型番:DAN-W62

スマホナビ対応ディスプレイ
この取扱書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に
「安全のために」
（P.2〜3）
は、
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。
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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
示しています。

安全のために

警 告
警 告

警

● 記載事項を守らないと生命にかかわるような
重大な傷害、事故につながるおそれがあるこ
と。

注 意
● 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、車を損傷するなどのおそれが
あります。

アドバイス
● より安全、快適にご使用いただく上で知って
おいていただきたいことを記載しています。

警

● 本機は DC12V
アース車専用です。
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車な
どの 24Ｖ 車で使用しないでください。
火災の原因になります。
● 本機の取り付け、取り外し、配線の変更はし
ないでください。
不適切な取り付けや配線の場合、故障や車両
火災などの事故につながるおそれがあり危険
です。
本機の取り付け、取り外しは安全のため、お
買い上げの販売店にご相談ください。
● 運転者が走行中に携帯電話を使用することは
法律で禁止されています。
安全のため、走行中の操作は絶対に行わない
でください。

注 意
● 走行中の操作は危険ですので、停車して安全
を確認の上、操作してください。
安全のため、運転者は走行中に操作しないで
ください。走行中の操作はハンドル操作を誤
るなど思わぬ事故につながるおそれがありま
す。
走行中に画面を見るときは、必要最小限の時
間にしてください。
なお、本機は安全のため、走行中一部の機能
が使えなくなります。
● 車外の音が十分聞こえる音量でお楽しみくだ
さい。
車外の音が聞こえにくいと、交通事故の原因
になります。
● 故障したままの状態で使用しないでくださ
い。
煙や異音がでたり、異臭がする場合には、す
ぐにオーディオ機能の電源をOFFにしてお買
い上げの販売店にご相談ください。
● 実際の交通規制を守ってください。
実際の交通規制を必ず守って運転してくださ
い。
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注 意
● 本機を分解したり、調整することは、絶対に
避けてください。
本機内部は、精密な構造になっているので、万
一不具合が生じた場合には、お買い上げの販売
店にご相談ください。故障の原因になります。
● バッテリーあがりにはご注意ください。
エンジンを停止させたまま、本機を長時間作
動することは避けてください。
バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動
ができなくなります。
● 車内温度は上げすぎたり、下げすぎたりしな
いでください。
夏期は車内の温度が高くなることがありますの
で、車内の温度を下げてからお使いください。
冬期は車内の温度が低くなることがありますの
で、車内の温度を上げてからお使いください。そ
のまま使用すると故障の原因になります。

アドバイス
● タッチパネルについて
本機の画面に市販の液晶保護フィルムを貼り
付けると、タッチスイッチが反応しなくなる
場合がありますので使用しないでください。
● 本機は精密機器であり、静電気、電気的なノ
イズ、振動などにより、ご購入後、お客様が
記録された情報内容が消失する場合がありま
す。お客様が本機に記録された情報内容につ
きましては、別にメモをとるなどして保管し
てください。
● なお、以下のような場合、保証はいたしかね
ますので、あらかじめご了承ください。
①本機の故障、誤作動、または不具合などによ
り、あるいは本機が電気的なノイズの影響な
どを受けたことにより、お客様が本機に記録
された情報内容などが変化・消失した場合。
②お客様または第三者が本機の使用を誤ったこ
とにより、お客様が本機に記録された情報内
容などが変化・消失した場合。
③本機の故障・修理に際し、お客様が本機に記録
された情報内容などが変化・消失した場合。
※なお、本機を装着もしくはご使用されたとき
は、上記の内容を承認されたものとみなさせ
ていただきます。

