


このたびは、トヨ夕純正キーインテグレーテツドウ才ツチをお買い求めいただき誠に 

ありがとうございます。 

ご使用の前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従い正しくお使い 

ください。本書は紛失しないよう自宅•会社等で大切に保管してください。（車内での 

保管はご遠慮ください） 

I -んリいただくためにI 

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで 

表不していま3� 。�

、' 記載事項を守らないと、重大な傷害や事故•車両火災におよぶか、 
最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。 

注意事項を守らないと、事故につながったり、ケガをしたり、車 
の火災•損傷などのおそれがあります。 

cfcりまま、t夬iiにご使ほしゝ ただ<±て̂っておしゝ てし、ただぎたレ、 
一 ことを記載しています。 

植え込み型心臓ペースメーカーを装着されているかたは、車室内発信機•車室外発信機 

から約22cm以内に植え込み型心臓ペースメーカーが近づかないようにしてくださし、。 

(詳細は23ページを参照してください。） 
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製品概要（スマー卜ェン卜リー&スター卜システム) 

キーインテグレーテッドウォッチは、車両のスマートキー機能（ワイヤレスパワーバック 
ドアオープン機能•ワイヤレス電動スライドドアオープン機能は除く）を搭載し、麓用 
しているだけでドア（バックドア含む）の施錠'解錠、ハイブリッドシステムの起動が 
できるうえ、時計としても（アナログソーラーパワークォーツウォッチ）使用できる便利 
な力一アクセサリーです。 

車載アンテナとの通信成立時、 リモコン機能での 
またはワイヤレスドアロック アンロックに使用します。 
リモコン機能操作時に点灯します。 
(電池消耗の目安にも使用します。） 
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スマ一卜工ン卜リ一&スター卜システム編 

キーインテグレーテッドウォッチを着用（携帯）していれば、ドア（バックドア含む）の 
施錠•解錠、ハイブリツドシステムの起動•停止ができます。 

スマ一卜エントリ—&スター卜システム�

ゆオーナーズマニュアル 

(バックドアの施錠'解錠のしかた） 

-キ一インテグレーテッドウォッチ�

バックドアを施錠 

ロックスィッチ（車室外)�

キーインテグレーテツドウォッチを着用し、 
はつ々ドアのロックスィッチを押します。 

參すべてのドアが施錠できます。 
參施錠時は、非常点滅灯が1回点滅し、 

ブザーが1回鳴ります。 

必ず施錠されたことを確認してくださし' 

バックドアを解錠J 

キ一インテグレーテツドウォッチを着用し、 
バックドアのバックドアオープナースィッチ 
を押します。 

參すべてのドアが解錠し、バックドアが 
半ドア状態になります。 

會解錠時は、非常点滅灯が2回点滅し、 
ブザーが2回鳴ります。 

バックドヌを,けるときは、バックドアォ，プナ一 
ス イツ,f, しま まま 操作して ください。 

ドアを施錠する 

<>オーナーズマニュアル（ドアの施錠•解錠のしかた） 

キーインテグレーテツドウォッチ- キーインテグレーテツドウォッチを着用し、 
ドアハンドルのロックスィッチを押します。 

•すべてのドアが施錠できます。 
き施錠時は、非常点滅灯が1回点滅し、 

ブザーが1回鳴ります。 

(̂ァドバイス 

必ず施錠されたことを確認してくださしヽ 。 

ドアを解錠する 

ゆオーナーズマニュアル 

(ドアの施錠•解錠のしかた） 
キーインテグレーテツドウ才ツチ-

-裏面�センサ一�部�

キーインテグレーテツドウォッチを蘑用し、 
ドアハンドル裏面のセンサー部にふれるよう 
にしてドアハンドルを握ります。 

參すべてのドアが解錠できます。 

參解錠時は、非常点滅灯が2回点滅し、 

ブザーが2回鳴ります。 

源の切り替え方法 
ゆ才一ナーズマ二 

パワースィッチ 

ュアル（電源の切り替え方） 

灯、ブレーキペダルを踏まずにパワースィッチを 

押します。 

參パワースィッチを押すごとに、電源が 

OFF ^ ACC力ON力OFF…の順に 

切り替わり、ACC、 ONのときは作動 

表示灯が橙色に点灯します。 

ュアル（電源の切り替え方) 

