付け方法

アダプター用
　　接続線（灰線）

アース線（黒線）1m

4極カプラー

電源ハーネス　0.5m

3極カプラー

3ピンコネクター 安全回路ハーネス　1.5m

車種別専用ハーネスを使用しない場合は
キースイッチへ直接配線（P14参照）

センターユニット

ディスプレイユニット
ECU

車速信号接続線（紫線）

パーキング
　ブレーキ接続線（茶線）

ディスプレイユニット
　　　　接続ハーネス　1m

ディスプレイユニット接続ハーネスの
コネクタをセンターユニットに接続

※一部車両のみ

1-10.全体配線図
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必ずお読みください

以上で、全ての取り付け作業は終了です。

作業終了後は必ず運転席の足元に何もないことを確認してくださ
い。運転席の足元に空き缶や使用した工具などがあると、ブレーキ
ペダルの下にはさまり、ブレーキ操作が出来なくなる恐れがあり、
大変危険です。

警　告

1-11.取り付けの最終仕上げ

◎各配線に間違いはありませんか？（20ページ参照）
◎タイマー本体が運転の妨げにならないように、確実に固定されています
か？
◎取り付けた配線が、運転操作の妨げにならないように、付属のタイラッ
プ等によりきちんとまとめられていますか？
◎本製品を取り付けの際に取り外した、内装、コネクタ類が元通りに戻さ
れていますか？

走走行行前前にに以以下下のの項項目目ををももうう一一度度確確認認ししててくくだだささいい。。

1.取り付け方法

◎以降の操作説明をよくお読みになり、十分理解された上で、

37～39ページの「6.動作チェック」を行ってください。

上記の内容が確認できましたら、バッテリーマイナス端子を取り付けます。
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2.各部の名称と機能

　各種モードへの切り替え時に使用します。

　カウントダウンタイム等の各種設定や数値変更及び
　ピーク値クリア時に使用します。
アフターアイドリング中に押すと、カウントダウン
タイムを追加することができます。

電源ハーネス接続カプラー
（４極カプラー）

安全回路ハーネス接続コネクター
（３ピンコネクター）

シフトロック解除アダプター接続線

センターユニット

電源のON/OFF、表示モードと設定モードの切り替え時に使用します。
アフターアイドリング中に押すと、カウントダウンを中止し、エンジンを
停止することができます。（出荷時電源OFF）

ディスプレイユニット

ディスプレイユニット接続ハーネス

TIMEボタン（以下Tボタンと称す）

SELECTボタン（以下Sボタンと称す）

POWERボタン（以下Pボタンと称す）
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3.モード全体図

表示モード

P24参照

P24参照

P25～26参照

P28参照

P29参照

P30参照

P31参照

P32参照

P33参照

P34参照

P35参照

（出荷時）

（校正）

P36参照

バックライト設定

◎本製品はボタン長押し等の切り替え操作があります。

以下のモード全体図をご参照ください。
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4.設定方法（表示モード）

◎プリセットでは、任意に設定した時間でカウントダウンを行います。カ
ウントダウンタイムは、0秒から10分00秒まで10秒単位で設定できます。
Pー１、Pー2には、あらかじめ2種類のカウントダウンタイムを設定し
ておくことができます。
※出荷時設定　Pー1 1分

Pー2 3分

①表示モードにて、SボタンでP－1、または
P－2を選択します。
※出荷時設定　Pー1 1’00”

Pー2 3’00”

②COUNT 1、またはCOUNT 2を表示し、２秒
後、現在のカウントダウンタイムを表示しま
す。
※※カカウウンントトダダウウンンタタイイムムをを表表示示ししたた時時点点ででそそのの
モモーードドででカカウウンントトダダウウンンをを行行ううここととがが確確定定しし
まますす。。

③Ｔボタンにてカウントダウンタイムの設定を
行います。
※Tボタンは１回押すごとに、10秒、押し続け
ると、30秒ずつ増えます。

④手を離してから3秒後に“ピー”と音が鳴り、
設定値が確定します。

※画面左下に、現在選択されているカウントモ
ードが表示されます。

TIMEを押す

TIMEを押す

現在選択されている
　カウントモードを表示。

プリセット1
◎ここではPー1を選択

カウントダウンタイム表示

2秒後

数値変更
◎ここでは2分に設定

3秒後
確定

“ピー”

4-1.プリセットモード

●カウントダウンタイムの設定方法●



25

4.設定方法（表示モード）

4-2.オートモード

エンジン回転数を使用したLoモード。
　 　 　 　 　（カウント増加割合：低）

エンジン回転数を使用したHiモード。
　 　 　 　 　（カウント増加割合：高）

車速を使用したLoモード。
（カウント増加割合：低）

車速を使用したHiモード。
（カウント増加割合：高）

「r－L」

「rーH」

「SーL」

「SーH」

◎オートでは、エンジン回転数（オルタネーターの回転数を使用）や車速　
から自動的にカウントダウンタイムを増減し、走行状況に応じた最適な
カウントダウンタイムを自動で算出します。

