
　 　

▶

STEP2 STEP2

すでに別のキーを登録されている方はじめてキーを登録される方

管理番号： D-A-3
Title オーナーキーの登録方法

更新日： 2022/12/23

STEP1

 マイページ下部の「登録」をタッチ

 アプリを起動する前にインターネットの接続

 とBluetooth設定がONであることを

 確認してください

　「キーを登録する」をタッチ or

はじめてキーを登録される方 すでに別のキーを登録されている方

タッチ②

タッチ②

注 意

すでにアプリを起動されている場合、

先にアプリをタスクキル（強制終了）

してから確認してください



ご本人様確認のため、生体認証か、

パスコードを入力し制限を解除してください
一番下までスクロールし「次へ」をタッチ

STEP4

 

オーナーキーを登録される

クルマをタッチしてください

TOYOTA/LEXUSの共通IDに

登録されているクルマが表示されます

STEP5

▶ ▶　　　▶

更新日： 2022/12/23 管理番号：
Title オーナーキーの登録方法

D-A-3

STEP3

タッチ③

タッチ④

※お客様のご利用の端末や設定により異なります

⑤本人確認(イメージ)



更新日：
Title オーナーキーの登録方法

2022/12/23 管理番号： D-A-3

STEP7 STEP8STEP6

 オーナーキーの名前をご自身で

 決めて入力し「ダウンロード」を

 タッチしてください

▶
 オーナーキーの名前を確認し

 「OK」をタッチ

 「キーのダウンロードが完了しました」

 と通知が表示されたら

 「OK」をタッチしてください

▶         ▶         ▶

豊田一郎の鍵

注 意

「OK」をタッチしたあと、

キーの名前は変更できません

ダウンロード中の画面

タッチ⑦ タッチ⑧

<

タッチ⑥

入力

注 意

ダウンロード中はデジタルキーアプリを

閉じないでください



STEP7 STEP11

 電子キー/スマートキー/カードキー/

 アクセスキー(※1)をご準備ください

 車外でアプリ操作をされているお客様は

 車内に移動してください

▶

STEP10

2022/12/23 管理番号： D-A-3
Title

更新日：

オーナーキーの登録方法

STEP9

「クルマとのペアリング画面」が表示されますが

 まだ操作はしないでください

ペアリング操作は、時間の制約がございます

操作前に手順をご案内してください

▶

まだ操作しないでください

①最初に電子キーをエンジンスイッチか

パワースイッチに近づけてください

②電子キーをかざしたまま、デジタルキーアプリ

の「ペアリング開始」をタッチしてください

③クルマから2回ピッと音が鳴るまで

電子キーはかざしたままにしてください

④2回ピッと音が鳴ったら、すぐにスマートフォン

を確認し、Bluetoothのペアリングを許可してください

⑤「オーナーキー登録完了」と表示されたら

ペアリング完了です。

操作手順

※1：以降は「電子キー」と称する



電子キーをかざしたまま、クルマから2回

ピッと音が鳴るのを待ってください

電子キーをかざしたまま、

アプリの「ペアリングの開始」をタッチ

最初に、電子キーをエンジンスイッチか、

パワースイッチに近づけてください

更新日： 2022/12/23 管理番号： D-A-3

STEP13STEP12

Title オーナーキーの登録方法

▶ ▶　　　▶

STEP14

ここからSTEP14まで ”30秒” 以内に操作してください

機種 Xperia・AQUOSは、STEP17 へ

タッチ⑬

注 意

電子キーをエンジンスイッチや

パワースイッチから離さないでください

近づける⑫

画像：https://manual.lexus.jp/nx

ピッ
1回目

ピッ
2回目



2回目のピッと鳴ったら、すぐにスマートフォンを確認し

ペアリングに関する通知を許可してください

「オーナーキー登録完了」が

表示されたらペアリング操作

は終了です

更新日： 2022/12/23 管理番号： D-A-3
Title オーナーキーの登録方法

STEP16STEP14 STEP15

▶　　　　▶　　　　▶ ▶　　　▶

※お客様ごとに文章は異なります

Bluetoothペアリングの要求

●●●がお使いのiPhoneへの

ペアリングを求めています。

ペアリング戻る

Bluetoothペアリングの要求

●●●をペアリングしますか？

OKキャンセル

ペアリング中の画面

タッチ⑮

◉ ペアリング成功

✖ ペアリング失敗

タッチ⑮

2回目の ピッ からSTEP16まで ”30秒” 以内に操作してください



Title オーナーキーの登録方法
更新日： 2022/12/23 管理番号： D-A-3

■ペアリング失敗のポップアップが表示された場合（※2）

■ペアリング許可を求めるポップアップが何回表示されたか分からない

OKをタッチしたあとは、右のペアリング待機中の画面が表示されます。

3分ほど待機したあと、再度「STEP12」から操作してください。

■ペアリング許可を求めるポップアップが9回以上表示される場合

アプリを再インストールし、キーの引き継ぎ・キーの削除をしてください。

■ペアリングのポップアップが表示されない場合

キーの引き継ぎ・キーの削除をしてください。

■エラーコード「DKE-TS153」が表示された場合

大変お手数ですが、お問い合わせ窓口にご相談ください（https://toyota.jp/digital_key/faq.html）

■クルマから１回目のピッが鳴らない