パヮ一スィッチに 
キーインテグレーテツド 
ウォッチのりゅうず側をかざすと 
ブザー音が鳴ります。 

パワースィッチを押す 

メカニカルキーを使用して解錠後、ブレーキ 

ペダルを踏まずに、キーインテグレ一テッド 

ウォッチのりゅうず側をパワースィツチに 

直角となるよう10mm以内にかざすと、 

ブザー音が鳴ります。ブザー音確認後、5秒 

以内にパワースィッチを押します。 

像パワースィッチを押すごとに、電源が 

OFF ACC力ONさOFF…の願に 

切り替わり、ACC：、 ONのときは作動 

表示灯が權色に点灯します。 



ゆオーナーズマニュアル（ハイブリツドシステム起動•停止のしかた）�

キーインテグレーテツドウォッチ-

パヮ一スィッチを押す�

ハイブリツドシステム起動 

キーインテグレーテツドウォッチを着用して 
運転席に座わり、ブレーキペダルを踏み 
ながら、パワースィッチを押します。 

參ハイブリツドシステムが起動し作動 
表示灯が消灯します。 

ドバイス 

安全のため、パーキングブレーキが 
かかっていること及び、チェンジレ, 
が©にあることを確認してくださし 

ハイブリツドシステム停止j 

車両を完全に停止させ、チェンジレバ一を 
©に入れ、パワースィッチを押します。 

•電源がOFFになり、 
システムが停止します。 

ッド 

ノ I i 4 衝 — ―�

ゥオーナーズマニュアル� ッ�
作動表示灯 

パワースィッチに�
キ一インテグレー丁'ン�
ウォッチのりゅうず側をかざすと�
ブザー音が鳴ります。�

パワースィッチを押す�

起動のしかた）�

メカ二カルキ一を使用して解錠後、キーイン 
テグレーテツドウォッチを携帯して運転席に 
座わり、ブレーキペダルを踏みながら、キ一 
インテグレーテツドウォッチのりゅうず側を 
ノ 、"ワースイッチに直角となるよう10mm�
以内にかざすと、ブザー音が鳴ります。ブザー 
音確認後、5秒以内にパワースィッチを 
押します。 

拿ハイブリツドシステムが起動し作動 
表示灯が消灯します。 

kァドバイス 

安全のため、パーキングブレーキが 
かかっていること及び、チェンジレバ-
が © にある こと を 確認して ください。 

作動範囲について 
ゆオーナーズマニュアル（各ページに記載の作動範囲について）�

車室内アンテナ�

車室外アンテナ 

車室外アンテナ 

-車室内アンテナ�

《：:：::：検知エリア�

各ドアハンドル及びバックドアオープン 
スィッチから周囲約70cm以内で作動しますc 

ドアガラス•ドアハンドル及びリャ 
バンパー中央に近づきすぎた場合は、 

作動しないことがあります。 

ワイヤレスドアロックリモコン機能�

ドアロックリモコンでの施錠•解錠のしかた）�

キーインテグレーテツドウォッチのLOCK 
ボタンまたはUNLOCKポタンを押します。 

  LOCK ポタンを1回押すと、すべての 
ドアを施錠、UNLOCKボタンを1回 
押すと、すべてのドアを解錠できます。 

•施錠時は、非常点滅灯が1回点滅して 
ブザーが1回鳴り、解錠時は、非常 
点滅灯が2回点滅してブザーが2回 
鳴ります。 

キーインテグレーテツドウ才ツチでは、 
ワイヤレス電動スライドドアォーフン機能 
Rひワイヤレスパワーバックドアォーフン 
機能を、使用することができません。 

§ァドバイス 

  LOCKポタンで施錠操作したときは、 

必ず施錠したことを確認してくださし' 
  UNLOCK ボタンで解錠操作した後、 

約30秒以内にドアを開けなかった 
場合は、自動的に施錠されます。 



キ一 r̂ンテグレーテツドウォッチの 
バッテリーが切れたときや、キーインテ 
グレーテツドウォッチと車両間の通信が 
妨げられた時は、スマー卜ェン卜リー& 
スター卜システム•ワイヤレスドア 
ロックリモコン機能が使用できなくなり 
解錠操作できません。 