・Loモードは約3000rpm、Hiモードは約2000rpmからカウント値の増加が　
始まります。
※走行状況によりカウント時間は最大10分00秒まで自動で増減します。

・ミニマム値を設定することにより、最低でも設定された時間カウントダ
ウンを行います。（P26参照）
※ミニマム値は0秒～2分00秒まで設定できます。

・オートモードでのカウントダウンタイム増加割合は、下図の４種類あり、
使用状況や取付車両にあったモードを選択することができます。（P33参照）
※SーL、SーHを使用する場合、車速信号線（安全回路）を配線する必要があります。
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①表示モードにて、Sボタンでオートを選択し
ます。
※オート設定はP33ページを参照してください。

②COUNT A r－Lを表示し、２秒後、現在のミ
ニマム値を表示します。
※※ミミニニママムム値値をを表表示示ししたた時時点点ででそそののモモーードドででカカ
ウウンントトダダウウンンをを行行ううここととがが確確定定ししまますす。。

③Ｔボタンにてミニマム値の設定を行います。

※Tボタンは１回押すごとに、10秒、押し続け
ると、30秒ずつ増えます。
※出荷時設定　0’00”

④手を離してから3秒後に“ピー”と音が鳴り、
設定が確定します。

※画面左下に、現在選択されているカウントモ
ードが表示されます。

◎走行すると・・・
ミニマム値の設定値以上でカウントダウンタ
イムが増減します。

※ミニマム値はLo、Hi別々に設定できます。

TIMEを押す

現在選択されている
　カウントモードを表示。

オート
◎ここではrーLを選択

ミニマム値表示

数値変更
◎ここでは30秒に設定

3秒後
確定

走行すると・・・走行すると・・・走行すると・・・走行すると・・・

“ピー”

●オートモードでのミニマム値の設定方法●

4.設定方法（表示モード）
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4.設定方法（表示モード）

◎カウントモード確定後のモード切り替え（バッテリー電圧表示、車速表
示、時刻表時への切り替え）方法を説明します。

①表示モードにて、使用したいカウ
ントモードを選択します。

②カウントモードを表示し、2秒後
カウントダウンタイムを表示しま
す。

③カカウウンントトダダウウンンタタイイムムをを表表示示ししたた
時時点点ででそそののモモーードドででカカウウンントトダダウウ
ンンをを行行ううここととがが確確定定ししまますす。。

④使用するカウントモードを切り替
えたい場合は、使用したいカウン
トモードを選択し、2秒後カウン
トダウンタイムが表示され、確定
したことを確認してください。

⑤カウントモード確定後、表示を切
り替える場合は、カカウウンントトダダウウンン
タタイイムムをを表表示示すするる前前（（22秒秒以以内内））
にSボタンで切り替えてくださ
い。

⑥IG OFF時には、選択したカウン
トモードを表示し、カウントダウ
ンを開始します。

２秒後カウントダウン
タイムを表示し、この
時点でP－２でのカウ
ントダウンが確定。

Sボタンにて切り替え。

カウントダウンタイム
を表示する前にSボタ
ンにて切り替え。

選択したカウントモー
ド表示後、カウントダ
ウンを開始。

選択された
カウントモード

◎カウントダウンをPー2で行う場合

カウントダウンタイム
を表示する前にSボタ
ンにてP－2を選択。

P－2が確定

2秒後

IG OFFすると・・・

4-3.カウントモードの選択方法
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4.設定方法（表示モード）

◎バッテリー電圧をリアルタイムに表示させ、確認することが出来ます。

①表示モードにて、Sボタンでバッテリー電圧
表示モードを選択します。

②BATT VOL.を表示し、2秒後、現在のバッテ
リー電圧値を表示し、確認出来ます。
※表示範囲は10.0～16.0Vです。
※画面左下に、現在選択されているカウントモ
ードが表示されます。

現在選択されている
　カウントモードを表示。

バッテリー電圧表示

2秒後
現在値

4-4.バッテリー電圧表示

◎バッテリー電圧のピーク値を表示するができます。

4-5.バッテリー電圧ピーク表示

①バッテリー電圧表示中、Tボタンを押すと、
PEAKが点灯し、バッテリー電圧のピーク値
が表示されます。
もう一度Tボタンを押すと、バッテリー電圧
表示に戻ります。

②ピーク値表示中、Tボタンを2秒以上押すと
“ピー”と音が鳴り、バッテリー電圧のピー
ク値をクリアすることができます。
※ピーク値クリア後はバッテリー電圧表示に戻
ります。