エラーコード「DKE-TS141」が表示された場合、

大変お手数ですが、お問い合わせ窓口にご相談ください（https://toyota.jp/digital_key/faq.html）

■クルマから２回目のピッが鳴らない

ペアリング失敗のポップアップが表示されたら、３分ほど待機したあと、再度「STEP12」から操作してください。

その他 ペアリング失敗時の対処法

【ペアリング待機中の画面▼】

※ペアリングのリトライまで約3分必要です

【※2：失敗時のポップアップ▼】



STEP17  Xperia・AQUOS用

更新日： 2022/12/23
Title オーナーキーの登録方法

管理番号： D-A-3

STEP20  Xperia・AQUOS用STEP19  Xperia・AQUOS用STEP18  Xperia・AQUOS用

▶
最初に、電子キーを

エンジンスイッチかパワースイッチに

近づけてください

▶
 電子キーをかざしたまま、クルマから

 2回ピッと音が鳴るのを待ってください

電子キーをかざしたまま、

アプリの「ペアリングの開始」

をタッチ

▶
ペアリング操作は、時間の制約がございます

操作前に手順をご案内してください

①最初に電子キーをエンジンスイッチか

パワースイッチに近づけてください

②電子キーをかざしたまま、デジタルキーアプリ

の「ペアリング開始」をタッチしてください

③クルマから2回ピッと音が鳴るまで

電子キーはかざしたままにしてください

④2回ピッと音が鳴ったら、すぐにスマートフォン

を確認し、Bluetoothのペアリングを

許可してください

※お客様の機種ですと、ペアリングの許可を

2-3回求められる場合があります

⑤「オーナーキー登録完了」と表示されたら

ペアリング完了です。

操作手順 ここからSTEP20まで ”30秒” 以内に操作してください

タッチ⑲

注 意

電子キーをエンジンスイッチや

パワースイッチから離さないでください

近づける⑱

画像：https://manual.lexus.jp/nx

ピッ
1回目

ピッ
2回目



　

オーナーキーの登録方法
管理番号： D-A-3

STEP21  Xperia・AQUOS用

更新日： 2022/12/23
Title

▶
「オーナーキー登録完了」と

表示されたらペアリング操作は

完了です

▶

STEP23  Xperia・AQUOS用STEP22  Xperia・AQUOS用

　2回目のピッが聞こえたら、すぐスマートフォンを

　確認しペアリングを許可してください

　※約5秒でポップアップは消えます

上のバーに表示されている「ペアに設定して接続」

の文字の色が濃くなったら、再度「ペアに設定して接続」を

タッチしてください

※約5秒でポップアップは消えます

◉ ペアリング成功

✖ ペアリング失敗

2回目のピッ からSTEP23まで ”30秒” 以内に操作

ペア設定リクエスト

[CAR Digital_Key]とペア設定す...

ペアに設定して接続 キャンセル

[CAR Digital_Key]とペア設定し

ますか？

□自分の連絡先や通話履歴へのアクセス

を許可する

キャンセル ペア設定する

ペア設定リクエスト

[CAR Digital_Key]とペア設定す...

ペアに設定して接続 キャンセル

ペアリング 1回目

タッチ㉑

タッチ㉑’

ペア設定リクエスト

[CAR Digital_Key]とペア設定す...

ペアに設定して接続 キャンセル

[CAR Digital_Key]とペア設定し

ますか？

□自分の連絡先や通話履歴へのアクセス

を許可する

キャンセル ペア設定する

ペア設定リクエスト

[CAR Digital_Key]とペア設定す...

ペアに設定して接続 キャンセル

ペアリング 2-3回目

上のバーに表示されている「ペアに設定して接続」の文字の色が濃くなったら

再度タッチしてください。約5秒でポップアップは消えてしまいます。

タッチ㉒

タッチ㉒’



Title オーナーキーの登録方法
更新日： 2022/12/23 管理番号： D-A-3

■Bluetoothの通知許可に失敗した場合

上のバーが消えてしまった場合は「キャンセル」をタッチし

3分ほど待機したあと再度「STEP18」から操作してください。

【ペアリング待機中の画面▼】

■ペアリング失敗のポップアップが表示された場合（※2）

■ペアリング許可を求めるポップアップが何回表示されたか分からない

OKをタッチしたあとは、左のペアリング待機中の画面が表示されます。

3分ほど待機したあと、再度「STEP18」から操作してください。

■ペアリング許可を求めるポップアップが9回以上表示される場合

アプリを再インストールし、キーの引き継ぎ・キーの削除をしてください。

■ペアリングのポップアップが表示されない場合

キーの引き継ぎ・キーの削除をしてください。

■エラーコード「DKE-TS153」が表示された場合

大変お手数ですが、お問い合わせ窓口にご相談ください（https://toyota.jp/digital_key/faq.html）

■クルマから１回目のピッが鳴らない

エラーコード「DKE-TS141」が表示された場合、

大変お手数ですが、お問い合わせ窓口にご相談ください（https://toyota.jp/digital_key/faq.html）

■クルマから２回目のピッが鳴らない

ペアリング失敗のポップアップが表示されたら、３分ほど待機したあと、再度「STEP18」から操作してください。

その他 ペアリング失敗時の対処法

※ペアリングのリトライまで約3分必要です

【※2：失敗時のポップアップ▼】