このような場合に備え、必ず車両罎子キー 
に内蔵されている、メカニカルキーを 
携帯してください。 

-パワースィッチ� 作動表示灯 

パワースィッチに�
キーインテグレーテッド�
ウォッチのりゅうず側をかざすと�
ブザー音が鳴ります。�

パワースィッチを押す�

電池切れ時のハイブリツドシステム起動のしかた] 

メカニカルキーを使用して解錠後、キーイン 
テグレーテツドウォッチを携帯して運転席に 
座わり、ブレーキペダルを踏みながら、キ一 
インテグレ一テツドウォッチのりゅうず側を 
パワースィッチに直角となるよう10mm�
以内にかざすと、ブザー音が鳴ります。ブザー 
音確認後、5秒以内にパワースィッチを 
押します。 
鲁ハイブリツドシステムが起動し作動 

表示灯が消灯します。 

きアドバイス 

安全のため、パーキングブレーキが 
かかっていること及び、チェンジレバー 
が©にあることを確認してください。 

ガソリンスタンドやお店などで車から離れるときは 

[3転売 
キーインテグレーテツドウ才ツチを紛失 

したときや車両を転売するときは、防犯 

上車両へのキー登錁情報を消去する必要 

があります。 

紛失•転売時は、必ずご購入いただいた 

販売店にご連絡ください。 

また、一度車両に登録したキーインテ 

グレーテツドウォッチは同型車に買い 

換えられても、再登録して使用すること 

はできません。 

以下の要領に従ってください。 

參メカ二カルキ一を携帯し、キーインテ 

グレーテツドウォッチを渡す。 

電源をOFFにしてキrンテグレーテツド 

ウォッチを携帯し、ドアを施錠する。 

(̂ァドバイス 

必ず施錠されたことを確認してください。 



•キーインテグレーテツドウォッチは精密 
構造になっていますので、絶対に分解 
しないでください。 

防水性が損なわれるうえ、故障の原因と 
なります。 

•電池交換及び故障時は、最寄りの時計店 
ではなく、必ずご購入いただいた販売店 
にお届けください。 

電池寿命は、使罔•不使用にかかわらす、 
約1�2年程度です。お早目に電池交換を 

一.てく卞二さ、\。 

また、電池の寿命は、使用頻度•使用環境-
入/兄によリ^なリます c 

キーインテグレーテツドウォッチを 

テレビ•オーディオの上など磁気を 

帯びた機器、または低周波治療器など 

医療用電気機器の近くに置くと、意図 

せず通信を行い、電池を著しく消耗 

させることがありますので、保管場所 

には充分ご注意ください。 

•故障の原因となりますので、ダッシュ 

ボードの上など离温になる所にも置かない 

でください。 

磁気健康器具（磁気ネックレス•磁気 

健康腹巻など）•携帯電話のイヤホン部 

冷蔵庫のマグネッ卜ドア•バックの 

止め具など、磁気に近づけると時刻が 

ずれることがありますので、磁気には 

近づけないでください。 

知っておいていただきたいこと 

LEDインジケーターでの確認| 

»電池の残躉が充分なときは、LOCKポタン 

または、UNLOCKボタンを押すとLED 

インジケーターが点灯します。 

  LEDインジケーターが点灯しなくなつた 

ときは、その後短期間で電池切れとなり、 

解錠できなくなりますのでお早めに電池 

交換を行ってください。 

LEDインジケータ一は車両の検知ェリァに 

入り車両と通信した場合にも点灯します。 

-マルチ�インフォメーション�ディスプレイ� 車両での確認 

車内蓄報音（"ポーン")が鳴ります。 

マルチインフォメーションディスプレイ 
装着車は、電源をONにしてから約20分 

以上経過後、電源をOFFにしたとき、 

電子キーのバッテリー低下を警告表示 

します。 

表示されたときは、電池交換を行って 

ください。 
ゆオーナーズマニュアル 

(キーノ \'ッテリ一低下警告表示） 



日常生活防水（3気圧防水）となっており、 
洗顔などには使用できますが、水中での 
使用はできません。 
また、水分がついたままりゆうず'LOCK 
ボタン• UNLOCKボタンの操作を 
しないでください。 