TIMEを押す

TIMEを2秒押す

PEAKが点灯

現在値

ピーク表示

クリア

現在値

“ピー”
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4.設定方法（表示モード）

◎このモードでは車速のピーク値をメモリーする事ができます。

4-7.車速ピーク表示

①車速表示中、Tボタンを押すと、PEAKが点灯
し、車速のピーク値が表示されます。
もう一度Tボタンを押すと、車速表示に戻り
ます。

②ピーク値表示中、Tボタンを2秒以上押すと
“ピー”と音が鳴り、車速のピーク値をクリ
アすることができます。
※ピーク値クリア後は車速表示に戻ります。

TIMEを押す

TIMEを2秒押す

PEAKが点灯

現在値

ピーク表示

クリア

現在値

“ピー”

◎このモードではリアルタイムに車速を表示させ、確認することができます。

4-6.車速表示

①表示モードにて、Sボタンで車速表示モード
を選択します。

②SPEED SPd.を表示し、2秒後、現在の車速を
表示し、確認出来ます。

※表示範囲は0～399km/hです。
※右下に、現在選択されているカウントモード
が表示されます。

現在選択されている
　カウントモードを表示。

車速表示

2秒後
現在値
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4.設定方法（表示モード）

◎時刻設定を行うことで、現在時刻を表示できます。

①表示モードにて、Sボタンで時刻表示を選択
します。

②CLOCK CLO.を表示し、2秒後、時刻を表示
します。

③時刻の設定を行う場合は、Tボタンを2秒押し
ます。

④「時」の部分が点滅しますので、
Tボタンで「時」を設定します。

⑤「時」が設定できましたら、Sボタンを押し
ます。

⑥「分」の部分が点滅しますので、
Tボタンで「分」を設定します。

⑦「分」が設定できましたら、Sボタンを押し、
時刻を確定します。

※時刻表示は12時間表示です。

TIMEを2秒押す

TIMEを押す

TIMEを押す

時刻表示

現在値

数値変更（時）

確定（時）

数値変更（分）

確定（分）

設定後の時刻

4-8.時刻表示
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5.設定方法（設定モード）

◎車速表示時の、車速の単位変更を行います。

5-1.車速単位設定

①設定モードにて、Sボタンで、車速単位設定
を選択します。
※出荷時設定　km/h

②SPEED Un.を表示し、現在設定されている車
速の単位が表示されます。
Tボタンで「km/h」と「MPH」を切り替える
ことができます。

km/h表示

MPH表示

TIMEを押す

単位が切り替わる

車速単位設定

変更後
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5.設定方法（設定モード）

◎一部の車両にて、IGキーOFFの検出がしにくく、カウントダウンせず
にエンジンストールしてしまう場合があります。そのような場合、ライ
ン切替を行ってください。

5-2.ライン切替モード

①設定モードにて、Sボタンで、ライン切替を
選択します。
※出荷時設定　IG

②COUNT 12Aを表示し、現在の設定を表示し
ます。
Ｔボタンを2秒以上押すと,Acc表示に切り替
わります。
※再度Ｔボタンを2秒以上押すとIG表示に戻り
ます。

TIMEを2秒押す

ライン切替

変更後
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5.設定方法（設定モード）

◎オートモードにて、エンジン回転数（オルタネーターの回転数を使用）
または、車速によるオートモードのどちらを使用するかの選択を行います。
一部の車両では電気負荷（オルタネーターのノイズ等）の影響により、
エンジン回転数でのオートモードが正常に動作しない場合があります。
このような場合、車速でのオートモードに切り替えてみてください。

5-3.オート設定

①設定モードにて、Sボタンでオー
ト設定を選択します。
※出荷時設定　rーL

②Tボタンを押すとエンジン回転数
を使用したLOモード→エンジン
回転数を使用したHIモード→車速
を使用したLOモード→車速を使
用したHIモードの順序で切り替わ
ります。

※車速によるオートモードを使用す
る場合は、安全回路である車速信
号を配線した場合のみ使用可能で
す。

※スピードメーター表示に大幅なズ
レがある場合車速によるオートモ
ードが正常に機能しない原因とな
りますので、34ページを参照し、
車速設定を行ってください。

回転数を使用した
LOモード

回転数を使用した
HIモード

車速を使用した
LOモード

車速を使用した
HIモード

TIMEを押す

TIMEを押す

TIMEを押す

TIMEを押す
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４．取り付け方法5.設定方法（設定モード）

