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安全上のご注意
■はじめに

・この製品についての説明には、製品を使用する際と、自動車に装着する際の注意事項が詳

しく記載してあります。良くお読みになって、正しくお使いください。

・装着車両に、この製品システム以外の製品装着や改造を行った場合に発生する不具合に関

して、弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・お客様ご本人または第三者の方が、この製品および付属品の誤った使用や、その使用中に

生じた故障、その他の不具合によって受けられた障害については、弊社は一切の責任を負

いかねますのであらかじめご了承ください。

・この製品および付属品は、改良のため予告なく変更する事があります。

警告
この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、人が死亡または重傷を負う可

能性が想定される危険の状況を示します。

・換気の良い場所で取り付け作業を行ってください。

換気の悪い場所で作業を行うと、爆発・火災の原因となります。

・この製品および付属品はしっかりと固定し、運転の妨げになる場所・不安定な場所に取り

付けないでください。

運転に支障をきたし、事故の原因になります。

・この製品は、車両電源がＤＣ１２Ｖ車で車体（ボディ）アースの車両専用です。

ＤＣ２４Ｖで使用しないでください。火災の原因となります。

・バッテリーのマイナス端子をはずしてから、取り付け作業を行ってください。

ショートなどによる火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。

・コネクタを外す場合、ハーネスを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。

ショートなどによる火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。

・この製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、製品の使用をすみやかに中止し、販

売店または弊社までお問い合わせください。

そのまま使用すると、感電や火災、電装部品の破損の原因となります。

・運転者は走行中にこの製品の操作を行わないでください。

事故の原因となる恐れがあり大変危険です。

・この製品の取り付け時に、エンジンルーム内の電気配線や配管類を傷つけないよう注意し

てください。

ショートなどによる火災、電装部品・エンジン・車両の破損の原因となります。
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注意
この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、人が軽傷または中程度の傷害

を負う可能性が想定される危険な状況および物質損害の発生のみが想定される状況を

示します。

・この製品の取り付けは、必ず専門業者に依頼してください。

取り付けには専門の知識と技術が必要です。

・この製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えないでください。

作動不良や空気漏れの原因になる場合があります。

・この製品の加工・分解・改造は行わないでください。

事故、火災、感電、電装部品の破損、焼損の原因となります。

・高温になる場所や、水が直接かかる場所には、取り付けをしないでください。

感電、火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。

・エンジンルーム内の温度が下がってから、作業をはじめてください。

エンジン本体、ラジエター、排気関係の部品は高温になり、火傷の恐れがあります。

・定期的に点検を実施し、十分に注意してご使用ください。

この製品は耐久性を考慮して、厳選された材料を使用し、厳重な社内品質管理のもと

に製造されていますが、車両の使用条件などにより、耐久性が落ちたり、異物をかみ

込んでバルブがスティックする事があります。

・過給圧の上げ過ぎには、注意してください。

過給圧を上げ過ぎると、エンジン・タービンを破損する恐れがあります。過給圧の上

げ過ぎよる不具合に関して、弊社は一切のその責任を負いかねますのであらかじめご

了承ください。

・取り付け作業のために一時的に取り外す純正部品は、破損・紛失しないように大切に

保管してください。

当社は取り付け作業による物的損害の責任を負うことはできませんので、慎重に作業

を行ってください。

・ボルト・ナット類は、適切な工具で確実に締め付けてください。

必要以上に締め付けを行うと、ボルトのネジ部が破損します。
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■はじめに確認してください!
この度は、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に且つ正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をよくお読みください。

