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ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、理解

された上で正しくお使い下さい。
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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、確保できなく

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下さい。

必ずお読み下さい◆お客様と製品のかかわり合い◆　

この度は、GReddy e-manage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、e-manage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。

この取扱説明書は、よくお読みになり、内容を理解された上で実際に

お使い下さいますようお願い申し上げます。

又、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。

尚、本製品は競技専用部品です。公道では道路交通法等の法規に準じ

た走行が義務付けられます。

※「VTEC」は、本田技研工業株式会社の登録商標です。
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1. 安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読み下さい

警警告告
もし、お守り頂かないと生命の危機、又は、重傷を負う

人身事故につながる恐れのある注意事項です。

注注意意
もし、お守り頂かないと、製品だけでなく自動車や設備

の破損・故障につながる恐れのある注意事項です。

おお願願いい
製品を正しくお使い頂くために、必ず守って頂きたい注

意事項です。

重重　要要
製品を正しくお使い頂くために、知っておいて頂きたい

注意事項です。

製品を安全にお使い頂くには、正しい取り付けと正しい操作が不可欠

です。

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

お使い下さい。

又、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、お客様ご自分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下さい。

3



4

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、管理して下さい。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。

本製品の取り付け作業を行う際は、必ず、エンジンが冷えてから行って下

さい。エンジン停止直後は、エンジンやエンジン周りの配管は高温になっ

ており、火傷等をする恐れがあり大変危険です。

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

て下さい。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

草等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下さい。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

倉庫の中等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。エンジンを動かす時は、屋外、又は窓を開け、換気扇等を回し、新鮮

な外気を取り入れられる場所で作業して下さい。

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下さい。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

る一酸化炭素中毒の危険があります。

本製品の取り付け・配線作業は、本来、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,車両火災を引き起

こす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

て下さい。誤った取り付け箇所・取り付け方法は、脱落を招き、車両破損、

車両火災の原因や運転の妨げになる可能性があり、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下さい。これらの工具

は誤った使い方をすると、けがや火傷等を引き起こす恐れがあります。

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下さい。運転

席の足元に空き缶や使用した工具等があると、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。

運転中は絶対に本製品の操作をしないで下さい。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。

1. 安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読み下さい

警警告告
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必ずお読み下さい1. 安全・取り扱いに関するご注意

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下さい。不用意

に発進させると、思わぬ人身や破損の事故等を引き起こす恐れがあります。

本製品を取り付けた車両を、他の人に貸し出し、又は譲渡する場合は、必

ず本製品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、

必ず渡して下さい。

セッティング不良は、エンジンの破損等を引き起こす可能性があります。

セッティング不良によって引き起こされたエンジンの破損等の損害に関し

ては当社は一切の責任を負うことが出来ません。ご使用されるエンジンの

仕様にあった空燃比に設定する為に、空燃比計等を使用して、数値を確認

しながら燃料調整を行って下さい。

くれぐれも、誤配線、ショートはさせないで下さい。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恐れがあります。これらの取り付け

ミスによる損害に関して、当社は一切の責任を負うことは出来ません

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下さい。

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下さい。配線作業中に電流が流れると、ショー

トする可能性があり、危険です。

ハンダ付け、スプライスにて配線を接続した場所は、必ずビニールテープ

等を巻き、絶縁して下さい。

本製品を加工、改造しないで下さい。故障の原因となるだけでなく、保証

の対象外となります。

本製品は、湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や、ヒーター

の吹き出し口等、高温になる所、又その近くには取り付けないで下さい。

本製品は点火信号や無線等のノイズの発生しやすい場所には設置しないで

下さい。又、本製品を強力な電波の発生する場所では使用しないで下さい。

電波等によるノイズは、本製品の誤作動を引き起こす恐れがあります。

注注意意



1. 安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読み下さい

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、および電動シート等記憶内容が消去さ

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

上で作業を始めて下さい。作業終了後、それぞれの取扱説明書に従って設

定し直して下さい。

本製品をお買上げ後、７～８ページのパーツがあることを確認して下さい。

新品をお買上げの時点で、保証書の製品番号と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下さい。

本製品のお手入れの際は、乾いた布で拭いて下さい。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下さ

い。

本製品は改良の為、予告なく仕様変更をする場合がありますのでご了承下

さい。

本製品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

For Sale and Use in Japan Only.