キーインテグレーテツドウ才ツチ内部に 
水分が入り、防水不良や故障の原因と 
なります。 

取り扱いについて 

\、 w キーインテグレーテツドウォッチは 

精密機器です。 

落下させたり、ぶっけたりしないよう 

充分注意してください。 

別の電子キーを携帯した人が乗車しているとき 

•キー閉じ込み防止機能が作動し車外から 
施錠できません。キーインテグレーテツド 
ウォッチのLOCKポ夕ンを使い施錠して 
ください。 

別の電子キーを携帯した人が乗車するとき 

スマ一卜ェン卜リー&ス夕-

で ドアの 解 錠が できない とき は、 キー 

インテグレ一テツドウォッチのUNLOCK 

ボタンを使い解錠してください。 

キーインテグレ-テツドウォッチは、車両電子キーの機能を有しています。 
(ワイヤレス電動スライドドアオーブン機能及びワイヤレスハヮーバックドアオープン 
機能は除く）詳細内容、その他の車両機能等は、オーナーズマニュアルをご参照ください 

I品概要（時計) 

キーインテグレーテッドウォッチは、文字板面にソーラーセルを配し、光エネルギーを 
電気エネルギーに変換して駆動させるアナログソーラーパワークォーツウォッチで、 
太陽光•照明により、二次電池に充電して作動します。 

時刻合わせの際に 
使用します， 
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文字板の中央付近で 
光エネルギーを吸収し、 
電気エネルギーに変換 
します。 



時計編 

ご使用になる前に 

充分に光を当て、充電してからご使用ください。 

キーインテグレーテッドウォッチには、電気工ネルギ一を蓄えるため、二次電池が使われ 

ています。 

この二次電池は、水銀などの有害物質が一切使われていないクリーンエネルギー電池です。 

一度フル充電すると約6ヶ月間は充電しなくても時計が動き続けます。 

<ソーラーパワークォーツウォッチの上手な使いかた> 

キ一インテグレーテツドウォッチを快適にご使用いただくためには、常に余裕をもって 

充電することを心掛けてください。 

キ一 r̂ンテグレーテツドウォッチはどんなに充電しても過充電の心配はありませんので 

(過充電防止機能付き）、毎日の充電を心掛けてご使用されることをおすすめいたします。 

長期保管後など止まっている時には、光を当ててください。動き出せば、時計の機能は 

問題ないものと考えられますので、充分に充電し、時刻を合わせ直してからご使用 

ください。 

時刻の合わせ方 

(
1
) 秒針が0秒位置になったときにりゅうず 

を⑥時刻修正位置に引き出します。 

(2) りゅうずを回して時刻を合わせます。 

(3) 時報（TEL.117)等に合わせてりゅうず 

を®通常位置に戻します。 

' - - "や. 'ザ̂：̂—-ニ-

キ�一 イン テグ レー テツ ドウォッチには、以下のような機能があります。 

秒針が2秒運針して充電不足をお知らせます。（図1参照） 

時計は正確に動いていますが、2秒運針を始めてから約4日経過すると時計は停止して 

しまいます。 

図2を目安として、充分光を当てて充電し、もとの1秒運針に戻してご使用くださし、。 

図1.2秒運針の定義�

図2.充電時間※の目安�

【充電状態の確認方〗去】*時計の針が1秒刻みで動く 0秒運針） 充電されています。 
*時計の針が2秒刻みで動く （2秒運針） 充電不足のサインです。 
*時計の針が止まっている 充電が必要です。 

※連続照射時間 
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クイックスター卜機能』 

全く充電されていない状態になると、時計は停止してしまいます。 

光を当てると、約10秒で時計の針が動き始めます。 

(光の強さ•明るさによって、針が動き出すまでの時間が異なります。） 

但し、この時に光をさえぎると充電が充分でないため、時計は再び停止してしまいます 

のでご注意ください。 

過充電防止機能， 

二次電池がフル充電されると、それ以上は充電されないよう過充電防止機能が働きます 

ので安心して充電ができます。 

一16 

•充電の際にキーインテグレーテツドウォッチが高温になると、故障の原因になります 
ので、高温下（約6CTC以上）での充電は避けてください。 
例）白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりやすい光源にキーインテグレーテッド 