最初に
■本製品は車速信号を利用して車両の駆動パワー及びＮＥＴパワーを算出表示するマルチメー

ターです。車速信号から加速度を算出しますので、車両重量、２ＷＤ／４ＷＤの区別、車種

別の補正値（走行抵抗補正）を別途入力するだけで駆動パワー及びＮＥＴパワーが算出でき

ます。実際にロードを走行して算出しますので、路面の摩擦抵抗、勾配、空気抵抗なども含

まれる為より正確な計測ができ、ＭＡＸ１２００ＰＳに対応します。また、同時にスピード

メーターとしての機能も備えています。尚、パワー（馬力）の単位は、ＰＳ・ｋＷ・ＨＰよ

り選択が可能です。

■製品の特徴
・愛車の駆動パワーと車両スピードをリアルタイムに測定表示。もちろんピークホールド

（パワーはＮＥＴ、スピードはＭＡＸスピード）、ワーニング機能も搭載しています。

・表示方法はデジタル表示、グラフィック表示の選択が可能。グラフィック表示は走行にあ

わせて画面がスクロールするのでリアルタイムな表示が可能です。

・駆動パワー計測 ＰＳ（０～１２００ＰＳ）、ＨＰ（０～１１８３ＨＰ）、ＫＷ（０～８８２

ＫＷ）の選択が可能。また、スピード計測　ｋｍ／ｈ（０～３９９ｋｍ／ｈ）、ＭＰＨ（０

～２４９ＭＰＨ）の選択が可能です。

・シャーシダイナモ計測機能搭載。（ＮＥＴパワーをリアルなグラフで表示）シャーシダイナ

モグラフがコックピッドで再現できます。

・ＤＡＳＨ計測機能搭載　０－２００Ｍ、０－４００Ｍ、０－１ｋＭ、０－１／８Ｍｉｌｅ

０－１／４ｍｉｌｅ、０－５／８ｍｉｌｅ、０－１００ｋｍ／ｈ、０－２００ｋｍ／ｈ

０－３００ｋｍ／ｈ、０－５０ＭＰＨ、０－１００ＭＰＨ、０－２００ＭＰＨ、など各種

タイム計測ができ、過去6回のタイムをメモリー（記憶）します。

・視認性、インテリア性を重視したグラフィックＬＣＤ大型イルミドライブディスプレイを

採用。サイズは１／２ＤＩＮで厚みはわずか１５ｍｍ。取り付けしやすく、操作性に優れ

たコンパクトな表示器です。

・ブーストコントローラー　ＳＢＣ　ｉ－Ｄと光通信（ＩＲＣ）により連動機能が可能です。

ＳＢＣ　ｉ－Ｄと並べるだけでデータ通信を開始し、パワー・スピードがＳＢＣ側でも表

示可能なリプレイ機能も使用できます。

ＳＢＣ　ｉ－Ｄ側ではスピードによるマップ機能が使用可能になるなどＳＢＣ　ｉ－Ｄを

サポートします。
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■非接触赤外線光通信
非接触光通信方式によるオプション機器の接続が可能です。接続にはＳＢＣ　ｉ－Ｄに付属

の連結プレートを用いて位置合わせを行ってください。

オプション機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）への通信を行えばデータを記録・再生する事もでき、接

続相手にワーニングが発生した時には連動してバックライトが赤く点灯します。

オプション機器のデータ種類・種類名・単位・データ桁数などについてはオプション機器に

よって設定されるので、ＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－Ｄ側での設定はできません。

■ＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－Ｄの表示馬力
本製品は車重と速度の関係より実際にタイヤが路面に対して行う仕事量を演算し駆動馬力

として表示しますので実際のエンジン単体での出力や各自動車メーカーが公表している数

値（ネット馬力）とは異なります。実際にロードを走行して計測するので、その時々のエン

ジンが発生する馬力から各種抵抗値（転がり抵抗、空気抵抗、駆動ロス）を差し引いた数値

が実際の駆動馬力としてリアルタイムにＮＯＷ部に表示され、ＣＨＡＳＳＩＳＤＹＮＡＭＯ

画面やＰＯＷＥＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ／ＧＲＡＰＨＩＣ画面ではＭＡＸ　ＮＥＴ（最大瞬間馬

力）が表示されます。これは、各車両の前面投影面積（ＣｄＡ）から空気抵抗値を演算する

ことによりエンジンの発生する最大馬力を表示します。

※ＮＯＷ・・・・・・・その時々の駆動馬力（ＰＳ、ＨＰ、ＫＷ）

※ＭＡＸ　ＮＥＴ・・・その車両のエンジンが発生した最大瞬間馬力（ＰＳ、ＨＰ、ＫＷ）
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配線
車両の以下の系統へ接続してください。

赤色：メイン電源（ＩＧＮ－ＯＮで１２Ｖかかる場所）

黒色：ＧＮＤ（ボディアース）

橙色：車速信号（別冊ＥＣＵ配線図参照）

■製品の構成と各部の名称

（１）操作表示部

ＭＥＮＵ

スクロール

スクロール

ＥＮＴＥＲ
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構成部品及び付属品リスト
コントローラー本体

1

接続ハーネス

1

エレクトロタップ

1

丸端子、ギボシセット

1

マジックテープ

1

両面テープ

1

取扱説明書

1

ＥＣＵ配線図

1
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●ＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－Ｄの取り付け作業手順
取り付け上のご注意

１．バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

●ショートなどによる電装部品の破損や火災を防ぎます。取り付けミスにより車両やその他

機器が破損した場合、弊社は一切の責任を負いません。

●カーオーディオやナビゲーションシステムなど、バッテリー電源にてバックアップメモリ

が失われる事がありますので事前にメモしておく事をお勧めします。

２．ＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－Ｄを付属の両面テープ等を使用して運転に支障のない場所

へ取り付けてください。またエアコンの吹出口や直射日光の当たるダッシュボード上等温

度の高くなる場所は避けてください。電子部品の作動温度の限界温度を超えた場合本体が

作動不良をおこしたり、ケースの変形等により操作に支障をきたす場合があります。

●ＯＰＴＩＯＮ機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）と連動させる場合はＳＢＣ　ｉ－Ｄの取扱説明書に

従い、連結プレートを使用して取り付けてください。

３．３Ｐハーネスの赤色線を＋１２Ｖ、黒色線をＧＮＤ（ボディーアース）、橙色線を車速信号

線に付属のギボシセット及びエレクトロタップを使用してつないでください。

●電源はＤＣ１２Ｖ車専用です。２４Ｖには対応しません。

●ＧＮＤ（ボディーアース）は確実に接地させてください。塗装がのっていたり、アースが

不十分な場合は本体が正常に機能しない場合があります。

●車速信号の取りだしは別冊のＥＣＵ配線図を参照してください。接触不良で車速パルスが

うまく入力されないと本体が正常に機能しない場合があります。

取り付け後の作動確認

１．バッテリーのマイナス端子を接続してください。

●しっかり固定し走行中の振動等で外れないようにしてください。

２．ＩＧＮ－ＯＮでオープニング画面が表示され約４秒後にＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ画面が表示さ

れます。

●画面が表示されない場合は電源系統の異常もしくはコネクターの接触不良等が考えられま

す。もう一度テスター等で確認してください。

３．エンジンを始動し、ＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－ＤのＤＩＳＰＬＡＹをＳＰＥＥＤ表示