本製品に関するご不明な点等がございましたら、弊社までお問い合わせ下

さい。（住所・電話番号は下記記載。最終ページにも記載。）

・・

・・

・・

・・

・・

・・

本製品は競技専用部品です。公道では道路交通法等の法規に準じた走行が

義務付けられます。

本製品は12Ｖバッテリー搭載車に使用出来ます。

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

お客様に返却して下さい。

・・

・・

・・

その他、各項目ごとに注意事項を掲載しておりますので、必ずお読み下さい。

株式会社トラスト　本社

〒289ー1605 千葉県山武郡芝山町大台3115番地5

ＴＥＬ.0479（77）3000

おお願願いい

重重要要

6
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2. 部品構成

SET RPM

ACTIVE

INTERACTION

AIR－FLOW  ADJUST  VOL.（±20％） 

1

0

＋ 

－ 

2

0

＋ 

－ 

3

0

＋ 

－ 

4

0

＋ 

－ 

5

0

＋ 

－ 

本製品をお買上後、次の物があることをご確認下さい。又、保証書の製品

番号と本体付属の製品番号が同じであることをご確認下さい。

本体　1ヶ 取付けハーネス　1本

オスギボシ端子　2ヶ

オスギボシスリーブ　2ヶ

メスギボシ端子　3ヶ

メスギボシスリーブ　3ヶ

スプライス　5ヶ

分岐ハーネス　1本

おお願願いい

エアフロアダプタ　1個

抵抗1kΩ　　1本

接触子　　2枚



2. 部品構成

8

上記部品・個数に相違がある場合は、必ず装着前にお買い上げ店、又は弊社までご

連絡下さい。（住所・電話番号は最終ページに記載。）

タイラップ　150mm 3本

Ｍ4ネジ　4本

六角レンチ　1ヶ

調整ドライバー　1本

取扱説明書（本書） 1部 保証書　1部

最低限必要な物と工具 確実に取り付ける際に必要な工具
・テスター（15V以上計れるもの）

・ニッパー

・+、ードライバー

・電工ペンチ

・ハンダゴテ

・キリ又はドリル

・布、中性洗剤、水

・ビニールテープ
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3. 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出来ます。

・本製品は、エアフロセンサ、圧力センサ信号を５ポイントの回転数にお

いて補正することが可能です。

・可変バルブタイミング・リフト機構（以下、VTECと称す）搭載車両にお

いて、VTEC切り替え回転数を調整することが可能です。また、切り替え

回転数変更に伴う燃調のズレも補正出来ます。

・自己診断機能搭載により設定ミス等による車両破損を防ぎます。

◎e-manage support tool（通信ソフト）を別途購入する事で以下の事が

可能になります。

・Windowsパソコンと接続し、簡易ロガー機能の使用、リアルタイム表示

が可能になります。

・本体のボリューム値とは別に、16ポイントの回転数で細かい燃調補正が

可能になります。

・インジェクター交換、エアフロ交換にも対応出来ます。

・データ保護機能を搭載、データ変更の危険を回避出来ます。

◎e-manageオプションハーネスキット（I /J）及び、e-manageオプション

ハーネスキット（点火）を別途購入する事で以下の事が可能になります。

・インジェクターの増量補正、点火時期の補正が可能になります。

・追加インジェクターが2本までコントロール可能になります。

・リアルタイム表示のマップトレース機能が使用可能になります。

※「VTEC」は、本田技研工業株式会社の登録商標です。



「取り付け前の注意」をよくお読みの上、取り付け作業を始めて下さい。
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4. 取り付け方法

