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どのようにTKGキットをアクティベートしますか？
お持ちの884Decryptor Miniデバイスとクローニングツー
ルアプリとKCTプログラムはすべて最新バージョンにアップ
デートした後、TKGキットをアクティベートすることが出来ま
す。メイン画面で、パッケージに含まれているTKGキットアク
ティベーションヘッドを挿入し、画面の指示を待ってくださ
い。アクティベーションが完了したら、TKGアクティベーショ
ンヘッドを取り外すことができます。

初めてTKGキットをアクティベートする前に、884 
Decryptor Miniと884 DecryptorUltegraをアップ
デートする必要はありますか？
はい。KCTソフトウェアを使用して、Windows PC（バージョ
ン7以降）で884 Decryptor Miniおよび884 Decryptor 
Ultegraを更新することが重要です。

一台以上のキーラインクローニングデバイスを持っていま
すが、それぞれのデバイスにTKGキットをアクティベートす
る必要はありますか？
はい。それぞれのクローニングツールは個別にアクティベー
トする必要があります。アクティベーションは各クローニング
ツールのシリアル番号に個別にリンクされます。

どのようにしてTKGキットでクローニングできるトヨタの 
「G」キーを認識できますか？
テキサス®80ビットトランスポンダを搭載したトヨタの 「G」
キーはすべて、TKGキットでクローニングできます。トヨタの

「G」キーを認識するには、キーブレードにスタンプされた 
「G」をチェックする必要があります。

TKGアクティベーションヘッドは再利用できますか？
はい。TKGヘッドが成功にソフトウェアをアクティベートした
後、TKGヘッドは、トヨタ®の 「G」キー80ビットをクローニン
グできる通常のクローニングヘッドとして一度に使用できま
す。

どのようなクローンキーを使用しますか？
キーラインはトヨタ®80ビット「Ｇ」チップをクローニング為
に専用クローニングチップを開発しました。TKG電子ヘッド・
キーラインホースシューやCKGカーボンチップ・キーライン
ポッドキーで使用することが出来ます。どちらも同じ方法でク
ローニング出来ます。好きなタイプを選んで使ってください。

TKGやCKGは書き換え可能ですか？
CKGとTKG両方とも一度だけ書換することができます。

どのようなクローニングツールがCKGとTKGを動かすの
ですか？
CKGとTKGチップはTKGキットにアクティベートされたキー
ライン884 DecryptorUltegraと884 Decryptor Miniで
動きます。

これらのチップは他の自動車の80ビットチップをクローニ
ング出来ますか？
いいえ。CKGとTKGは鍵のブレードに「Ｇ」マークされている
トヨタ®モデル専用のチップです。

適用車種リストがありますか？
CKGとTKGは鍵のブレードに「Ｇ」マークされているトヨタ®
モデル専用のチップです。ウェブサイトwww.keyline.itで完
全な適用車種リストが確認出来ます。

884 Decryptor Ultegra と884 Decryptor Miniは
既にTKMスターターキットとTKMエクストリームキットに
アクティベートしていますが、TKGキットのアクティベーシ
ョンが出来ますか？
はい、出来ます。通常の手順に従ってアクティベーションすれ
ば良いです。

TKGキットのアクティベーションが出来ているかどうか、ど
うやって確認しますか？
キーラインクローニングツールアプリやソフトウェアで確認
出来ます。アプリやソフトウェアにログインして、「私の製品」→

「私のプロフィール」で登録されたデバイスのキーラインキ
ットのアクティベーション状況を確認出来ます。

TKGキットで鍵をクローニングする時、最大・最小スナップ
回数はありますか？
TKGやCKGでクローニングする時にスナップは要りません。
キーラインクローニングツールソフトウェアやアプリで表示
される提示に従って操作すれば良いです。

書込み中にTKGを取り外したらどうなりますか？
書込み中にTKGを取り外すことは推薦しません。そうすると、
書き込みが不完全になり、手順を繰り返すことが必要になり
ます。 
インターネット接続が失った場合やPC・スマートフォン・タブ
レットが電源切れた場合はどうすれば良いですか？
計算フェーズを再開するためには、クローニング手順を繰り
返す必要があります。
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884 Decryptor Ultegra

TKGキットでクローニングする時にインターネットに接続
する必要がありますか？
はい、TKGキットアクティベーションと80ビットクローニング
はPC用のキーラインクローニング（KCT）プログラムを使用
して行う必要があり、PCにインターネット接続が必要です。

どうやってキーラインクローニングツール（KCT）ソフトウェ
アを手に入れますか？
www.keyline.itにアクセスして、884 Decryptor Mini製品
ページ（トランスポンダーセクションで）にアクセスして、ダウ
ンロードソフトウェアのボタンをクリックして、インストールウ
ィザードに従って操作してください。インストールごキーライ
ンクローニングツールのアイコンをデスクトップに置いてくだ
さい。まだアカウントを持っていない場合は登録をクリックし
て、提示に従って操作してください。

KCTを使用するために必要なバージョンは何ですか？
884 DecryptorUltegraはキーラインクローニングツール
に接続には03.000やその以降のバージョンが要求されま
す。 バージョンが古いの場合、キーラインサポートに連絡し
てソフトウェアの更新指示を問い合わせてください。

884 DecryptorUltegraはどうやってアップデートしま
すか？
USBケーブルを使って884 DecryptorUltegraをPCに接
続して電源を入れて、KCTソフトウェアを起動して右上のメ
ニューから設置をクリックして、インストールアップデートを
クリックすれば良いです。更新プログレスバーが表示され、最
後にアップデート完了の提示が表示されます。