◎このモードでは車速表示モード使用時の値と純正のスピードメーターと
の誤差が大幅にある場合に使用します。

5-4.車速設定（校正）

①設定モードにて、Sボタンで、車速設定を選
択します。

②SPEED CAL.を表示し、2秒後、車速を表示し
ます。

③車両のスピードメーターを40km/hでキープし
走行します。

④40km/hをキープした状態で、Tボタンを1秒
間長押しします。
※Tボタンで確定した時点の車速を40km/hと校
正します。

⑤車速校正後、タイマーで認識されている現在
の車速が正しいことを確認してください。
※設定をやり直したい場合は、再度③～④を行
います。

TIMEを1秒押す

車速設定（校正）

車速表示

校正前の車速を表示

40km/hで走行

校正後の車速を表示

Tボタンで校正

※車両のスピードメーター自体に誤差がある場合もあります。

この操作は必ず助手席の人と二人で行ってください。運転手が一人
で行うと前方への注意力が散漫になり、重大な事故を引き起こす恐
れがあります。

警　告
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5.設定方法（設定モード）

◎このモードではボタン操作音及びブザー音の音量調節ができます。

5-5.音量設定

①設定モードにて、Sボタンで、音量設定を選
択します。

②Tボタンを押すと数値が1つずつ増加します。
音量は0で最小、5で最大となります。
（設定範囲：0～5）

※出荷時設定　Sd.5

TIMEを押す

TIMEを押す

音量設定

数値変更



36

４．取り付け方法5.設定方法（設定モード）

◎このモードでは画面バックライトの輝度調節ができます。

5-6.バックライト設定

①設定モードにて、Sボタンで、音量設定を選
択します。

②Tボタンを押すと数値が1つずつ増加します。
音量は0で最小、5で最大となります。
（設定範囲：0～5）

※出荷時設定　Sd.5

TIMEを押す

TIMEを押す

バックライト設定

数値変更
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6.動作チェック

次の注意事項をよくお読みの上、動作チェックを始めてください。

取り付け車両を扱う場合は、取り付け車両付属の取扱説明書をよく
お読みの上、正しく安全に運転、管理してください。自動車は、誤
った扱い方をすると思わぬ人身事故、物損事故等を引き起こす恐れ
があります。
必ず自動車の下に燃えやすい物がないことを確認してから、停車、
駐車してください。自動車の排気管部分は非常に高温です。エンジ
ンを動かしたまま枯れ草などの燃えやすい物の上に停車や駐車をす
ると、火災の危険があります。
必要な時以外は、必ずエンジンを停止してください。マフラーのテ
ールパイプからは、有毒な成分が含まれた排気ガスが排出され、締
め切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化
炭素中毒の危険があります。「作動チェック」を行う際、エンジンを
動かす時は、屋外、又は窓を開け、換気扇などを回し、新鮮な外気
を取り入れられる場所で作業してください。
車の中で休憩や仮眠をとる時は、必ずエンジンを停止してください。
エンジンが動いたまま停車または駐車して、休憩や仮眠を取ると、
排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。
運転中は絶対にターボタイマーの操作をしないでください。わき見
運転は思わぬ人身事故等を引き起こす恐れがあります。
車から離れる時は、必ずパーキングブレーキを確実に引いてくださ
い。確実に引かれていない場合、車が動く可能性があり危険です。

警　告

6-1.動作チェックを行う前の注意
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①パーキングブレーキを引き、ギア
をニュートラル（A/T車はPレンジ）
にして、エンジンを始動させます。
※配線直後や、バッテリー端子取り
付け直後、本体電源はOFFの状態
です。POWERスイッチを押し、
本体電源をONしてから②の動作
を確認してください。

②表示モードにてSボタンでP－1、
またはP－2を選択します。
2秒後、現在の設定値が表示され
ます。

③車両が動き出さないように、しっ
かりとブレーキペダルを踏み、パ
ーキングブレーキを解除します。

④パーキングブレーキ解除中、IG
OFFにすると、「ピッ」という警告
音と共に「Sid」を交互に表示しな
がら、カウントダウンを始めるこ
とを確認します。

⑤パーキングブレーキを引くと「Sid」
の表示が消え、引き続きカウント
ダウンすることを確認します。

⑥カウントダウン中、再びパーキン
グブレーキを解除すると、OFF表
示し、タイマー電源が切れ、エン
ジンが停止することを確認します。

パーキングブレーキを
引く。

カウントダウン中
パーキングブレーキ
解除。

選択したカウントモー
ド表示後、カウントダ
ウン開始。

パーキングブレーキ
を解除して IG OFF。

◎ここではrーLを選択

2秒後

“ピッ”

“ピッ”

6-2.パーキングブレーキ安全回路の動作チェック

6.動作チェック
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症状 考えられる原因 対処方法
⑥カウントダウン中にパー

キングブレーキを解除し

ても、タイマーの電源が

切れない。

・安全回路ハーネスの茶線

を接続する線が違う。

・スプライスが確実に取り

付けられていない。

・もう一度、茶線の配線を

確認する。

・スプライスを取り付け直

す。または、ハンダ付け

を行う。

⑦カウントダウン中に車両

を動かしても、タイマー

の電源が切れない。

・安全回路ハーネスの紫線

を接続する線が違う。

・スプライスが確実に取り

付けられていない。

・⑥の対処方法を参照。

⑧カウントダウン中にキー

が抜けない。（A/T車）

・A/Tシフトレバーがパー

キングの位置に入ってい

ない。

・シフトロック解除アダプ

ターが取り付けられてい

ない。

・シフトロック解除アダプ

ターに灰線が接続されて

いない。

・A/Tシフトレバーをパー　

キングに入れる。

・別売のシフトロック解除

アダプターを取り付ける。

・灰線に別売のシフトロッ

ク解除アダプターを取り

付ける。

上記以外のトラブルが起きた場合、または上記の方法で対処できな

い場合は、弊社までご連絡ください。

（住所、電話番号は下記に記載）

8.故障かな？と思ったら（トラブルシューティング）

株式会社トラスト　本社
〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL.0479（77）3000
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10.車種別ECU位置図

