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ステップ本体と付属品アプローズアプローズ Ｐ．１

Ｅ寸法

（踏み板幅）

Ａ寸法

（横幅）

Ｂ寸法

（奥行き）

Ｃ寸法

（繰出し長さ）

Ｄ寸法
（取付穴ﾋﾟｯﾁ）

ＡＳＥＩ５００－１７０－※ ４８０ ５００ ３５６ １７０ １６５

ＡＳＥＩ７００－２００－※ ６８０ ７００ ３８６ ２００ １６５

ＡＳＥ６００－３００－※ ６１６ ６３６ ４８９ ３００ ２７５

＜本体ご注文時の付属部品＞

１．ステップ本体

２．６Ｐコネクター付き配線：１個

３．泥除け：1個

４．磁石式スイッチ：１個

５．本体用Ｍ１０細目ボルト：4本

６．その他 取付け部品

本体取付4箇所：Ｍ１０細目（P=1.25）です。ボルトが内部に突き出すと動作不良を起しますので、

[ボルト首下長さ＝取付ｽﾃｰの板厚＋ワッシャの板厚＋６ｍｍ以下] としてください。

ステップの動作

・ドア連動

・ドア＋ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰｷ連動

・手動操作

※ドア連動のみではなくサ
イド・手動操作を追加する
時は、標準の取付及びP.10
の作業も追加して下さい。
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汎用架台を用いた取付概要アプローズアプローズ Ｐ．２

適合車種 架台内容 適合本体

ＡＳＥＩ５００－ＫＩＴ 汎用 ・低床メイン架台：１個

・Ｌステー、Ｌプレート

他電装品等

ＡＳＥＩ500-170 （付属ＫＩＴ）

ＡＳＥＩ７００－ＫＩＴ 汎用 ＡＳＥＩ700-200 （付属ＫＩＴ）



電動ステップ 部品リストアプローズアプローズ Ｐ．３

品名 個数 仕様等

１ ステップ本体 1

２ ６Ｐコネクタ付き配線 1

３ 泥除け 1

４ ドアセンサー １ ｴｰﾓﾝ品番：3229

５ 本体用Ｍ１０細目ボルト 4

６ 付属本体架台 １ 図番参照：NXSI500-016 or NXSI700-029

７ Ｌ字ステー １ 図番参照：NXSI500-015 or NXSI700-028

８ 取付Ｌプレート 4 図番参照：ＡＳＥａｌｌ－ＢＫＴ－ＬＨ－２共通

９ 電源ＳＷ 1 ｴｰﾓﾝ品番：3215

１０ 枝分れヒューズ 1 15A用、ステップ側5A ｴｰﾓﾝ品番：E512

１１ 車両引き用配線 １Ｓｅｔ ２芯：５ｍ×１、２ｍ×１

１２ 端子（ギボシ） １Ｓｅｔ

１３ ボルト類 １Ｓｅｔ Ｍ６：3set Ｍ８：８set 極低頭Ｍ８：６本

装着車両や装着方法によりＫＩＴ内容部品のみでは装着できない場合があります。
必要な部品を適宜使用して装着して下さい。

その他、結束バンド、シリコンコーキング、絶縁テープが必要です。



汎用架台を使用しての本体装着１アプローズアプローズ Ｐ．４

１．装着場所を決めて、Ｌ字ステーを取付ける。

・車両下面にリップがある場合、そのリップを利用し固定します。

ステーにあるφ６の穴を使用し、車両側に穴を開け、付属のＭ６で固定します。

リップが無い車両の場合、適宜Ｌ字ステーを車両に固定してください。

２．本体架台を付属のＭ８極低頭で仮組みします。（４本）

３．奥側を２点を、付属するＬプレート等を使用し車体に固定します。

（奥側は、車体側へ押し上げられる応力が働きます。）

装着場所を合わせ、車両に印をします

リップに穴をあけます（Ｍ６用）

リップにL字ステーを仮組みします

（Ｍ６ 3箇所）



ステップ装着時のクリアランスアプローズアプローズ Ｐ．５

搭載車両の最低地上高について（地面と車両の間隔で、一番少ないところの高さ）

スライドステップは、車両の底面に装着される為、非装着車両に比べ、最低地上高が低くなりますので、段差や
左折の際の縁石などに擦らないようご注意ください。

装着後の最低地上高（当社スライドステップの底と地面の間隔）を当社では１２～１３ｃｍ以上と推奨しており
ます。（法規上は、様々な条件がありますが概９ｃｍ以上となっています）