本製品の取り付け・配線作業は、本来、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、事故、

けが、火傷、誤配線によるショート等の可能性があり危険です。

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

下さい。これらの工具は誤った使い方をすると、けがや火傷等

を引き起こす恐れがあります。

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

いようにして下さい。誤った取り付け箇所・取り付け方法は、

脱落を招き、車両破損の原因や運転の妨げになる可能性があり、

大変危険です。

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下さい。

絶対にショートさせないで下さい。本製品だけでなく車両の電

装系まで破損させる恐れがあります。

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

下さい。誤配線は、本製品だけでなくエンジン破損の原因とな

る可能性があります。

カプラーを接続する際は、「カチッ」と音がするまで確実に差し

込んで下さい。接続不良は誤作動の原因となります。

ハンダ付け、スプライスにて配線した場所は、必ずビニールテ

ープ等を巻き確実に絶縁して下さい。

・・

警警告告

注注意意

おお願願いい
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4. 取り付け方法

・配線方法

１．バッテリーのマイナス端子を外します。

２．31ページ以降を参照して車両のECUを探し、カプラを取外します。

３．31ページ以降を参照し、車両ハーネスより電源、アース、回転信号を

スプライス（スプライスの使用方法は次ページ参照）を使用し接続し

ます。

４．13～14ページを参照して、車両ハーネスの圧力センサ信号線又は、エ

アフロ信号線をカットし、ECU側をオスギボシにしてギボシ加工（ギ

ボシ加工の方法は次ページ参照）を行います。

※RB26DETT搭載車両はエアフロ信号が２つある為２本ともギボシ加

工を行って下さい。）

５．ギボシ加工したエアフロ信号線を接続します。

・ホットワイヤ、フラップ、圧力センサの場合13ページ

・マツダホットワイヤー車両の場合13ページ

・カルマンの場合13ページ

・RB26DETT搭載車両の場合14ページ　

６．スプライスを使用した部分、又はハンダ付けを行った部分は、必ずビ

ニールテープ等で絶縁します。

７．バッテリーのマイナス端子を接続します。
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4 . スプライスの使い方（ハンダ付けの方法）

4  . ギボシの使い方

1.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

3.電工ペンチを使用し確実にかしめる。

又はハンダを盛る。

4.絶縁テープを巻く。

1.配線の被覆を剥き、スリーブを 2.配線をギボシにセットする。

3.電工ペンチを使用し、内側の圧

着部を芯線とかしめる。

3.外側の圧着部を被覆の上から

かしめ、スリーブをかぶせる。

セットする。ハンダ付

けの場合不要。

通す。



4. 取り付け方法

・ホットワイヤー、フラップ、圧力センサー使用車両

・カルマン渦周波数センサ使用車両

※一部のマツダホットワイヤー車両(NB※C、BJFW)は下図を参照し、

付属のエアフロアダプタを取り付けます。

13



4. 取り付け方法
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・VTEC搭載車両

・RB26DETT搭載車両

・e-manageサポートツールで拡張機能（エアフロ補正MAP、エンジンストール防止設定）等　

を使用しない場合、スロットル信号（灰線）は配線しなくても構いません。

・ハーネスkit点火、ハーネスkit I/Jを配線する場合は、各ハーネスの取扱説明書または、

e-manageサポートツールの取扱説明書を参照して下さい。

重 要
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5. 各部の名称

ACTIVE INTERACTION
AIR－FLOW  ADJUST  VOL.（±20％） 

SET RPM

1

0

＋ － 2

0

＋ － 3

0

＋ － 4

0

＋ － 5

0

＋ － 

① 

② ③ 

④ 

CONNECTOR 1
MADE IN JAPAN

CONNECTOR 2 BOOST

⑤ ⑥ ⑦ 

フロントパネル

リアパネル
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5. 各部の名称

①①AACCTTIIVVEE LL..EE..DD..

・本体に電源が入っている時、通常グリーンに点灯、点滅します。

・A.A.V.の各設定回転数になった時、オレンジに点灯、点滅します。

（2000,3000,4000,5000,6000rpmにて点灯、点滅します。）
・補正を行っている時、点滅表示します。

・A.A.V.された補正値を点滅表示します。

・自己診断機能が作動したした際、レッド高速点滅します。

②②AAIIRR--FFRROOWW AADDJJUUSSTT VVOOLL..（（AA..AA..VV..））
・５ポイントの回転数における補正値を調整する時使用します。

③③IINNTTEERRAACCTTIIOONN

・e-manageサポートツールと接続する為のUSBポートです。

④④IINNTTEERRAACCTTIIOONN LL..EE..DD..