エンジンルーム内

トランク

車速信号位置
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図

※カプラー図は、ECU（コンピューターユニット）に向かって見た図です。

ECU

車両ハーネス
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図

※カプラー図は、ECU（コンピューターユニット）に向かって見た図です。

ECU

車両ハーネス
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図

※カプラー図は、ECU（コンピューターユニット）に向かって見た図です。

ECU

車両ハーネス
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図

※カプラー図は、ECU（コンピューターユニット）に向かって見た図です。

ECU

車両ハーネス
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11.車種別車速信号位置図
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11.車種別車速信号位置図

※カプラー図は、ECU（コンピューターユニット）に向かって見た図です。

ECU

車両ハーネス
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11.車種別車速信号位置図
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IImmppoorrttaanntt IInnffoorrmmaattiioonn
Please read these instructions carefully, and proceed with the

installation only if you fully understand this manual. Make sure to

pay attention to all the “important!” “Warning!”and

“Caution!”messages throughout the manual.

IImmppoorrttaanntt!!
・This product is for off-road vehicle use only, which may never 

be driven on public roads or highways.

・This product is only for vehicles with 12V(battery) systems.

・Unplug Turbo Timer before jumpstarting, Charging or 

Changing Battery to prevent possible power surge.

WWaarrnniinngg!!
・Installation and tuning of this product should only be 

performed by a trained specialist who is very familiar with the 

automobile's mechanical and electrical management systems. 

If installed by an untrained person, it may cause damage to 

the unit as well as the vehicle.

・When mounting this product in the vehicle, be sure the unit 

does not interfere with the driver's view and normal operation 

of the vehicle.

・When using a soldering iron and other tools for installation, be

sure you read and understand the tool's user manual first.

Misuse of these tools may cause injuries.
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WWaarrnniinngg!!
・When working on the electrical wires, make sure to  

disconnect the negative terminal side of the battery on the 

vehicle.

・After installation, be sure to clean up everything that would 

interfere with the driver. Wires and tools may interfere with the

driver and may cause accident.

CCaauuttiioonn!!
・GReddy performance Products Inc. will not take any 

responsibility of damage caused by improper installation.

・When making wire connections, be sure to remove the key 

from the ignition, and disconnect the negative terminal of the 

battery.

・Never short out system. It can damage the unit as well as the

vehicle's electrical system.

・Read and fully understand the wiring diagram before making 

any wire connections.

・When connecting the connector, push it in all the way until 

you hear them click in together.

WWhhyy TTuurrbboo TTiimmeerr iiss iimmppoorrttaanntt
・The Turbo Timer helps decrease wear and tear on the turbo

charger. The Turbo Timer allows proper lubrication and cool 

down of the turbo before shutting off the engine for a set 

period of time.
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Parts list

IImmppoorrttaanntt!!
Please check the list above to make sure you have all of the 
following parts before you proceed. If you are missing parts please
contact the GReddy Authorized Dealer you purchased the unit
from.

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分理解
された上で、正しくお使いください。

TURBO TIMER DISPLAY TURBO TIMER MAIN UNIT EXTENTION HARNESS

SAFETY CIRCUIT HARNESS WIRING CRIMPS DOUBLE-SIDED TAPE

TIE STRAP INSTRUCTION MANUAL WARRANTY CARD (Japan use only)
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Key switch connector

3-pin connector

Extension harness

4-pin connector

Key cylinder

Optional Turbo Timer
Harness (sold separately)

Ground wire

Turbo Timer

Safety circuit

3-pin connector

1.Follow the key switch to its electrical connector, then unplug the harness
and place the Optional Turbo Timer harness in-line with the key switch
harness.
2.Connect the supplied power harness in between the 3-pin connector of 
the optional harness and the 4-pin connector of the Turbo Timer.
3.Then connect the black wire with the loop connector to a good chassis 
ground. (to steel body)

Installation (using Optional Turbo Timer Harness)

Unit Installation

IImmppoorrttaanntt!!
A bad ground connection can lead to a mechanical failure,

therefore please attach the ground to a non-painted surface of

the vehicles steel body.
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Key switch connector

Splice and solder the
appropriate lines

Extension harness Ground wire

Key cylinder

4-pin connector 3-pin connector

Turbo Timer

Parking harness

1.Follow the key switch to its electrical connector, then unplug the harness.
Find the appropriate wires with either a factory service manual or a volt 
meter.
2.Cut off the 3-pin connector on power harness.Then splice and solder the
appropriate wires to the power harness.(be sure to cover connections)
3.Connect the black wire with the loop connector to a good chassis ground.
(to steel body)
4.Reconnect the key switch connector.