お使いになる前に
 精密機器のため取り扱いに注意
極端な高温や低温の中でのご使用は誤作動や故
障の原因になりますので周囲の温度には注意し
てください。
また本機内部に金属物や水が入ったり、強い衝
撃が加わると故障の原因になりますのでご注意
ください。
 お手入れの仕方
＜本機の清掃＞
･ ベンジン、シンナー類を使いますと、ケース
や塗装が変質しますので、使用しないでくだ
さい。
･ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に
したがってください。
＜ディスプレイ部の清掃＞
･ 画面の汚れは、プラスチックレンズ用メガネ
ふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふき取っ
てください。
手で押したり、かたい布などでこすると表面
に傷がつくことがあります。また、液晶画面
はコーティング処理してあります。ベンジン
やアルカリ性溶液などが付着すると画面が損
傷するおそれがあります。
 データの補償に関する免責事項について
･ 本機のソフトウェアをアップデートする際
に、USB メモリーに本機の製品情報を保存し
ます。本機の故障・修理・誤動作、または不
具合等により、USB メモリーに保存された
データが変化・消失する場合があります。お
客様がメモリーに保存されたデータについ
て、損失した場合のデータの補償、および直
接・間接の損害に対して、当社は一切の責任
を負いません。あらかじめご了承ください。

 本書に掲載されている画面は実際の画面と異な
る場合があります。また、製品の仕様などの変
更により本書の内容と製品が一致しない場合が
ありますのでご了承ください。
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1. はじめに

1. 目的別早見表
スマートフォンを
使いたい

スマートフォン
連携

18 ページ

スイッチの配置を
変更したい

メニュー画面を
カスタマイズする

21 ページ

オーディオを
使いたい

音の設定を行う

25 ページ
103 ページ

ラジオを聞く

27 ページ

タッチスイッチで
操作する

31 ページ

前面パネルの操作
ボタンで操作する

36 ページ

USB メモリーの
音楽を聞く

38 ページ

VTR を使う

42 ページ

Bluetooth®
オーディオを聞く

46 ページ

iPod を聞く
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1. はじめに

ハンズフリーに
ついて

本機に携帯電話を
登録したい

携帯電話を
登録する

66 ページ

本機と携帯電話を
Bluetooth® 接続したい

携帯電話を
接続する

67 ページ
87 ページ

電話番号を入力して
電話をかけたい

ダイヤル発信する

68 ページ

電話帳発信する

68 ページ

発信・着信履歴から
電話をかけたい

履歴発信する

70 ページ

少ない操作で
電話をかけたい

ワンタッチ
発信する

70 ページ

電話を受けたい

電話を受ける

73 ページ

電話帳データを
転送したい

携帯電話の電話帳
データを転送する

69 ページ
94 ページ

ワンタッチダイヤル
を登録したい

ワンタッチダイヤル
を設定する

98 ページ

電話帳の内容を
削除したい

電話帳のデータを
削除する

97 ページ

発着信履歴を
削除したい

履歴を削除する

101 ページ

はじめに

電話帳から
電話をかけたい

1
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1. はじめに

画面の色について

画質を調整する

35 ページ
37 ページ
44 ページ
82 ページ

バックモニターを
使う

108 ページ

画面のメッセージ
がわからない

こんなメッセージ
が表示されたとき

112 ページ

故障かどうか
知りたい

故障とお考えに
なる前に

114 ページ

明るさやコントラ
ストを変えたい

車両後方の映像を
表示したい

わからなくて
お困りのとき
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1. はじめに

2. 主な特長
メニュー画面から、いろいろな機能にアクセ
スすることができます。

本機にスマートフォン連携対応端末を接続
し、本機の画面上で端末のアプリケーション
を操作することができます。
スマートフォンを接続すると、本機で使用で
きるアプリケーションがメニュー画面に表
示されます。詳しくは、18 ページを参照し
てください。

本機に Bluetooth® 携帯電話を接続すると、
運転者が直接携帯電話を操作しなくても電
話をかけたり、受けたりすることができま
す。
ハンズフリー機能を使うには、メニュー画面
の電話にタッチしてください。詳しくは、60
ページを参照してください。

テーマカラー切替機能

iPod/USB メモリー再生機能

画面のテーマカラーをお好みや気分に合わ
せて 4 色から選択できます。詳しくは、79
ページを参照してください。

iPod または音楽データを保存した USB メ
モリーを接続して、音楽を聞くことができま
す。
詳しくは、29 ページ（iPod）
、38 ページ
（USB メモリー）を参照してください。
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1

はじめに

スマートフォン連携

ハンズフリー機能

1. はじめに

3. 電源を入れるには
本機は車のエンジンをかけると自動的に電
源が入ります。エンジンを切ると電源も切れ
ます。

1

車のエンジンスイッチを ON または ACC
にします。

 本機の電源が入ります。

 初期画面（オープニング画面）が表示されます。

 メニュー画面が表示されます。

アドバイス
● メニュー画面が表示されないときは、
押してください。
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を

1. はじめに

4. 操作ボタンについて

1

はじめに

No.