ウォッチを近づけての充電。 
車のダッシュボ一ドなど高温になりやすい場所での充電。 

•白熱灯で充電するときは、必ず50cm以上離し、キーインテグレ一テツ 
が高温にならないよう注意し充電してください。 

•日常生活防水（3気圧防水）となっており、洗顔などには使用できますが、水中での 
使用はできません。また、水分がついたままりゆうず• LOCKポタン• UNLOCK 
ボタンの操作をしないでください。キ一 r̂ンテグレーテツドウォッチ内部に水分が 
入り、防水不良や故障の原因となります。 

參りゅうずは常に押し込んだ状態（通常 
位置）でご使用ください。 

鲁万一、キーインテグレーテッドウォッチ 
内部に水が入ったり、ガラス内面に 
クモリが発生し長時間消えないときは 
そのまま放置せず、ご購入いただいた 

販売店へ修理、点検を依頼してください。 

•キーインテグレ一テツドウォッチ内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れて 
すぐに修理依頼をしてください。キーインテグレーテツドウォッチ内部の圧力が 
高まり、部品（ガラス、りゅうず、ボタンなど）がはずれる危険性があります。 

ネ 

幼児を抱くときは、けがや事故防止のため、あらかじめキ一インテクレーテッド 
ゥ才ツチをはずすなど充分にご注意ください。 
激しい運動や作業等を行うときは、ご自身や第三者への、けが•事故防止のため、 
充分ご注意ください。 
サウナなど、キーインテグレーテッドウォッチが高温になる場所では、火傷のおそれ 
があるため絶対に使用しないでください。 

國   

會キ一 r̂ンテグレーテツドウォッチから二次電池を取り出さないでください。 
(他の種類の電池では作動しない構造になっています。） 

參やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かなし 
保管しァ,すニ^^ \ 

參万一、二次電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談し治療を受けてくださし 

所 



知っておいていただきたいこと 

キーインテグレーテツドウォツチは常に充電を心掛けて 

お使いください。 

日常長袖などを着用していると、キーインテグレーテッド 

ウォッチが隠れて光に当たらないため充電不足になりやすい 

のでご注意ください。 

キーインテグレーテッドウォッチをはずしたときは、文字 

板面を光の方向に向け置いてください。できるだけ明るい 

場所に置くように心掛けると、時計は常に正しく動き続けますC 

キrンテグレーテツドウォッチに使われている二次電池は、 

充電、放電を繰り返し行えるため、一般の電池のように 

定期的な電池交換は必要ありません。 

書ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着した 

まま放置しておくと、りゅうずが引き出しにくく 

なることがあります。時々、りゅうずを通常位置 

のままで空回りさせてゴミ、汚れを落として 

ください。 

拿ケースやバンドは肌着類と同様、直接肌に接して 

います。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの 

気づかない汚れで、衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用くださいC 

•かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じることがありますC 

異常を感じたら、ただちに使用を中止してすぐ医師に相談してください。 

參かぶれ防止のために、バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。 

静電気について 
クオ一ッウォッチに使われているには、静電気に弱い性質を持っています。テレビ 

画面など強い静電気を受けると表示がずれることがありますのでご注意ください。 

眷化学薬品•ガスの中でのご使用はお避けください。 

シンナー•ベンジン等の各種溶剤及びそれらを含有する 

もの（ガソリン•マニキュア•クレゾ_ル.トイレ用洗剤' 

接着剤など）がキ一インテグレーテツドウォッチに付震 

しますと、変色•溶解'ひび割れ等を起こす場合がありますC 

薬品類には充分注意してください。 

温度について 
參-10°C 十 6CTCからはずれた温度下では機能が低下したり、停止することがあります。 

保管について 
拳長時間ご使用にならないときは、汗•汚れ•水分 

などを良く拭き取り、高温•低温•多湿の場所を 

避け保管してください。 

•キーインテグレーテツドウォッチを長時間ご使用 

にならない場合、できるだけ光が当たる場所で 

保管することをおすすめします。また、りゅうず 

を時刻修正位置に引き出した状態で保管すると 

持続時間が長くなります。 

ケース•ガラスの汚れや、汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。 

金属バンドは水で汚れを洗い落としてください。金属バンドのすき間につまったゴミゃ 

汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。 

溶剤類（シンナー、ベンジンなど）の使用は、変質のおそれがありますのでお避け 

ください。 
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こんなときは 

一20 

Q 
LOCKボタン'UNLOCKボタンを押してもLEDインジケーターが点灯しない 
ときがあるけど• -? 