Installation (without Optional Turbo Timer Harness)

Unit Installation

IImmppoorrttaanntt!!
A bad ground connection can lead to a mechanical failure, therefore

please attach the ground to a non-painted surface of the vehicles steel

body.
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Red

Blue

Gree n

Exte ns ion  ha rne ss

Bla ck

Exte ns ion  ha rne ss
Blue

Red

Gree n

Black

Wiring Diagram

WWaarrnniinngg!!
With vehicles that have 2 ignition (ON) wires, connect the Green wire to

the ignition (ON) wire which does not drop voltage when the starter is

activated. Then connect the Blue wire to the other ignition wire.

Unit Installation

The wires coming out from the key

switch usually consists of :

12V  - 12volt constant power

ON   - Ignition power

ACC - Accessory power

ST    - Starter signal

Other than these wires, the Vehicle

may have two ON wires.

DC V

Wiring Procedure:
1.Cut the Power harness close to the 3-pin connector.

2.Use a volt meter or test light to find the appropriate wires.

Connect the Red wire to the 12V, the Green wire to ON, and the Blue  

wire to ACC using solder.

3.Cover all connections carefully with electrical tape.
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HHaarrnneessss CCoonnnneeccttiioonnss
Parking Brake Feature:

Unit Installation

1.Remove the cover over the parking brake and find the
parking switch wire(s). 
(see your factory service manual)
2.*If there is one wire, make sure the wire:
Shows 0 volts, when the parking brake is released.
*If there are two wires, find the wire that:
Show 0 volts, when the parking brake is engaged.
And shows 12 volts, when the parking brake is   
released.

3.Route the Brown wire to the wire from the 2-pin
connector to the parking brake switch you found 
in (2).
4.Connect the Brown wire to the wire found in (2).
5.Replace the parking brake cover.

DC V

テスター

3-pin connector

Brown / Parking
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Unit Installation

HHaarrnneessss CCoonnnneeccttiioonnss
Speed Sensor Signal Feature:

1.Find a speed sensor signal.
2.Find an ECU unit.
3.Make sure the connector is the same as fig.
(picture is view from harness side)
4.Disconnect negative battery terminal and access the
speed signal wire on the ECU harness.
5.Connect the Purple wire to the speed signal wire. 

WWaarrnniinngg!!
This feature should only be attempted by a trained mechanic,

serious electrical damage can result from improper installation.

SShhiifftt LLoocckk RReelleeaassee UUnniittss
Gray wire: Not use in the US models.
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ECU

Key switch  conn e c to r

Op t iona l Turb o  Time r Ha rne s s

Ground

3 -p in  c onn e c to r

Exte ns ion  ha rne ss

4 -p in  c onn e c to r
2 -p in  c onn e c to r Sa fe ty c irc u it

Sh ift  lock
re le a s e

Not  us e d  in  the  USA

Turb o  Time r

Body

Brown/ Pa rking  ha rne s s

Purp le / Sp ee d  s e ns o r s ig na l ha rne s s

CCoommpplleettee WWiirriinngg DDiiaaggrraamm

Unit Installation
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Turbo Timer Function

4 -p in  c onn e c to r

No t  us e d  in  the  USA

3 -p in  conn e c to r

Dis p lay Ma in  Unit

Dis p lay un it  ha rne s s

TIME But ton  (Re fe rr e d  a s  “T”)“T”)
Used  when  switch ing  the  m a in  mod e s .
Us e d  to  c hang e  the  c oun td oun  t im e  and  s e t -up  t im e .

SELECT But ton  (Re fe rr e d  a s  “S”)“S”)
Used  when  switch ing  the  s ub  mod e s .

POWER But ton  (Re fe rr e d  a s  “P”)“P”)
Turns  the  tu rb o  Time r “ON” o r  “OFF”
Us ed  when  switch ing  the  Dis p lay and  Se tt ing  mod e s .
Shu ts  o� eng ine  and  t im e r d uring  coun t  d own.
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Display Description

Pus h  POWERPOWER Pus h  POWERPOWER

Pus h  POWERPOWER
 b u tt on  2 s e c .

Dis p lay mod eDis p lay mod e Se tt ing  mod eSe tt ing  mod e

Pre s e t  1

Pre s e t  2

Auto

Ba tt e ry

Sp ee d

Time

Push  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Sp ee d  s e tt ing  mod e

Line  switch  mod e

Auto  mod e

Sp ee d  c a lib ra t ion

Sound  s e tt ing

Back Ligh t  s e tt ing

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT

Pus h  SELECTSELECT
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Preset mode

There are two Preset Countdown modes you can select from.
Preset mode can be set from 0 sec. to 9 min 59 sec. by
increments of 10 sec.