名

称

機

能

ページ

タッチ画面表示部

指で画面にタッチして操作します。

14

音量ボタン

＋または―ボタンを押して、音量を調整します。

25

SEEK / TRACK
ボタン

または
ボタンを押して、ラジオの放送局
を選局したり、希望する曲やファイルを選択します。
または
ボタンを押し続けると早送りや早
戻しができます。

27, 31, 32,
36, 39, 40,
49, 51

TUNE / スクロール
ツマミ

このツマミを回してラジオの周波数を変更したり、曲や
ファイルを選択します。またリストの選択にも使用でき
ます。

25, 27, 32,
36, 40, 51

ボタン

このボタンを押すと前に戻ります。
画面上に
スイッチが表示されているときに操作
することができます。



ボタン

このボタンを押すとメニュー画面が表示されます。
このボタンを押し続けるとオーディオの ON と OFF を
切り替えます。

21, 25

13

1. はじめに

5. タッチスイッチについて

タッチスイッチ
 画面保護のため、タッチスイッチは指で軽く
タッチしてください。
 スイッチの反応がないときは、一度画面から手
をはなしてから再度タッチしてください。
 使用できないタッチスイッチは灰色になり操作
できません。
 スイッチの機能が働いているときは、タッチス
イッチが強調表示されるものもあります。

＜本書でのスイッチ表示＞
･ タッチスイッチにタッチするときは、太字で
スイッチ名称を表示しています。
例）オーディオスイッチ
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1. はじめに

6. 走行中の操作について
本機の機能はエンジンスイッチの位置など次の条件により操作できる場合とできない場合が
あります。

1

オーディオ
スマートフォン連携

OFF

×

ACC

○※１

○
パーキングブレーキがか
かっている場合のみ

○

ON
停車中

○※１

○
パーキングブレーキがか
かっている場合のみ

○

ON
走行中

安全上の配慮から操作でき
なくなる機能があります

映像
（iPod、VTR）※ 2

映像以外

×

×

安全上の配慮から操作でき
なくなる機能があります

はじめに

エンジン
スイッチ

安全上の配慮から操作でき
なくなる機能があります

※ 1：アプリケーションによっては、パーキングブレーキがかかっている場合のみ操作できます。
※ 2：iPod で、前面パネルの操作ボタンで操作するモードに設定されている場合を含みます。

注 意
● エンジンスイッチが ACC のときはバッテリーあがりにご注意ください。
エンジンを停止させたまま、本機を長時間作動させることは避けてください。
バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

アドバイス
● 走行中、使用できないタッチスイッチは灰色になり操作できません。
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2. スマートフォン連携

1. クイックガイド
本機にスマートフォンを接続して
のアイコンが表示されます。

ボタンを押すと、本機で使えるアプリケーション

この章では、スマートフォン連携で使われるボタンの主な機能を説明しています。
No.

名

機

能

ページ

追加アイコン

アイコンにタッチしてアプリケーションを起動します。

21

音量ボタン

＋または―ボタンを押して、音量を調節します。



このボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

21

ボタン

18

称

2. スマートフォン連携

2. スマートフォン連携：AppCarConnect について
概要

対応端末

AppCarConnect 対応端末を接続する
と、本機でスマートフォンのアプリケー
ションを操作することができます。

スマートフォン連携対応端末については、下記
のサポート用サイトをご覧ください。
2

URL
http://toyota.jp/dop/navi

アドバイス
● 安全のため、運転者は走行中にスマートフォン
の接続や操作をしないでください。

今後発売されるスマートフォンでも、本機と連
携できる端末は限られます。

注 意
● 車の中にスマートフォンを置いたままにしな
いでください。特に、高温の車内では、スマー
トフォンが損傷するおそれがあります。
● スマートフォンを接続する場合、必要以上の
力で押し付けないでください。スマートフォ
ンまたはスマートフォンの端子を損傷するお
それがあります。
● スマートフォンの内部に異物を入れないでくだ
さい。スマートフォンまたはスマートフォンの端
子を損傷するおそれがあります。