に切り替えてください。日産車以外は実際に走行して車速が表示されればＯ．Ｋです。

日産車はキャリブレーション（時速４０ｋｍ／ｈでの学習）作業が必要です。

●接触不良もしくは取り付け不良の場合、車速が正しく表示されない事があります。もう一

度ＥＣＵ配線図で取り付けの確認をしてください。
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ＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－Ｄは車速信号を利用し、その車両の重量等を設定するだけで仕

事量（駆動馬力及びＮＥＴ馬力　ＰＳ）を算出表示するパワー＆マルチメーターです。

ここで設定したデータはＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－ＤのＣＰＵにメモリされ、ＭＡＩＮ

ＭＥＮＵでＡＬＬ　ＲＥＳＥＴを選択しない限りＩＧＮ－ＯＦＦの状態でもデータを保存しま

す。

１．メインメニュー項目の選択
ＩＧＮ－ＯＮでオープニング画面となり、その後最初に現れる画面でＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ

ｉ－Ｄの基本となるメニュー項目が表示されます。

（図）

３．選択の取り消し（ＵＮＤＯ機能）

ＥＮＴＥＲで選択項目の画面へ移動した場合、ＭＥＮＵキーを押すことでＭＡＩＮ　ＭＥ

ＮＵ画面に戻ることができます。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ（メインメニュー選択画面）

１．選択方法

スクロールボタンのＵＰ↑／ＤＯＷＮ↓でＭＡＩＮ　ＭＥＮＵの希望の項目を選択します。

選択された項目が反転して表示されます。

２．決定方法

ＥＮＴＥＲ　ＫＥＹを押す（プッシュ）と決定し画面が切り替わります。
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■ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ各項目

ＰＯＷＥＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ　：駆動馬力（ＰＳ）デジタル値表示画面へ移行します。

ＳＰＥＥＤ　ＤＩＧＩＴＡＬ　：速度（ＳＰＥＥＤ）デジタル値表示画面へ移行します。

ＰＷ・ＳＰ　ＤＩＧＩＴＡＬ　：駆動馬力・速度デジタル値同時表示画面へ移行します。

ＰＯＷＥＲ　ＧＲＡＰＨ　　　：駆動馬力グラフィック（グラフ）表示画面へ移行します。

ＳＰＥＥＤ　ＧＲＡＰＨ　　　：速度グラフィック（グラフ）表示画面へ移行します。

ＣＨＡＳＳＩＳ　ＤＹＮＡＭＯ：シャーシダイナモグラフ表示画面へ移行します。

ＤＡＳＨ　　　　　　　　　　：ＤＡＳＨタイム計測画面へ移行します。

ＬＡＳＴ　ＲＥＣＯＲＤ　　　：ＤＡＳＨタイム記録画面へ移行します。

ＷＡＲＮＩＮＧ　　　　　　　：ワーニング値セット画面へ移行します。

ＷＥＩＧＨＴ．ＰＷ　ＬＯＳＳ：車重／駆動別／走行補正値　入力画面へ移行します。

ＳＰＥＥＤ　ＣＡＬＩＢ． ：車速キャリブレーション画面へ移行します。

ＧＲＡＰＨ　ＳＣＡＬＥ　　　：グラフの縦軸スケール（ＰＯＷＥＲ／ＳＰＥＥＤ）セット

画面へ移行します。

ＡＵＴＯ　ＰＥＡＫ　　　　　：オートピークセットをＯＮ／ＯＦＦします。

ＳＰＤ　ＵＮＩＴ　　　　　　：速度、車重表示単位を変更します。

ＰＯＷ　ＵＮＩＴ　　　　　　：駆動馬力表示単位（ＰＳ／ＫＷ／ＨＰ）を変更します。

ＣＯＮＴＲＡＳＴ　　　　　　：ＬＣＤのコントラストを変更します。

ＢＲＩＧＨＴ　　　　　　　　：ＬＥＤバックライトの明るさを変更します。

ＲＥＳＥＴ　　　　　　　　　：設定内容をすべて初期化します。

項目を↑キー、↓キーで移動してＥＮＴＥＲキーを押すと選択され、実行されます。

■簡単な使い方
１．ＳＰＥＥＤ（速度）のキャリブレーションを行ってください。

基本的に日産車以外は行う必要はありません。但し著しくスピードメーターとズレが生じ

ている場合や特殊な車種はその例外ではありません。

２．ＷＥＩＧＨＴ．ＰＷ　ＬＯＳＳの項目を選択して車両の重量（ドライバー等の重量を含む）

及び駆動方式の区別（２ＷＤ／４ＷＤ）、ＰＯＷＥＲ　ＬＯＳＳ（走行抵抗補正）を入力し

てください。 車種別の補正値はＰ24を参照して下さい。

３．初期の最低限必要な設定は以上の２項目です。その他の応用的な使用方法やＯＰＴＩＯＮ

機器との連動機能は本説明書を良くお読みなって使用して下さい。
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■各項目画面の説明

ＰＯＷＥＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ（駆動馬力デジタル値表示画面）

表示のサンプリングタイムは０．２秒毎です。

現在駆動馬力　　　　　　：表示範囲０～１２００ＰＳ　　駆動馬力は実際にタイヤが路面に

０～８８２ｋＷ　　　対して行っている仕事です。

０～１１８３ＨＰ　　リアルタイム表示します。

０．６秒間のピークホールド表示

ＭＡＸ　ＮＥＴ　　　　　：各種抵抗値を含めたエンジンのＭＡＸ（最大）瞬間馬力

現在駆動馬力のバーグラフ：スケール値　２００、３００、４００、８００、１２００

馬力単位の種類　　　　　：ＰＳ、ｋＷ、ＨＰから選択可能です。

ＤＩＧＩＴＡＬ画面表示中にＥＮＴＥＲキーを押すとスケール値変更モードになります。

↑キー、↓キーでフルスケール２００、３００、４００、８００、１２００（ＰＳ、ｋＷ、Ｈ

Ｐ）のいずれかを選択してＥＮＴＥＲキーで確定します。このフルスケール変更は駆動馬力グ

ラフ表示画面とシャーシダイナモグラフ表示画面、グラフの縦軸スケールセット画面の設定に

も反映され、連動して切り替わります。

↑キーを押すとＬＡＳＴ　ＲＥＣＯＲＤ（ＤＡＳＨタイム記録）画面へ移行します。

↓キーを押すとＳＰＥＥＤ（速度）デジタル値表示画面へ移行します。

ＭＡＸ　ＮＥＴ値のリセット

リセットの方法についてはＰ１７（ＣＨＡＳＳＩＳ　ＤＹＮＡＭＯの項目）を参照して下さい。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ショートカット操作

ＥＮＴＥＲキーを３秒間連続して押すと速度調整画面（ＳＰＤ　ＣＡＬＩＢ．）へ移行します。

ＯＰＴＩＯＮ機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）との連動機能

ブーストコントローラーのＳＢＣ　ｉ－Ｄが再生モードの場合、あらかじめ記録（ＲＥＣ）さ

れた駆動馬力のデータを連動して再生します。
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ＳＰＥＥＤ　ＤＩＧＩＴＡＬ（速度デジタル値表示画面）

表示のサンプリングタイムは０．２秒毎です。

現在速度（ＳＰＥＥＤ） ：表示範囲　０～３９９ｋｍ／ｈ

０～２４９ＭＰＨ

ピーク速度　　　　　　　　　：速度のＭＡＸ（最大）値

現在速度のバーグラフ　　　　：スケール２００、４００ｋｍ／ｈ

１２５，２５０ＭＰＨ

速度単位の種類　　　　　　　：ｋｍ／ｈ、ＭＰＨから選択可能です。

ＤＩＧＩＴＡＬ画面表示中にＥＮＴＥＲキーを押すとスケール値変更モードになります。

↑キー、↓キーでフルスケール２００、４００ｋｍ／ｈ（１２５，２５０ＭＰＨ）のいずれか

を選択してＥＮＴＥＲキーで確定します。このフルスケール変更は速度グラフ表示画面とシャ

ーシダイナモグラフ表示画面、グラフの縦軸スケールセット画面の設定にも反映され、連動し

て切り替わります。

↑キーを押すとＰＯＷＥＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ値表示画面移行すします。

↓キーを押すとＰＯＷ．ＳＰＤ　ＤＩＧＩＴＡＬ値表示画面へ移行します。

速度ＰＥＡＫ値のリセット

↑キーと↓キーを同時に押すと速度ピーク値がリセットできます。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ショートカット操作

ＥＮＴＥＲキーを３秒間連続して押すと速度調整画面（ＳＰＤ　ＣＡＬＩＢ．）へ移行します。

ＯＰＴＩＯＮ機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）との連動機能

ブーストコントローラーのＳＢＣ　ｉ－Ｄが再生モードの場合、あらかじめ記録（ＲＥＣ）さ

れた速度データを連動して再生します。
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ＰＷ．ＳＰ　ＤＩＧＩＴＡＬ（駆動馬力・速度デジタル値表示画面）

表示のサンプリングタイムは０．２秒毎です。

現在駆動馬力　　　　　　　：表示範囲はＰＯＷＥＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ画面と同様です

現在速度　　　　　　　　　：表示範囲はＳＰＥＥＤ　ＤＩＧＩＴＡＬ画面と同様です

馬力・速度のバーグラフ　　：フルスケール２００、３００、４００、８００、１２００

２００、４００ｋｍ／ｈ、１２５，２５０ＭＰＨ

単位の種類　　　　　　　　　：ＰＳ、ｋＷ、ＨＰ、ｋｍ／ｈ、ＭＰＨから選択可能です。

ＤＩＧＩＴＡＬ画面表示中にＥＮＴＥＲキーを押すとスケール値変更モードになります。

↑キー、↓キーでフルスケール２００、３００、４００、８００、１２００（ＰＳ、ｋＷ、Ｈ

Ｐ）、２００、４００ｋｍ／ｈ（１２５，２５０ＭＰＨ）のいずれかを選択してＥＮＴＥＲキー

で確定します。このフルスケール変更は駆動馬力グラフ表示画面、速度グラフ表示画面、シャ

ーシダイナモグラフ表示画面、グラフの縦軸スケールセット画面の設定にも反映され、連動し

て切り替わります。

フルスケール設定によって駆動馬力バーグラフか速度バーグラフが選択可能です。

↑キーを押すとＳＰＥＥＤ　ＤＩＧＩＴＡＬ値表示画面移行します。

↓キーを押すとＰＯＷＥＲ　ＧＲＡＰＨＩＣ表示画面へ移行します。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ショートカット操作

ＥＮＴＥＲキーを３秒間連続して押すと速度調整画面（ＳＰＤ　ＣＡＬＩＢ．）へ移行します。

ＯＰＴＩＯＮ機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）との連動機能

ブーストコントローラーのＳＢＣ　ｉ－Ｄが再生モードの場合、あらかじめ記録（ＲＥＣ）さ

れた駆動馬力・速度データを連動して再生します。
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ＰＯＷＥＲ　ＧＲＡＰＨＩＣ（駆動馬力グラフ表示画面）