・IG電源ON（エンジン未始動）時は点灯、パソコン等と通信中及び

エンジン始動後、回転信号が認識されると点滅します。

⑤⑤CCOONNNNEECCTTOORR 11（（１１８８ピピンン））

・付属の取付けハーネスを接続する為の接続部です。

⑥⑥CCOONNNNEECCTTOORR 22（（１１２２ピピンン））

・ハーネスkit点火を接続します。

⑦⑦ププレレッッシシャャーーセセンンササ接接続続ココネネククタタ

・オプションパーツを接続するコネクタです。

※オプションパーツを使用する場合、e-manageサポートツールで設定　

が必要です。
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5. 初期設定

◎ロータリースイッチの設定

・初めに付属の六角レンチを使用し、下図のようにフロントパネルを取外

します。

・本書31ページからの車種別信号位置図の表のロータリースイッチ設定

を参照し、ACTIVE L.E.D.右側３個のロータリースイッチにて設定を行

って下さい。

※スイッチ番号は左側から１，２，３となり、センサータイプ適合表の

番号と呼応しています。

フロントパネル取外し

エンジン始動の前に初期設定を必ず行って下さい。

注注意意
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5. 初期設定

① ② ③ ④ ⑤ 

①　気筒数設定スイッチ

②　エアフロタイプ設定スイッチ

③　エアフロタイプ設定スイッチ

上記は車種別信号位置図の番号に従い設定して下さい。

④　VTECポイント・ボリューム（V.P.V）

・VTEC切り換えポイントの変更をする時に使用します。

⑤　VTECエアフロ・アジャスト・ボリューム（V.A.A.V）

・VTEC切り換えポイントの変更した際の燃調がズレを補正する時に使

用します。

ボリューム操作は付属の調整ドライバーを使用し、丁寧に設定を行っ

て下さい。

注注意意
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5. 初期設定
◎ジャンパー設定

取り付けを行う前に、車両の設定を本体基盤のジャンパーで設定を行い

ます。

（設定方法）

1,プラスドライバーを使用し、本体底面のビス2本を取外し、丁寧に基板を

引き出して下さい。

2,下図及び次ページを参照し、ジャンパーピンの接続を行って下さい。

・接続が終わったら設定終了となりますので、取外しの逆の手順で基板を

戻し、フロントパネルを取付けて下さい。

3,下図及び、次ページを参照し、ジャンパーピンの設定を行います。

4,設定が終わったら、取り外した逆の手順で基盤を戻します。

★ジャンパー表

★ジャンパー説明
JP1

・ホンダデスビ車は「2-3」にします。

JP2

・ホンダデスビ車は「2-3」にします。

・トヨタ車等で点火信号線を接続し、タコメーターが動かない、点火しない等の症

状が発生した場合、「2-3」にします。

JP3

・エアフロが2つある車両（GT-R等）の場合、「1-2」にします。

・VTEC搭載車両で、VTECも切り替えポイントを変更する場合、「2-3」に

します。

・外部出力（O2センサーアダプタ1等）を使用する場合、「2-3」にします。



5. 初期設定
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ジャンパーの設定は絶対に間違えないで下さい。本製品だけでなく、車両の

電装系まで破損する可能性があります。

注注意意

※オープンの際は、ジャンパーピンを接続しない状態の為、紛失しないよ

うに必ず端子の片方に仮付けして下さい。

★ジャンパー位置図

JP4

・VTEC入力信号を接続する場合、「1-2」にします。

・エアフロがカルマン渦の場合、「オープン」にします。

JP5

・8気筒の車両で、インジェクター信号CH-Aをメインインジェクターの増量で使用

する場合、「オープン」にします。

JP6

・8気筒の車両で、インジェクター信号CH-Bをメインインジェクターの増量で使用

する場合、「オープン」にします。

JP7

・VTEC信号線の他にVTM信号があるVTEC車両は、「オープン」にします。

・エアフロがカルマン渦の場合、「1-2」にします。
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６. 最終確認

・本体固定方法

本体は、付属のＭ4ネジ、または市販のロックファスナー、ステー等を　

使用し、フロア等に確実に固定して下さい。

プレートは本体を車両に取付けした後、プレート裏のハクリ紙をはが

して、しっかりと貼り付けて下さい。（エンブレムは本体に仮付け

した状態で出荷されています。）

両面テープを貼る面は、中性洗剤を使って、よごれ、油分をよく

拭き取って下さい。

・・

おお願願いい

本製品は湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や、ヒ

ーターの吹き出し口等、高温になる所を避け、必ず車内に取り付

けて下さい。

出来るだけフロアマット、カーペット等で覆わないようにして下

さい。

注注意意

取り付け箇所・取り付け方法は慎重に検討し、絶対に脱落や運転

の妨げにならないようにして下さい。誤った取り付け箇所・取り

付け方法は、車両破損の原因や運転の妨げになる可能性があり大

変危険です。

警警告告
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６. 最終確認

最最終終仕仕上上げげととししてて以以下下のの項項目目をを必必ずず確確認認ししてて下下ささいい。。

・取付けた配線が確実に接続されているかもう一度確認て下さい。

・取付けた配線が運転運転の妨げにならないように、きちんとまとめら

れ、固定されているかもう一度確認して下さい。

・本体部が運転の妨げにならないように、確実に固定されているか、も

う一度確認して下さい。

・本製品の取付けの際に取外した車両側の内装、ハーネス類が、元通り

に戻されているか、もう一度確認して下さい。

・初期設定終了後再度IG ON（エンジン未始動）状態でACTIVE L.E.D.