アドバイス
● 通信状況などにより、アプリケーションの
サービスを利用できないことがあります。

19

スマートフォン連携

警 告

2. スマートフォン連携

対応スマートフォンを準備する
本機でスマートフォンのアプリケーショ
ンをお使いになる前に幾つかの準備をし
ていただく必要があります。

アドバイス
●

が表示されます。
iPhone/iPod touch の場合は、端末にホー
ム 画 面 が 表示 さ れ て い る こ と を 確認 し て、

スマートフォン連携機能を使うには、本機とス
マートフォンを連携させるためのアプリケー
ション「AppCarConnect JPN」をインスー
トルする必要があります。
アプリケーションのインストール方法の詳細
については、下記のサポート用サイトをご覧く
ださい。
URL
http://panasonic.jp/car/cus/ACC/

にタッチしてください。その他のスマー
トフォンの場合は、そのまま

●

●

スマートフォンを接続する
 スマートフォンの電源を入れます。
 USB/VTR 端子のカバーを開け、スマート
フォンを接続します。

●

●

●

 iPhone/iPod touchを接続する場合、
本機に同
梱されている iPod 接続用ケーブルをご使用く
ださい。

20

が表示されている間は接続処理中です。
接続に失敗するとメニュー画面の左下に

にタッチし

てください。
（再接続が始まります。
）
再度、接続に失敗した場合は、ケーブルを接
続し直してください。
接続処理が完了すると、メニュー画面にアプ
リケーションの追加アイコンが表示されま
す。
スマートフォンを接続する際は、アプリケー
ションの音声を止めた状態で接続してくださ
い。アプリケーションの音声が出力された状
態で接続すると、車のスピーカーから急に音
が鳴りスピーカー破損の原因になる場合があ
ります。
iPhone/iPod touch を接続する場合、必ず
ホーム画面が表示されているときに接続して
ください。iPhone/iPod touch がロック状態
で接続されると、接続処理はされません。
iPhone/iPod touch を接続する場合は、
USB 端子と VTR 端子の両方を接続してくだ
さい。
スマートフォンの接続後は、スマートフォン
を直接操作しないでください。直接操作した
場合、本機でのアプリケーションの操作は保
証されません。

2. スマートフォン連携

3. メニュー画面の操作
スマートフォンのアプリケーションはメ
ニュー画面から操作します。

メニュー画面を表示する

1

2

使用するアプリケーションのアイコンに
タッチします。

 はじめてアプリケーションを使用するときは、
ご使用前の注意事項が画面に表示されます。内
容をよくお読みになり、アプリケーションをご
使用ください。

を短く押します。

メニュー画面をカスタマイズする
メニュー画面に表示されるアイコンを、
希望の位置に変更することができます。

 本機で使用できるアプリケーションのアイコン
が表示されます。

1

メニュー画面で任意のアイコンにタッチし
続けると、カスタマイズモードになります。

 1 ページで全てのアイコンが表示できないとき
は、

または

にタッチしてページを切り替

えることができます。

アドバイス
● メニュー画面に表示されるアプリケーションの
追加アイコンは接続されているスマートフォ
ンにより異なります。
● 本書でのアプリケーションのアイコンと名称
は、実際と異なる場合があります。



、
または
にタッチして、１ペー
ジに表示するアイコンの数を変更することがで
きます。

2

移動したいアイコンにタッチして、アイコン
を選択状態にします。次にアイコンを移動し
たい場所にタッチすると、アイコンが移動し
ます。

3

を押してカスタマイズモードを終了し
ます。
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スマートフォン連携

アドバイス
● iPod 設定（105 ページ参照）が、iPod 画像
の表示＆パネルスイッチによる操作「する」に
設定されている場合は、スマートフォン連携
機能を使用できません。スマートフォン連携
機能を使用する際は「しない」に設定してく
ださい。

2

2. スマートフォン連携

4. ステアリングスイッチ
ステアリングスイッチ
ステアリングスイッチ装着車は、手元に
あるステアリング部スイッチでアプリ
ケーションの主要操作をすることができ
ます。
 スイッチの操作、機能の詳細については以下を
ご覧ください。
No.