A 
電池切れの可能性があります。電池が切れるとドアの施錠•解錠ができなくなり 
ます。早めに電池交換を行ってください。 

Q 作動しにくいときかあるのてすが•'-? 

A 
電波を利用した商品なので、電波状況や使用環境によっては作動しにくくなる 
場合があります。使用環境を変えても作動しにくい場合は、ご購入いただいた 
販売店にご相談ください。 

時計fesd編� is&^JlHi 
Q 電池交換は必要なの7� 1�

A 
光発電（ソーラーパワー）を利用した充電池なので、電池交換の必要は 
ありません。また、暗い場所に長時間保管し時計が止まった場合は、光に当てて 
充電してください。 

秒針か2^二とに動くことがあるめてすか-•� ？�

秒針が2秒ごとに動いて 
いるときは、時計機能の 
充電が切れかかっている 
ことを表しています。 
このような場合は、早め 
に充分な充電を行い、 
1秒ごとに秒針が動く 
状態でご使用ください。 

水の中でも使えるの？�

日常生活防水（3気圧防水）なので、キーインテ 
グレーテツドウォッチを着けたまま洗顔を行う 
程度のことはできますが、水中で使用することは 
できません。 
また、水がついたままの状態でりゅうず• LOCK 
ポタン• UNLOCKボタンの操作をしないで 
ください。キーインテグレーテッドウォッチ内部 
に水が入り、防水不良や故障の原因となります。 

一21— 

一旦初期登録したキーインテグレーテツド 

ウォッチは、他の車に登録しなおすこと 

(再登録）はできません。 

また、1個のキ一インテグレーテッドウォッチ 

を2台の車に同時登録して使用することは 

できません。 

Q 電池交換は必要なの？ 

A 

必要です。スマートキー機能の電池は、使用'不使用にかかわらず約1�2年で 

消耗しますので、定期的に電池を交換してください。また、電池の寿命は、使用 

頻度•使用環境•電波状況によって異なります。 

Q 電池は自分で交換してもいいの？ 

A 
お客様ご自身での交換はできません。また、一般の時計店でも行わないでください。 

電池交換の際は、必ずご購入いただいた販売店までお持ちください。 

Q 他の車にも使えるの？ 

Q キーインテグレーテッドウォッチを複数個持ちたいのですが'••? 

A 車両電子キー（購入時は2個）を含めて、最大7個までお持ちいただけます。 

Q 車に近づくとLEDインジケーターが勝手に点灯するけど'• •？ 

A 
検知エリアに入り、車両とキーインテグレーテツドウォッチ間で通信が行われる 

と、その作動確認としてLEDインジケーターが点灯します。 



Q キーインテグレーテツドウォッチの裏蓋がフラスチックなのはどうして？ 

A 

キーインテグレーテツドウォッチは電波を利用して車両と通信を行っています。 

裏蓋に金属を使用すると電波を通さなくなるため、ブラスチック素材を使用して 

います。 

Q 

  

キーインテクレーテツ卜ウォッチのベル卜に、市販のものは使えないの？ 

A 
専用ベル卜を採用していますので、市販のベル卜はお使いになれません。また、 

ベル卜調整の際には、ご購入いただいた販売店までお持ちください。 
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仕 様 

時計機能 光発電 
腕時計に当たる光を電気エネルギーに換えて動くため、時計機能については電池交換 

の必要がありません。 

時計機能 

月差土15秒 

日常生活防水（3気圧） 

ケース厚 14.8 mm 

外径 43 mm (樹脂ケース外周） 

ベル卜幅 18 mm 

重量 82 g 

ガラス 曲面クリス夕ルガラス 

材質 ベル卜：チタン 

裏M ：樹月日 

I植え込み型心臓ペースメーカーおよび、植え込み型除細動器を装着されているかたは、 
車室内発信機•車室外発信機から約22cm以内に近づかないようにしてください。電波 
により植え込み型心臓ペースメーカ一および、植え込み型除細動器の作動に影響を与える 
おそれがあります。 

•植え込み型心臓ペースメーカーおよび、植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用 
される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認して 
ください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。 

•スマー卜エントリー&スター卜システムを作動しないようにすることもできます。 
詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。 
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ご不明な点はお買い求めの卜ョタ販売店へお問い合わせください。 

0606-76E313-0010 0606-S 