運転される前に装着状況をご覧いただき、スライドステップの高さを運転される際の「感覚」に入れてください。



配線に使用する部品と注意点アプローズアプローズ Ｐ．６

電装部品類

延長配線

本体６Ｐコネクター/６Ｐコネクタ付き配線

６Ｐコネクタ付き配線

延長配線

２芯配線：黒/黄：５ｍ

：黒/青：２ｍ

ステップ本体からの配線コネクタ
と、６Ｐコネクタ付き配線をはめて
下さい。

６Ｐコネクタ付き配線は、２芯（黒/
青）と５芯です。２芯（黒/青）は、ド
アースイッチまで接続してください。
距離が足りない場合は、付属する
配線をお使いください。

５芯配線は、運転席付近（電源Ｓ
Ｗ、ステップランプを取付ける所）
までひきまわして結線してください。

５芯中、黄の配線は予備線として
必要時お使いください。

ス
テ
ッ
プ
本
体

赤
黒
白
橙
青
茶

桃
黒
薄
茶

橙
青
黒

２芯

５芯

（黄は予備線）

６Ｐコネクタ

各電装品の取付は、次頁から
の各項を参照ください



ステップ配線図アプローズアプローズ

橙サイドブレーキ６

青ドアースイッチ５

白ステップランプ４

茶ドアースイッチ３

黒ステップ電源（－）２

赤ステップ電源（＋）１

線色端子名称端子

番号

4

6

3

２

ステップランプ

ｴｰﾓﾝｽｲｯﾁ
3215

ステップランプはステップ台が出ている時に点灯し、収納時には消灯します。

でﾎﾞﾃﾞｨｰｱｰｽ

から離れる（開放状態）様に配線してください。



電装系の装着全体概要（C25ｾﾚﾅの例）アプローズアプローズ Ｐ．８

ステップ
本体

１．電源SW＆ステップランプ

ハンドル右下スイッチパネル

２．サイドブレーキスイッチ

サイドブレーキ奥

３．電源取出し及びヒューズ

車両ヒューズBOX

４．ドアースイッチ

Ｂピラー及びスライドドア

※ステップ側からと運転
席側からの配線をこの
近辺でつなぐようにする
と作業が比較的楽にな
ります



電源ＳＷ＆ステップランプアプローズアプローズ Ｐ．９

＜ステップシステム上の役割＞

電源ＳＷ：ステップへの電源供給を入り切りする。

ステップランプ：ステップが約１０ｍｍ以上出ている時に点灯（青色）する。

（電源ＳＷのＬＥＤランプがステップランプとなります）

【ポイント】

車両から来るDC12V（＋）は、ステップ電源ＳＷ端子NO.1へ入れます。

ステップが出ている時、ステップ端子番号４（配線色：白）がボディーアースに落ちます。

よって、電源ＳＷ端子NO.３をステップ端子番号4へつなぎます。

ステップへ

（ステップ端子番号４；白配線）

端子
NO.1

端子
NO.2

端子
NO.3

ステップへ

（ステップ端子番号１；赤配線）

電源SW＋ｽﾃｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ

※端子NO.は、ｴｰﾓﾝ梱包裏面に
ある配線例を確認してください。

DC12V（＋） 5A

・電源ＳＷのＬＥＤランプがステップが出ていることを示す、ステップランプとなります。
・電源ＳＷをＯＦＦにすると、ステップが出ていてもステップランプは点灯しません。