がグリーンに点灯している事を確認して下さい。グリーンに点灯して

いない場合28ページトラブルシューティングを参照して下さい。

・確認終了後エンジン始動して下さい。ACTIVE L.E.D.エラー表示（レ

ッド高速点滅）していないか確認して下さい。

・バッテリーのマイナス端子を、外れないように、しっかりと取付け、

ボンネットを確実に閉めて下さい。
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7．実際の燃料調整について

本製品はエアフロセンサー（又はプレッシャーセンサー）から出力された

信号を取り込み、エアフロ電圧値から吸入空気量の値を算出し、フロント

パネルの補正ボリュームに応じた吸入空気量の値を再びエアフロ電圧に換

算し、エンジンコントロールユニットへ出力します。

・AIR-FROW ADJUST VOL.（エアフロ・アジャスト・ボリューム）調整に

ついて

１．ACTIVE L.E.D.は本体に電源が投入されるとグリーンになります。

２．補正は付属の調整ドライバーを使用し、各A.A.Vを右（プラス）側、又

は、左（マイナス）側へ少し回しますとエアフロ・アジャストモード　

になり、設定出来ます。

補正は±20％（１％毎）の範囲で設定可能です。

３．A.A.Vの目盛りを目安に、およその補正値付近までA.A.Vを回します。

この時、ACTIVE L.E.Dは消灯します。設定中、補正値が0％になると、

ACTIVE L.E.D.はオレンジ点滅します。

４．２秒以上操作しなければ、ACTIVE L.E.D.のオレンジ点滅回数で現在　

の補正値を２回表示（補正値の表示は絶対値で行います。）ACTIVE 

L.E.Dがグリーンに変わり、設定終了となります。

５．目標補正値に合うまで３～４の操作を各ポイント毎に繰り替えし行っ

て下さい。
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7．実際の燃料調整について

各ポイントの補正値はメモを取っておく事をお奨め致します。補正値

確定後は補正値の確認が出来ません。

おお願願いい

・設定値の表示方法

１．実際のエンジン回転数が設定回転数になった時、ACTIVE L.E.D.は

グリーンからオレンジになります。

（2000、3000、4000、5000、6000rpmでオレンジになります。）

２．実際に補正を行っている時、ACTIVE L.E.D.は点滅します。

補正が1％～10％の時、点滅になります。

補正が10％～20％の時、速い点滅になります。

AACCTTIIVVEE LL..EE..DD..ににつついいてて
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7．実際の燃料調整について