The factory setting is 1min. for P-1
3min. for P-2

1.Press the PP++SS button to display P-1 or P-2.
Two sec. later, the Current minimum offset
value will be displayed.

2. By pressing the TT button (once)
You Can increase the preset value by 10 sec.
increments.

3. By holding down the TT button 
you can increase the preset value by 30 sec.
increments.

4. 3 sec. after releasing the TT button the unit
will alert a confirmation beep.

This  s hows  P-1  b e ing
s e le c te d

2  s e c . la te r

Pre ss  T b u tt on  to  s e t  to
the  d e s ire d  coun td own 
t im e .

Afte r  the  s e tt ing  is
com firm ed  the  p re s e t
t im e  will b e  d is p laye d .

Preset Countdown Mode setting
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Auto mode

「r－L」

「rーH」

「SーL」

「SーH」

“Lo mode” use engine RPM
　count increase
　ratio : Low

“Lo mode” use vehicle speed
　count increase
　ratio : Low

“Hi mode” use vehicle speed
　count increase
　ratio : Hi

“Hi mode” use engine RPM
　count increase
　ratio : Hi

Auto mode automatically calculates a suggested count down time for
your vehicle, according to your car's RPM or SPEED. YOU may also
choose 4 count down time offset ratios “Hi ”（RPM, SPEED）or
“Lo ”（RPM, SPEED）.
This will add a preset time to your calculated count down time.

・The Turbo Timer begins calculating when your RPM reaches 
approximately 2000 RPM for “Hi ”mode and 3000 RPM for“Lo ”
mode.
・A minimum value can be set from 0 sec. to 2 min by increments of 10 
sec.
・Auto mode has 4 different modes.
・If you use S-L or S-H, you should wire the Vehicle Speed Signal.
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1.Select AUTO by S button.

2.Indicate COUNT A r-L, after 2 sec later,
the current minimum Offset value will be 
displayed.

3.By pressing the T button (once) you can
increase the minimum value by 10 sec.
increments.
By holding down the T button you can
increase the minimum value by 30 sec.
increments.

4. 3 sec. after releasing the T button, the
unit will alert with a confirmation beep. 

AUTO mode  (r-L)

Min imum  ind ic a to r

Pus h  T b u tt on

Chang e  coun t  (3 0  s e c .)

3  s e c . la te r

Afte r  the  s e tt ing  is  
c onfirm ed  the  m in imumn
s e tt ing  is  d is p laye d

When  the  ve h ic le  s ta r t s  
to  move , it  will s t a r t  to  
add  t im e  to  the  m in imum
s e t  t im e .

Auto Timer Minimum Setting
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Countdown Setting Mode

1.Select count time through 
display mode.

2.After 2 sec. indicate count-
down time.

3.You can set mode when the
countdown time is indicated.

4.To change mode, select
count time and wait 2 sec.
Check for the indicator to
indicate countdown time.

5.To change indicator after
selection push S button 
before indicate countdown
time.

6.Indicate countdown time,
when the IG OFF.

IG OFF

Countd own (P-2 )

Pus h  S  b u tt on  b e fo re
ind ic a te  c oun t  d own
t im e

2  s e c . a ft e r  ind ic a te  
c oun t  d own t im e .Then  
s e le c t  the  mod e .

Us e  S  b u tt on

Pus h  S  b u tt on  b e fo re
ind ic a te  c oun t  d own
t im e
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Battery Mode

This feature displays the“real-time”battery voltage. 

“Re a l-t im e ” b a t te ry
vo ltag e  will d is p lay

This feature displays the“Peak”battery voltage.

Battery Voltage Peak Mode

1.Press S button to display Battery Voltage 

Mode. Press T button once, the Battery 

Voltage Peak Mode will start.

2.Press T button and hold 2 sec. peak will 

Clear.

After it clears, it returns to Battery 

Voltage Mode.

Ind ic a te  PEAK

Pus h  T b u tt on

Cle a r

Ba tt e ry Vo ltag e

Pus h  T b u tt on
ove r 2  s e c .

Battery Voltage Display Mode

1.To go to the Battery Mode from Display

Mode, press S button.

2.V will display with the“real-time”voltage.
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Speed Mode

This feature will display the highest speed recorded while in 
Speed Mode.

Speed Peak Mode

1.While in main speed mode, press the T  

button to go to Speed Peak Mode.

PEAK will display followed the current  

peak speed.

・To clear the memory, hold down T 

button over 2sec.

Pus h  T b u tt on

Ind ic a te  PEAK

Cle a r

Sp ee dome te r

Pus h  T b u tt on
ove r 2  s e c .

This feature allows the user to monitor the “real-time”vehicle
speed. 