表示のサンプリングタイムは０．２秒毎です。

現在駆動馬力　　　　　　：表示範囲０～１２００ＰＳ

０～８８２ｋＷ

０～１１８３ＨＰ

０．６秒間のピークホールド表示

ＭＡＸ　ＮＥＴ　　　　　：各種抵抗値を含めたエンジンのＭＡＸ（最大）瞬間馬力

現在駆動馬力のバーグラフ：スケール値　２００、３００、４００、８００、１２００

馬力単位の種類　　　　　：ＰＳ、ｋＷ、ＨＰから選択可能です

ＧＲＡＰＨＩＣ画面表示中にＥＮＴＥＲキーを押すとスケール値変更モードになります。

↑キー、↓キーでフルスケール２００、３００、４００、８００、１２００（ＰＳ、ｋＷ、Ｈ

Ｐ）のいずれかを選択してＥＮＴＥＲキーで確定します。このフルスケール変更は駆動馬力グ

ラフ表示画面とシャーシダイナモグラフ表示画面、グラフの縦軸スケールセット画面の設定に

も反映され、連動して切り替わります。

↑キーを押すとＰＯＷ．ＳＰＤ　ＤＩＧＩＴＡＬ値表示画面へ移行します。

↓キーを押すとＳＰＥＥＤ　ＧＲＡＰＨＩＣ表示画面へ移行します。

ＭＡＸ　ＮＥＴ値のリセット

リセットの方法についてはＰ１７（ＣＨＡＳＳＩＳ　ＤＹＮＡＭＯの項目）を参照して下さい。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ショートカット操作

ＥＮＴＥＲキーを３秒間連続して押すと速度調整画面（ＳＰＤ　ＣＡＬＩＢ．）へ移行します。

グラフスクロールについて

２秒間以上連続して駆動馬力が０の場合、グラフスクロールを停止します。再発進で駆動馬力

が算出されれば再びグラフスクロールを再開します。

ＯＰＴＩＯＮ機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）との連動機能

ブーストコントローラーのＳＢＣ　ｉ－Ｄが再生モードの場合、あらかじめ記録（ＲＥＣ）さ

れた駆動馬力のデータを連動して再生します。
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ＳＰＥＥＤ　ＧＲＡＰＨＩＣ（速度グラフ値表示画面）

表示のサンプリングタイムは０．２秒毎です。

現在速度（ＳＰＥＥＤ） ：表示範囲　０～３９９ｋｍ／ｈ

０～２４９ＭＰＨ

ピーク速度　　　　　　　　　：速度のＭＡＸ（最大）値

現在速度のバーグラフ　　　　：スケール２００、４００ｋｍ／ｈ

１２５，２５０ＭＰＨ

速度単位の種類　　　　　　　：ｋｍ／ｈ、ＭＰＨから選択可能です。

ＧＲＡＰＨＩＣ画面表示中にＥＮＴＥＲキーを押すとスケール値変更モードになります。

↑キー、↓キーでフルスケール２００、４００ｋｍ／ｈ（１２５，２５０ＭＰＨ）のいずれか

を選択してＥＮＴＥＲキーで確定します。このフルスケール変更は速度デジタル表示画面とシ

ャーシダイナモグラフ表示画面、グラフの縦軸スケールセット画面の設定にも反映され、連動

して切り替わります。

↑キーを押すとＰＯＷＥＲ　ＧＲＡＰＨＩＣ値表示画面移行すします。

↓キーを押すとＣＨＡＳＳＩＳ　ＤＹＮＡＭＯ表示画面へ移行します。

速度ＰＥＡＫ値のリセット

↑キーと↓キーを同時に押すと速度ピーク値がリセットできます。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ショートカット操作

ＥＮＴＥＲキーを３秒間連続して押すと速度調整画面（ＳＰＤ　ＣＡＬＩＢ．）へ移行します。

グラフスクロールについて

２秒間以上連続して駆動馬力が０の場合、グラフスクロールを停止します。再発進で駆動馬力

が算出されれば再びグラフスクロールを再開します。

ＯＰＴＩＯＮ機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）との連動機能

ブーストコントローラーのＳＢＣ　ｉ－Ｄが再生モードの場合、あらかじめ記録（ＲＥＣ）さ

れた速度データを連動して再生します。
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ＣＨＡＳＳＩＳ　ＤＹＮＡＭＯ（シャーシダイナモグラフ画面）

横軸速度、縦軸馬力のシャーシダイナモグラフを表示します。

リアルタイムに各速度域での計測結果が反映され、グラフ表示は０．２秒毎に更新します。

ＣＨＡＳＳＩＳ　ＤＹＮＡＭＯ画面表示中にＥＮＴＥＲキーを押すとスケール値変更モードに

なります。ＥＮＴＥＲキーを１回押した場合、↑キー、↓キーでフルスケール２００、３００、

４００、８００、１２００（ＰＳ、ｋＷ、ＨＰ）、ＥＮＴＥＲキーを２回押した場合２００、４

００ｋｍ／ｈ（１２５，２５０ＭＰＨ）のいずれかを選択してＥＮＴＥＲキーで確定します。

このフルスケール変更は駆動馬力デジタル値表示画面、速度デジタル値表示画面、駆動馬力グ

ラフ表示画面、速度グラフ表示画面、グラフの縦軸スケールセット画面の設定にも反映され、

連動して切り替わります。さらにＥＮＴＥＲキーを３回押した場合、上図右側の画面のように

ＮＥＴ馬力がグラフに表示され、もう一度ＥＮＴＥＲキーを押せば最初の状態に戻ります。

↑キーを押すとＳＰＥＥＤ　ＧＲＡＰＨＩＣ値表示画面移行すします。

↓キーを押すとＤＡＳＨタイム計測画面へ移行します。

シャーシダイナモグラフのリセット（ＭＡＸ　ＮＥＴ値のリセット）

↑キーと↓キーを同時に押すとシャーシダイナモグラフ及びＭＡＸ　ＮＥＴ値がリセットでき

ます。

[注意] シャーシダイナモグラフをリセットすると連動してＰＯＷＥＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ／Ｇ