例　各A.A.VのSET RPM及び補正値が以下の場合

SET RPM 1 2 3 4 5

2000rpm 3000rpm 4000rpm 5000rpm 6000rpm

補正値　　 -5％　　 -10％　　　+5％　　+10％　　　+5％

上記の（グラフの）ようになります。

A.A.Vの間の補正値は前後の補正値を補間し決定されます。

例　上記グラフにて4500rpmの時は、A.A.V３とA.A.V４の間になる為、

補正値は+7.5％となります。

尚、2000rpm以下はA.A.V１の補正値-5％、6000rpm以上はA.A.V5

の補正値+5％となります。



例　ノーマルVTEC切り換えポイン

トが5000rpm。VTEC切り換え

ポイントを4000rpmに変更し、

V.P.Aをー２％に設定した場合。

点線のA.A.V補正値から、実線　

のー２％の補正が行われます。

7．実際の燃料調整について

・VTEC切り換えポイントの変更

フロントパネルのV.P.Vを使用し、ノーマル状態でのVTEC切り換えポイ

ントをセンターに、±1000rpm（100rpm毎）の範囲で変更出来ます。

注）VTEC切り換えポイント変更直後の１回目はポイント認識の為、変更前

のポイントで切り換わり、２回目以降からは変更後のポイントで切り

換わります。

・VTECエアフロ・アジャスト機能

e-manageにてVTEC切り換えポイントの変更した際、ECUから出力される

切り換えポイントと実際の切り換えポイントにはズレが発生する為、燃調

がずれてしまいます。この機能は切り換えポイントのずれている間だけ、

A.A.Vだけでは調整出来ない細かい補正を行う事が可能です。

V.A.A.Vを使用し、±10％（1％毎）で設定出来ます。

この補正は、A.A.Vの補正値にそのままプラス叉は、マイナスする形でけ計

算されます。

26



８. 自己診断機能

・チェック機能の説明

この機能は本体に電源が投入された状態で、下記に示す何らかのエラー

が発生した場合にACTIVE L.E.D.がグリーンから、レッド点滅（高速フ

ラッシュ）へ変わります。

この場合、速やかにエンジンを停止し、再度IG ON のみ（エンジン未

始動）の状態でチェック・モードに入ります。

チェック・モードに入ると検出されたエラーコードの全てを連続で下記

の点滅状態にて表示します。

チェック・モードからIG OFFし、エラー内容の改善を行い、再度IG 

ON を行うと通常モードに戻ります。

※エラー内容の改善がされていない場合は、IG ON を行うと何度でもエ

ラーコード出力状態は続きます。

チェック・モード項目一覧表

27
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症　　　状 対処方法考えられる原因

９. 故障かな？と思ったら･･･（トラブルシューティング）

・エアフロ選択スイッチを間違

えて設定している。

・エアフロ信号入力、エアフロ

信号出力線を間違えて配線し

ている。又は接触不良。

・電源、アース線の取出し位置

を間違っている。又は、取出

し位置の接触不良。

・接続と配線場所を確認して

下さい。

・配線をハンダ付けして絶縁　

テープを巻く等、確実に接

続して下さい。

・31ページ以降の車種別信号

位置図を参照して配線位置

図、ロータリースイッチを

確認して下さい。

・取付けハーネスのコネクター

が確実に入っていない。

①ACTIVE L.E.D.が点

灯しない。

・コネクターの差し込みを確

実に行う。

②エンジンが始動出来

ない。

以下の表を参考に、もう一度確認して下さい。

⑤VTECが切り替わら

ない。

・31ページ以降の車種別信号

位置図を参照して配線位置

図、ロータリースイッチを

確認して下さい。

・エアフロタイプ選択スイッチ

を間違えて設定している。

・配線の位置を間違えている。

又は接触不良。

③SET RPMでACTIVE 

L.E.D.がオレンジに

ならない。

・回転信号線以外に接続されて

いる。

・気筒数設定スイッチが間違っ

ている。

・31ページ以降の車種別信号

位置図を参照して配線位置

図、ロータリースイッチを

確認して下さい。

・配線、ジャンパー設定に間違

いがある。

・27ページを参照し、エラー

コード確認して下さい。

④ACTIVE L.E.D.が

レッド高速点滅す

る。

・20,21ページのジャンパー

設定を参照してジャンパー

の設定を確認して下さい。

・ジャンパー設定を間違えてい

る。



１０. アフターサービスについて

・本製品について、何かご不明な点がございましたら、弊社までご

連絡下さい。

・付属されている保証書は、大切に保管して下さい。

・新品をお買い上げの時点で保証書の製品番号と、本体付属の製品

番号が異なる場合は、お手数ですがお買い上げ店、または弊社ま

でご連絡下さい。

・保証書、e-manage本体の製造番号は、当社の厳密な検査に合格した

物である事を証明します。万一、ご購入年月日より１年以内に当

社の責任と認められる故障を生じた場合は、保証書と合わせて製

品をご提示下されば、無償修理を致します。

・保証期間経過後の修理、また、お客様の不注意により修理が必要

になった場合でも、お気軽に弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト　本社

〒289ー1605 千葉県山武郡芝山町大台3115番地5

ＴＥＬ.0479（77）3000

e-manage用オプションパーツ

・e-manage support tool（通信ソフト）

・e-manageオプションハーネスキット（I/J）

・e-manageオプションハーネスキット（点火）

・ターボ用圧力センサー

・圧力系センサーハーネス

・A/F計入力ハーネス
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１１．車種別ECU位置図

7

3
6

54
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トランク

9
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エンジンルーム内
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１２．車種別信号位置図
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１２．車種別信号位置図





１２．車種別信号位置図
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１２．車種別信号位置図
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１２．車種別信号位置図
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Osaka
5.7pt

１２．車種別信号位置図
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１２．車種別信号位置図
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Osaka
5.7pt

１２．車種別信号位置図
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１２．車種別信号位置図

中ゴシック体
5.04pt
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１２．車種別信号位置図



43

１２．車種別信号位置図
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１２．車種別信号位置図
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１２．車種別信号位置図
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