どうしてソフトウェアやPCは私の884 Decryptor 
Ultegraを認識しないですか？
お持ちの884 DecryptorUltegraはキーラインがリリー
スした最新のバージョンにアップデートする必要がありま
す。KCTソフトウェアがダウンロードされ、インストールされ
た後に、ソルトウェアを起動する時に「インストールアップデ
ート」の提示が出ます。アップデートしたら、最新バージョン
のKCTソフトウェアが884 DecryptorUltegraを認識でき
ます。それからTKMのアクティベーションをすることが出来
ます。

「DISC 884」が表示するウィンドウが開かれました。 どう
いう意味ですか？ それを閉じることができますか？

それは884 DecryptorUltegraがお使い中のPCによって
認識されていることを表しています。それを閉じても構いま
せん。

884 DecryptorUltegraがアップデート出来たかどう
か、どうやって確認しますか？
KCTソフトウェアを起動して、右上にあるメニューから診断
を選んで、DISC884（青で強調表示）をクリックしてくださ
い。右にアップデートされたバージョン・PC に接続されてい
る884 DecryptorUltegraのシリアル番号とUIDが表示さ
れます。

884 Decryptor Miniとキーライ
ンクローニングツールアプリ

どうやって884 Decryptor Miniにキーラインクローニン
グツールをインストールしますか？
簡単な手順で出来ます：お持ちのデバイスから
www.keyline.itにアクセスして、884 Decrypytor Miniの
製品ページでグーグル プレイストアのアイコンをクリックし
てください。「インストール」のアイコンをクリックしてアプリが
インストールされるのを待ってください。または左上の検索ボ
ックスに「Keyline CloningTool」を検索して、そしてGoogle 
Playストアからアプリをダウンロードしてインストールするこ
とができます。 

どうやって884 Decryptor Miniをスマートフォン（或は
タブレット）に接続しますか？
付属のケーブルを使用してください。884 Decryptor Mini
をPCに接続するに、付属の長いケーブルを使用してくださ
い。884 Decryptor Miniをスマートフォン・タブレットに接
続するに、付属の2本のケーブルを使用してください。USBプ
ラグを介して、それぞれに接続する必要があります。長いケー
ブルのマイクロUSB端は884 Decryptor Miniに接続し、短
いケーブル（OTGケーブル）のマイクロUSB端をデバイス（ス
マートフォン・タブレット）に接続する必要があります。

どうやってアプリでファームウェアをアップデートします
か？
アップデート後にログインしてください。現在のバージョン
は10.09以上の場合に、ログイン時にファームウェアを更新
するの要求が出来ます。現在のバージョンは10.09より古い
バージョンの場合に、PCでログインしてファームウェアを最
新バージョンにアップデートしてください。ファームウェアが
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10.25またはその以降のバージョンの884 DecryptorMini
はアプリを通じてファームウェアをアップデートすることが出
来ます。

どうやって現在のソフトウェアバージョンを確認しますか？
現在のファームウェアのファームウェアを確認するに、ログイ
ンしてメニューから診断をクリックしてください。テキストの
最後の行に884 Decryptor Miniとバージョン情報が表示
されます。

もしクローニング中に電話が鳴ればどうなりますか？
もしクローニング中に電話が鳴る場合、現在のプロセスは「
フリーズ」し、電話が優先されます。
通話の終了時にプロセスを再スタートすれば良いです。実際
には、キーラインクローニングツールのアプリはは閉じられ
ずにバックグラウンドモードに移行され、サーバーは処理を
継続します。

トランスポンダーをクローニングする途中に、PCやスマー
トフォン・タブレットを使用して他の操作をすることが出来
ますか？
はい、出来ますが、推薦しません。884 Decryptor Miniが
データを処理する途中に他の操作をしない方が良いです。唯
一許される操作は、「キャンセル」ボタンを押すことによってク
ローニング手順をキャンセルすることです。

884 Decryptor Miniとキーライ
ンクローニングツールソフトウェア

どうやってキーラインクローニングツール（KCT）ソフトウェ
アをアップデートしますか？
www.keyline.itにアクセスして、884 Decryptor Mini製品
ページ（トランスポンダーセクションで）にアクセスして、ダウ
ンロードソフトウェアのボタンをクリックして、インストールウ
ィザードに従って操作してください。アップデート完了した後
キーラインクローニングツールの画面の左上に最新のソフト
ウェアバージョンが表示されます。

PCからどうやってファームウェアをアップデートしますか？
KCTをアップデートした後に正常にログインしてください。メ
インメニューからファームウェアを更新するように求められ
ない場合は、ドロップダウンメニューから「設定」を選択し、「
インストールアップデート」をクリックしてください。更新プロ

セスは自動的に開始され、完了すると最新のファームウェア
になります。

どうやって現在のソフトウェアバージョンを確認しますか？
ソフトウェアにログインして、ドロップダウンメニューから「設
定」を選択して、ここでファームウェアのバージョンは表示さ
れます。

「DISCMINI_884」が表示するウィンドウが開かれまし
た。 どういう意味ですか？ それを閉じても大丈夫ですか？
それは884 Decryptor Miniがお使い中のPCによって認識
されていることを表しています。それを閉じても構いません。

もし884 DECRYPTOR Miniからケーブルを外すとどう
なりますか？
電源が供給されなくなり、884 Decryptor Miniが動作を
停止します。
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