ＲＡＰＨＩＣ画面のＭＡＸ　ＮＥＴ値も同時にリセットされます。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ショートカット操作

ＥＮＴＥＲキーを３秒間連続して押すと速度調整画面（ＳＰＤ　ＣＡＬＩＢ．）へ移行します。
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ＤＡＳＨ（タイム計測画面）

車速センサーを利用して合計１２種類のタイム計測がお楽しみいただけます。

タイム計測の種類　　　：０－２００ｍ、０－４００ｍ、０－１ｋｍ

０－１００ｋｍ／ｈ、０－２００ｋｍ／ｈ、０－３００ｋｍ／ｈ

０－１／８ｍｉｌｅ、０－１／４ｍｉｌｅ、０－５／８ｍｉｌｅ

０－５０ＭＰＨ，０－１００ＭＰＨ，０－２００ＭＰＨ

タイム計測時間　　　　：０．０～９９．９ｓｅｃ

計測指示表示　　　　　：ＳＴＯＰ、ＲＥＡＤＹ、ＧＯ、ＧＯＡＬ

距離・速度のバーグラフ：フルスケール　２００ｍ、４００ｍ、１ｋｍ

１００ｋｍ／ｈ、２００ｋｍ／ｈ、３００ｋｍ／ｈ

１／８ｍｉｌｅ、１／４ｍｉｌｅ、５／８ｍｉｌｅ

５０ＭＰＨ，１００ＭＰＨ，２００ＭＰＨ

上記表示画面においてＥＮＴＥＲキーを押すと計測種類変更モードになります。↑キー、↓キ

ーで計測種類を選択し、ＥＮＴＥＲキーで確定してください。

↑キーを押すとＣＨＡＳＳＩＳ　ＤＹＮＡＭＯ表示画面へ移行します。

↓キーを押すとＬＡＳＴ　ＲＥＣＯＲＤ表示画面へ移行します。

タイムの計測

例えば０－４００ｍを選択してタイム計測を行う場合、車輌が動きだした事を感知した時点で

ＲＥＡＤＹの表示が図のようにＧＯに変わりタイムのカウントアップ（ＳＥＣ）をスタートし

ます。

（パルスの誤検出を防ぐ為、速度５ｋｍ／ｈ以下の場合はスタートしません。）

目標値に達するとブザーが“ピー”と鳴り”ＧＯＡＬ　ｘｘ．ｘｓｅｃ“と表示します。

タイムの再計測
↑キーと↓キーを同時に押すと計測値がリセットされ“ＳＴＯＰ　０．０ｓｅｃ“と表示しま

す。ＳＴＯＰ表示後、０．５秒以上停車すると”ＲＥＡＤＹ　０．０ｓｅｃ“と表示し、発進

により計測が開始され”ＧＯ　ｘｘ．ｘｓｅｃ“と表示します。同様に目標値に達するとブザ

ーが“ピー”と鳴り”ＧＯＡＬ　ｘｘ．ｘｓｅｃ“と表示して計測終了です。
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計測種類の変更

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

↑キーを押すとＤＡＳＨ（タイム計測画面）へ移行します。

↓キーを押すとＰＯＷＥＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ値表示画面へ移行します。

ＥＮＴＥＲキーを押すと計測種類変更モードになります。↑キー、↓キーで計測種類を選択し、

ＥＮＴＥＲキーで確定してください。計測開始の操作は上記と同様です。

ＬＡＳＴ　ＲＥＣＯＲＤ（ＤＡＳＨタイム記録画面）

過去６回までの計測記録データを保存表示します。それ以後は常に最新の計測データに上書き

保存され表示されます。尚タイム計測の種類は問いません。

初期画面

記録のリセット

↑キーと↓キーを同時に押すと記録をオールリセットすることができます。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

記録画面
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■ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵでの初期設定

ＷＡＲＮＩＮＧ　　　　　　　：ＯＮ　　警告でＬＣＤバックライトが赤く点灯します

ＯＦＦ　警告を発しません

ＢＵＺＺＥＲ　　　　　　　　：ＯＮ　　警告でブザーを鳴らします

ＯＦＦ　警告でブザーを鳴らしません

ＰＯＷＥＲ　　　　　　　　　：０～１２００ＰＳ　５ＰＳ刻みで設定できます

０～８８０ｋＷ　　５ｋＷ刻みで設定できます

０～１１８０ＨＰ　５ＨＰ刻みで設定できます

ＳＰＥＥＤ　　　　　　　　　：０～３９０ｋｍ／ｈ　１０ｋｍ／ｈ刻みで設定できます

０～２４０ＭＰＨ　　１０ＭＰＨ刻みで設定できます

↑キー、↓キーで設定項目を選択してＥＮＴＥＲキーを押すと内容が変更可能になります。

↑キー、↓キーで好みの数値を設定して再びＥＮＴＥＲキーで確定してください。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ＷＡＲＮＩＮＧ設定がＯＦＦならばＢＵＺＺＥＲがＯＮでもブザーは鳴りません。