スイッチ
音量スイッチ
MODE スイッチ

音量スイッチ
 音量を上げるには＋側を押します。スイッチを
押し続けると、音量は連続して上がります。
 音量を下げるには−側を押します。スイッチを
押し続けると、音量は連続して下がります。
MODE スイッチ
 オーディオが OFF のときに MODE スイッチを
短く押すと、オーディオが ON になります。
 MODE スイッチを短く押すと、オーディオモー
ドが切り替わります。スイッチを押すたびに
オーディオモードが順番に切り替わります（切
り替えできないオーディオモードはスキップさ
れます）
。
 ピッと音が鳴るまで MODE スイッチを押し続
けると、ミュート（消音）します。
再度ピッと音が鳴るまで押し続けると、ミュー
トを解除します。
※ アプリケーションによっては、操作することが
できなかったり、本書の説明と動作が異なるこ
とがあります。
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3. オーディオ

1. クイックガイド
オーディオを使うには、メニュー画面のオーディオにタッチします。

No.

名

称

能

ページ

オーディオ操作
画面

選択したオーディオモードが表示されます。選択した
オーディオモードはタッチスイッチで操作できます。



SOURCE

オーディオモードを選択するときにタッチします。
オーディオモード選択画面が表示されます。

26

音量ボタン

＋または―ボタンを押して、音量を調節します。

25

SEEK / TRACK
ボタン

または
ボタンを押して、ラジオの放送局
を探したり、希望する曲やファイルを選択します。

27, 32, 36,
40, 51

TUNE / スクロール
ツマミ

このツマミを回して、ラジオの周波数を選択したり、
曲やファイルの選択をします。またリストの選択にも
使用できます。

25, 27, 32,
36, 40, 51

このボタンを押すと前に戻ります。
画面上に
スイッチが表示されているときに操作
することができます。

36

このボタンを押し続けるとオーディオの ON と OFF が
切り替わります。

25

ボタン

ボタン

24

機

3. オーディオ

2. 共通の操作
この章ではオーディオの基本的な使い方
について説明しています。

注 意
● 走行中の操作は安全運転に支障がないよう十
分注意して行ってください。
また、車外の音が十分に聞こえる音量でお楽
しみください。

メニュー画面のオーディオにタッチすると、
オーディオ操作画面が表示されます。

オーディオを ON・OFF する

● ＋−ボタンは短く押すと 1 ステップずつ音量
が変わり、長く押すと手をはなすまで音量が
変わり続けます。
● 音量が最大（最小）になると、それ以上の音
量は変わりません。
● VTR、Bluetooth® オーディオは、その他の
オーディオの音量とは別に調整することがで
きます。
● オーディオを聞いているときに、車内または
車の近くでデジタル携帯電話を使用した場
合、オーディオのスピーカーからノイズ（雑
音）が聞こえることがありますが故障ではあ
りません。
● 音楽の一時停止やミュート（消音）中に音量
を調節すると一時停止やミュートは解除され
ます。

TUNE/ スクロールツマミを
使って操作する
 ラジオモード
ラジオの放送局はこのツマミを使って手動
で選局することができます。
 ラジオ以外のモード
曲またはファイルをこのツマミで選択しま
す。

ボタン：このボタンを押し続けてオー
ディオの ON と OFF を切り替えます。オー
ディオを ON にすると、前回選択したオー
ディオモードが選択されます。
＋−ボタン：このボタンを押して音量を調節
します。
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3

オーディオ

オーディオ操作画面を表示する

アドバイス

3. オーディオ

 リスト画面が表示されている場合
リスト画面が表示されている場合、TUNE/
スクロールツマミを回してカーソルを移動
して希望の項目を選択し、このツマミを押す
と再生します。
再生中のトラックは強調表示されます。