取付穴
φ20

ステップの電源SWは、車両のスイッチ蓋に取付けるか、適当な所に取付けてください。

品番1293→3215



サイドブレーキスイッチ
「サイドブレーキ制御の付加は選択できます」

アプローズアプローズ Ｐ．１０

＜ステップシステム上の役割＞

安全の為、サイドブレーキが掛かっている状態でステップは出ます。

サイドブレーキの掛かっていることを検知するためのスイッチです。

尚、ステップが出ている状態で、サイドブレーキを解除するとステップは格納されます。

ステップ端子番号６がボディーアースされるとステップ
は出ず、開放だとステップは出ます。

サイドブレーキ解除の状態（車両走行状態）

（サイドブレーキスイッチは導通有りの状態）

サイドブレーキが掛かっている状態（車両停止状態）

（サイドブレーキスイッチは導通無しの状態）

選択できます！

①サイドブレーキ制御をする →本頁のように取付してください。（取付例です）

②ドア連動のみでサイド制御はしない→ステップの端子番号６（橙配線）は結線しないで下さい。

検出スイッチは同梱して
いません。機能を付ける
場合は、検出スイッチを
ご準備下さい。

「手動操作をしたい場合」
橙配線を、ｽｲｯﾁを介してﾎﾞﾃﾞｨｰｱｰｽに結
線した場合、設置したｽｲｯﾁのON/OFF
によりｽﾃｯﾌﾟを手動操作できます。

ﾄﾞｱ開閉制御と併せた動作は、以下にな
ります。

・ドア開＋スイッチON：ステップ開

・ドア開＋スイッチOFF：ステップ閉

・ドア閉＋スイッチON：ステップ閉

・ドア閉＋スイッチOFF：ステップ閉

ﾄﾞｱ開で尚且つスイッチＯＮでステップ
が開になります。この場合スイッチが
ＯＮのままでも、ﾄﾞｱを閉じた場合はス
テップは閉になります。



電源取出し及びヒューズアプローズアプローズ Ｐ．１１

写真の車両は、シガーより分岐してます。

ACCでＤＣ１２Ｖ供給

＜ステップシステム上の役割＞

ステップの電源供給ラインです。

【ポイント】

お客様の使い勝手で、供給元をＡＣＣ連動供給ｏｒ常時供給を選択することが出来ま
す。

但し、常時供給の場合、ステップ電源を切り忘れると、待機電力（電源スイッチラン
プや、ステップ外部ＬＥＤ及び回路待機電力）を使用することになりますのでバッテ
リー上がりの懸念が生じます。



ドアースイッチアプローズアプローズ Ｐ．１２

＜ステップシステム上の役割＞

ステップの出入りをドアー開閉に連動させる為のスイッチです。

【ポイント】
ドアースイッチは、マグネット式です。黒、黒/白の配線間が、
・ドアが閉じている時：導通無し
・ドアが開いている時：導通有り
となるように、両面テープ及びシリコンコーキング材などで固定してください。

黒 黒/白

ドアースイッチの配線

エーモンマグネットスイッチ(NO.3229 )の黒、黒/白色の
配線を使用します。

黒にステップ端子番号５を接続し、黒/白色は端子番号３
に接続してください。（どちらでも可）

磁石は、スライドドアに固定

スイッチは、Ｂピラーに固定

【ご注意】

スライドドアの閉まる位置は、閉める強さや当りゴムの状況で多少の誤差が生じ
ます。

半ドア付近でスイッチが反応し、確実にステップが格納する状態にセッティング
することをお勧めします。

このマグネットスイッチは、防水タイプではありません。シリコンコーキング材で外周全体
と配線の出入り口近辺を防水してください。



ASEI500 本体架台アプローズアプローズ 参考１



ASEI500 Ｌ字ステーアプローズアプローズ 参考２



ASEI700 本体架台アプローズアプローズ 参考３



ASEI700 Ｌ字ステーアプローズアプローズ 参考４



共通 Ｌプレートアプローズアプローズ 参考５