ＷＡＲＮＩＮＧ設定がＯＮの時、ＯＰＴＩＯＮ機器が接続されていれば、ＯＰＴＩＯＮ機器

（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）のワーニング発生に連動します。

また、ＯＰＴＩＯＮ機器（ＳＢＣ　ｉ－Ｄ）のワーニング発生に連動する時、ブザーは鳴りま

せんが、連動中に自己のワーニングが発生すれば設定にしたがってブザーを鳴らします。

ＷＡＲＮＩＮＧ（ワーニング値セット画面）
ワーニングに関する各種項目を設定します。

注意事項
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ＷＥＩＧＨＴ．ＰＷ　ＬＯＳＳ（車重及び補正係数入力画面）

お客様のお車の車検証の乾燥重量に乗車する人数分の体重及びその他装備、ガソリン等

車両のトータル重量を入力してください。この重量が実際の実測値よりも少ないと駆動

パワーはマイナス側に、逆に重いとプラス側に計算されます。

上記の２０～３０ｋｇは通常標準装備以外にエマージェンシー用の装備やその他アクセサリー

が装着されている事を考慮しての数字です。予備のタイヤや工具等を積載している場合は当然

その分を考慮に入れる必要があります。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

[例] 車検証の車重が１６００ｋｇ、ドライバーの体重が６０ｋｇ、ガソリン７０Ｌ

その他荷物は一切載せていなく標準装備の場合

１６００＋６０＋７０＋（２０～３０）＝約１７５０ｋｇ

↑キー、↓キーで各項目を選択し任意の数値を入力して下さい。！

車重について注意事項

車重の設定方法
↑キー、↓キーで表示数値を変更し車重を設定してください。

０～４５００ｋｇ（９９２０ｌｂ）まで対応します。

車両が２ＷＤなのか４ＷＤなのかを選択して下さい。

[注意]ＧＴ－Ｒはトルクスプリット４ＷＤなので通常は２ＷＤです。２ＷＤに設定して下さい。

２ＷＤ／４ＷＤの設定

各車両によって異なる空気抵抗値（ＣｄＡ）の補正係数です。

P24の表を参考に数値を入力して下さい。

ＰＯＷＥＲ　ＬＯＳＳの設定
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設定方法

時速４０ｋｍ／ｈで走行しながらＥＮＴＥＲキーを押すとその時の速度が時速４０ｋｍ／ｈに

目盛修正されます。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ＳＰＥＥＤ　ＣＡＬＩＢ．（車速キャリブレーション画面）
日産車の場合は他のメーカーと車速センサーのパルス値が異なりますので必ず行ってください。

その他の車種はスピードメーターの値と大きく異なる場合は次の作業を行ってください。

ＧＲＡＰＨ　ＳＣＡＬＥ（グラフの縦軸スケールセット画面）

項目を↑キー、↓キーで移動してＥＮＴＥＲキーを押すと選択され、変更可能になります。

↑キー、↓キーで設定変更後、ＥＮＴＥＲキーを押して確定すればＯ．Ｋです。

ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへの移行

ＭＥＮＵキーを押すとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵへ戻れます。

ＰＯＷＥＲ及びＳＰＥＥＤのグラフスケールを任意に変更する事ができます。

設定方法

項目を↑キー、↓キーで移動してＥＮＴＥＲキーを押すと選択され、変更可能になります。

ＯＮかＯＦＦを選択してください。初期設定ではＯＦＦです。

ＯＮの場合、速度が２秒間０ならば、次に発進した瞬間に速度のピーク値をクリアにします。

今までの最高値ではなく、ある瞬間の最高値が表示できます。

ＯＦＦでは各スピードグラフ画面にて↑キーと↓キーを同時に押すとピーク値がクリアできま

す。

ＡＵＴＯ　ＰＥＡＫ（オートピークリセット）
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↑キー、↓キーでＬＣＤのコントラストが変更できます。初期設定は３５です。

コントラスト変更可能範囲　：　０～１００

ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト変更）

↑キー、↓キーでＬＥＤの明るさが変更できます。初期設定は１０です。

ブライト変更可能範囲　　　：　０～１０

ＢＲＩＧＨＴ（ブライト変更）

設定内容をすべて初期化できます。

ＲＥＳＥＴ（リセット）

項目を↑キー、↓キーで移動してＥＸＥＣＵＴＥかＣＡＮＣＥＬを選択してください。

ＥＸＥＣＵＴＥを選択するとすべての設定が初期化されます。

ＣＡＮＣＥＬを選択するとＭＡＩＮ　ＭＥＮＵに戻ります。

速度の単位を次の２種類から選択し変更できます。

ｋｍ／ｈ　　：表示範囲　０～３９９ｋｍ／ｈ

ＭＰＨ　　　：表示範囲　０～２４９ＭＰＨ

項目を↑キー、↓キーで移動してＥＮＴＥＲキーを押すと選択され、変更可能になります。

単位変更すると車重、ワーニング値、ピーク値が単位換算され、自動的に変更されます。

車重単位は速度単位に追従して自動的に変更されます。

ＳＰＤ　ＵＮＩＴ（車速単位変更画面）

馬力の単位を次の３種類から選択し変更できます。

ＰＳ　　　　：表示範囲　０～１２００ＰＳ

ＨＰ　　　　：表示範囲　０～１１８３ＨＰ

ｋＷ　　　　：表示範囲　０～８８２ｋＷ

項目を↑キー、↓キーで移動してＥＮＴＥＲキーを押すと選択され、変更可能になります。

単位変更すると駆動馬力、ワーニング値、ピーク値が単位換算され、自動的に変更されます。

ＰＯＷ　ＵＮＩＴ（馬力単位変更）
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■　走行抵抗補正係数一覧