オーディオモードを切り替える

1

メニュー画面のオーディオにタッチしま
す。

 現在選択されているオーディオの操作画面が表
示されます。

2

SOURCE にタッチしてオーディオモード
選択画面を表示させます。

3

希望するオーディオモードにタッチしま
す。

アドバイス
● 灰色で表示されたスイッチは選択できませ
ん。オーディオ機器は選択前に接続してくだ
さい。

26

3. オーディオ

3. ラジオ
ラジオモードに切り替える

1

メニュー画面のオーディオにタッチしま
す。

選局する
以下の方法で希望の放送局を選局する
ことができます。
プリセットスイッチ（1-6）で選局する：プ
リセットスイッチ（1-6）のいずれか 1 つに
タッチして、希望の放送局を選択します。選
択されているスイッチが強調表示され、放送
局の周波数が画面に表示されます。

2

SOURCE にタッチしてオーディオモード
選択画面を表示させます。

3

画面の AM または FM にタッチします。

手動で選局する：TUNE/ スクロールツマミ
を回して周波数を変更します。
自動で選局する：SEEK/TRACK ボタンの
または
を押すと、現在表示されて
いる周波数に一番近い放送局を探して受信
します。ボタンが押されるたびに他の放送局
を自動的に探し出します。
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オーディオ

 現在選択されているオーディオの操作画面が表
示されます。

3

3. オーディオ

選局した放送局を記憶させる

1
2

希望する放送局に周波数を合わせます。
プリセットスイッチ（1-6）の 1 つをピー
と音が鳴るまでタッチし続けます。

 これで周波数がプリセットスイッチに記憶され
ます（マニュアルプリセット）。
 プリセットスイッチには記憶された周波数が表
示されます。

交通情報を聞く

1

AM ラジオの操作画面で交通情報にタッチ
します。

 交通情報音声に切り替わります。
 再度、交通情報にタッチすると AM ラジオの音
声に切り替わります。

交通情報の周波数を設定する

1

AM ラジオの操作画面で、記憶させたい周
波数を選局します。

2

ピーと音が鳴るまで交通情報にタッチしま
す。
アドバイス

 プリセットした放送局の周波数を変えるには、
同じ手順を繰り返してください。

3

自動的に記憶させる場合は、AUTO.P を
ピーと音が鳴るまでタッチし続けます。

 動作が終了するとプリセットスイッチに周波数
が記憶されます（オートプリセット）。
 プリセットスイッチには記憶された周波数が表
示されます。

アドバイス
● 電波の強い放送局が６局、記憶されます。
● オートプリセット動作中または動作後に
AUTO.P にタッチするとプリセットメモリー
は、オートプリセット動作前の状態に戻りま
す。
● オートプリセットを行った時は画面に
「AUTO.P」が表示されます。
● 電波が弱く 1 局もプリセットされなかった場
合、プリセット局はオートプリセット動作前
の状態に戻ります。
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● 初期設定では 1620kHz にセットしてありま
す。

3. オーディオ

4. iPod®
iPod を USB/VTR 端子に接続すると、
お客様の車のスピーカーや本機の画面で
音楽や動画をお楽しみいただけます。

警 告
● 運転中は、iPod を接続したり、iPod 本体を操
作したりしないでください。

● 運転中は、安全のため、ヘッドフォンまたは
イヤホンを使用しないでください。
● 本機で iPod を使用しているときに iPod の
データが消去しても、消失したデータの補償
はできませんのでご容赦ください。
● iPod を直射日光の当たるところに長時間放置
すると、高温により変形・変色したり、故障
するおそれがあります。使用しないときは、直
射日光の当たらないところに保管してくださ
い。
● iPod を接続する場合、必要以上の力で押し付
けないでください。iPod または iPod の端子
を損傷するおそれがあります。
● USB ポートに異物を入れないでください。
iPod または iPod の端子を損傷するおそれが
あります。