Speedometer Mode

1.To go to the Speed Mode from Display

Mode, press S button.

Speedometer display range is 

0～399km/h.

The  curr e n t  s p ee d  will
d is p lay.
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Time Mode

This feature will display the time.

1.Press S button to display Time Mode.

2.CLO show for clock. After 2 sec. time will

display.

3.To change the time, push and hold T  

button for 2 sec.

4.You can change the part that is flashing 

by using T button.

5.After set, push S button to determine the

time.

Pus h  T b u tt on
ove r 2  s e c

Pus h  T b u tt on

Pus h  S  b u tt on

Pus h  T b u tt on

Pus h  S  b u tt on
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Speed Change Mode

This feature allows the user to set the speed mode (km/h or mph)

1.Press S button to indicate speed change

mode.

2.Indicate SPEED Un, and Push T button it

will change (km/h mph)

km/h

MPH

Pus h  T b u tt on

Change  un it
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Line Switch Mode

This feature is used when the countdown does not properly
operate. 
If the engine shuts down when the IG key is turned off without
counting, follow this instruction.

1.While in Setting Mode, press S button to 

go to Line Switch Mode.

2.Hold down the T button for 2 sec. to  

change to ACC.

Hold down the T button for 2 sec. again 

to change back to IG.

Pre ss  T b u tt on
fo r  2  s e c .
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Auto mode

Auto Timer Mode automatically calculates a suggested
countdown time for your vehicle, according to your car's RPM 
or SPEED.

1.Press S button to select Auto   

Mode

2.Press T button to change  

mode

・If you use S-L or S-H, you 

should wire the Vehicle Speed  

Signal.

・This mode may not function 

properly if there is difference 

between the Indicator and the 

vehicle's speedometer.

RPM LO-MODE

RPM HI-MODE

SPEED LO-MODE

SPEED HI-MODE

Push  T b u tt on

Pus h  T b u tt on

Pus h  T b u tt on
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Speedometer Setup Mode (calibration)

This feature allows the user to set Turbo Timer speedometer to 
match the vehicle's speedometer.

1.While in Setting Mode, press S button  

to go to Speedometer Setup mode.

2.Get the vehicle speed 40km/h.

3.Get the vehicle speed up to 40km/h.

Press the T button for 1 sec. to set the 

speed.

4.Please check vehicle speed and indicate 

speed.

Ca lib ra t ion

Sp ee d

Drive  4 0 km / h

Ind ic a te  s p ee d  b e fo re
c a lib ra t ion

Pre ss  T b u tt on  1  s e c .

Ind ic a te  s p ee d  a fte r
c a lib ra t ion

( There is a possibility that the vehicle's speedometer and the  

actual vehicle speed may be different. )

IImmppoorrttaanntt!!
Make sure you perfrom this step with a passenger.  Have the

passenger operate the Turbo Timer while the driver

concentrates on driving safety.
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Sound Mode

This feature allows the user to change the sound volume.

1.While in Setup Mode, press S button to 

go to Setup mode. “Sd”will be  

displayed indicating Sound Mode.

2.Press T button to change volume.

(The factory setting is Sd.5)

Pre ss  T b u tt on

Pre ss  T b u tt on
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Back Light Mode

This feature allows the user to change the back light.

1.While in Setup Mode, press S button  

to go to Setup mode. “bL”will be  

displayed indicating Back Light Mode.

2.Press T button to change illumination.

(The factory setting is bL.5)

Pre ss  T b u tt on

Pre ss  T b u tt on
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1.Engage the parking brake

*Put the shifter in P position (A/T)

*Put the shifter in neutral position

*Start engine (If the turbo Timer is 

turned off, press the P button once to 

turn the unit on)

2.Press the S button to select P-1 or P-2 

Mode.

3.1'00'' will show in display.

4.First press on the brake pedal so that  

the car does not roll, then turn the 

ignition OFF with the key switch.

5.The Turbo Timer will then give a 

warning with a “beep”and display 

Sid.

Next the unit should begin the count- 

down.

6.Re-engage the Parking Brake.

Check to see if the Sid display

disappears and the unit continues to 

countdown.

7.Now release the Parking Brake.

The countdown should stop and OFF is

displayed. The Turbo Timer and Engine

should immediately turn off.

IG OFF

Parking Brake Safety Circuit check
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IG OFF

Sta rt  c oun td own

Move  the  c a r

Check Speed Sensor Signal Check

1.Do the Parking Brake Safety Circuit

Check 1～4.

2.When the car starts to move 

Countdown should stop and OFF is 

displayed.

The Turbo Timer and Engine should 

immediately turn off.

WWaarrnniinngg!!
Before moving your vehicle, be sure that the area around your vehicle is

clear and safe. Testing the vehicle and Turbo Timer in unsafe area may

cause an accident or serious injury.
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ECU LOCATION

Please refer to Page 45～60. 
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