種別

軽自動車

１０００ｃｃ以下のミニバン

１０００ｃｃ～１６００ｃｃのＮＡ車

１６００ｃｃ以上のＴＵＲＢＯ車

及びスポーツ車

セダン系

ステーションワゴン系

ミニバン系

ＳＵＶ系

ＲＶ系

その他

車種

カプチーノ、ミラ、アルト、ＡＺワゴン

ムーブ、ワゴンＲ、ライフ、プレオ、トッポＢＪ

マーチ、キューブ、パルサー（一部）、レビン、トレノ

カローラセレス、スプリンターマリノ、カローラＦＸ

シビック、ＣＲ－Ｘ、インテグラ、ロードスター、ミラージュ

ソアラ、アリスト、マーク２、チェイサー、クレスタ、７０スープラ

ＭＲ２、セリカ、カレン、アルテッツア、ＭＲＳ

スカイライン、シルビア、１８０ＳＸ、フェアレディーＺ

ローレル、セフィーロ、ブルーバード、ＧＴＯ、ＦＴＯ、ランサー

エクリプス、ギャラン、ＮＳ－Ｘ、Ｓ２０００

ユーノスコスモ、ＲＸ－７、ファミリア、インプレッサ

セルシオ、クラウン、カリーナ、コロナ、カローラ、スプリンター

シーマ、セドリック、グロリア、レパード系、ローレル（ＮＡ）

セフィーロ（ＮＡ）、ブルーバード（ＮＡ）、プリメーラ

ランサー（ＮＡ）、ディアマンテ、ギャラン、レジェンド

インスパイア、アコード、レガシーセダン、スターレット（ＴＵＲＢＯ）

カルディナ、ｂＢ、ファンカーゴ、セフィーロワゴン、ステージア

プリメーラワゴン、アベニール、ウイングロード、レグナム、リベロ

アコードワゴン、カペラワゴン、レガシー、インプレッサワゴン

フォレスター

エスティマ、タウンエースノア、イプサム、ガイア、ナディア、ＲＡＶ４

プレサージュ、バサラ、セレナ、リバティー、ティーノ

ＭＰＶ、ＲＶＲ、シャリオグランディス、プレマシー

オデッセイ、ステップワゴン、ＳＭ－Ｘ

グランビア、ハリヤー、グランドハイエース、エルグランド

ランドクルーザー、ランドクルーザープラド、ハイラックス

パジェロ、ビッグホーン

ＪＺＡ８０スープラ

Ｖｉｔｚ（ヴィッツ）

２ＷＤ

－２

＋１

－２

－２

－２

＋０

＋０

＋０

＋０

＋０

＋０

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋３

＋３

＋３

＋３

＋５

＋８

＋８

－５

－６

４ＷＤ

－２

＋１

－２

－２

－２

＋０

＋０

＋０

＋０

＋０

＋０

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋２

＋３

＋３

＋３

＋３

＋５

＋８

＋８

－５

－６

[注意] 表中の数字はノーマル車輌を基準に算出しています。空力パーツ（エアロ）等によって大幅に空気抵抗が異なっている車両やウイング

等で極端にダウンフォースを稼いでいる車両は必ずしも上記ボディータイプで選択できない場合があります。お客様の車両が表中に

ない場合でもそれぞれのボディータイプ、排気量等の同様な車種の数値を入力して下さい。

補正係数値
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■故障と思う前に

・配線ミスやコネクターの挿し込みは確実ですか？

・電源は確実に１２Ｖとれていますか？場所によっては走行したり他の電子機器が作動すると

電圧降下を起こし本体が正常に作動しない事があります。

・アース線（黒色線）は確実にボディーアースしていますか？塗装がのっていたり走行中の振

動などでアース不良を起こすと本体が正常に作動しない事があります。

・エレクトロタップ等は確実に導線していますか？

車速センサー等は結線が不充分だとスピードの入力ができたりできなかったりします。

・一部車両は車速センサーの検出ができず取り付けが不可の車両があります。その場合は販売

店もしくは弊社までお問い合わせください。

・操作方法は正しいですか？もう一度本説明書をよく読み確認してください。

上記項目をご確認いただき本製品が正常に作動しない場合は、本製品の使用を中止してお買

い上げ販売店もしくは弊社までご連絡下さい。

故障と判断する前に下記の点をもう一度確認してください。

■装着可能自動車と製品の仕様

□装着車種：電源回路がＤＣ１２Ｖ車

（車速センサーのパルスピックアップの可能な車両）

□製品名称：ＰＯＷＥＲ　ＭＥＴＥＲ　ｉ－Ｄ

□製品番号：１５０５６

■製品についてのご相談先

品についてのお問い合わせ連絡は、お電話またはＦＡＸにて下記宛にお願いします。

□連絡先　（株）ブリッツ　　　　　　　　　　□ＴＥＬ　０４２２－６０－０５１５

□住　所　東京都保谷市新町４－７－６　　　　□ＦＡＸ　０４２２－６０－０５２１

取扱説明書番号　　１５０５６０２Ｂ

初版作製年月日　　２０００．０８．０１