● 本機には、iPod の充電機能があります。
● iPod のバッテリー容量が非常に少ない場合、
iPod が操作できないことがあります。そのよ
うな場合、ご使用前に iPod を充電してくだ
さい。
● iPod に収録されている曲数、ソフトバージョ
ンによっては、iPod との通信状態により、操
作画面による操作を行っても、すぐに反応し
ないことがあります。
● iPod にイヤホンやリモコンなどのアクセサ
リーを挿したまま使用しないでください。そ
の場合、動作保証対象外となります。
● iPod で音楽再生している間は、接続ケーブル
を抜かないでください。iPod が故障する場合
があります。
● 正しく動作しない場合、iPod を本機から取り
はずし、iPod 本体をリセットしてから本機に
再度接続してご使用ください。iPod のリセッ
ト方法は iPod のマニュアルをご覧ください。
● ご使用になる iPod が本機に対応している
バージョンであるか確認してください。対応
しているバージョンについては、55 ページ
の「対応 iPod」を参照してください。
● 本機に iPod を接続すると、本機で表示される
曲名リストの順番が iPod と異なることがあ
ります。接続した iPod を本機で操作する場
合、本機の操作と iPod の動作が異なること
があります。
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3

オーディオ

注 意

アドバイス

3. オーディオ

iPod を接続する

1

3

画面の iPod にタッチします。

USB/VTR 端子のカバーを開け、iPod を
接続します。

アドバイス
● iPodが接続されていない場合、iPod を選択す
ることはできません。iPod を USB/VTR 端
子に接続してください。
 iPod を接続する場合、本機に同梱されている
iPod 接続用ケーブルをご使用ください。
 iPodの電源が入っていない場合、
iPodの電源を
入れてください。

iPod モードに切り替える

1

メニュー画面のオーディオにタッチしま
す。

iPod の操作方法を設定する
iPod 画像を表示して前面パネルの操作ボタ
ンで操作する／しないを選択できます。
105 ページの「iPod 設定を行う」を参照し
てください。
するが選択されている場合、iPod は前面パ
ネルの操作ボタン
（24 ページの
ボ
タン）を使って操作します。
しないが選択されている場合、iPod は画面
上のタッチスイッチを使って操作します。
アドバイス

 現在選択されているオーディオの操作画面が表
示されます。

2
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SOURCE にタッチしてオーディオ
モード選択画面を表示させます。

● iPod が接続されていない場合、操作方法の設
定を変更することはできません。iPod を
USB/VTR 端子に接続してください。

3. オーディオ

タッチスイッチで操作する
iPod 設定が、画像を表示して前面パネル
の操作ボタンで操作「しない」に設定さ
れている場合の操作方法を説明します。

 ビデオモードの操作
または
にタッチして早送りま
たは早戻しを行います。
にタッチして動画を全画面で表示し
ます。
アドバイス

音楽モード／ビデオモードを
切り替える

● 再生位置のインジケーターは、実際の再生経
過時間の位置と必ずしも一致しません。

音楽モードでは、iPod と曲によっては、
iPod のアートワークを表示することが
できます。

音楽を再生する場合は音楽に、動画を再生
する場合はビデオにタッチします。

iPod で音楽を再生する

 共通設定で表示する／しないを変更すること
ができます。79 ページの「共通設定」を参
照してください。

アドバイス
● アートワークを表示するのに時間がかかるこ
とがあります。その間は iPod が操作できな
いことがあります。

 現在再生しているアルバムまたは曲のタイトル
が表示されます。

 音楽モード／ビデオモード共通の操作
：曲の再生を一時停止します。
：曲の再生を再開します。

または
を押し
早送り、早戻し：
続けて早戻しまたは早送りを行います。ボ
タンを離した位置で再生が始まります。
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オーディオ

iPod 用アートワーク

3

3. オーディオ

前面パネルの操作ボタンで選曲する

 ALLにタッチすると選択したリスト内の全曲が
表示されます。
 タブのリスト画面でリストを選択した時点で、
選択したタブに切り替わり再生が始まります。
 曲を選択する場合は、曲のリストが表示される
までリストの選択を繰り返し、再生したい曲に
タッチします。


または

にタッチして、タブをスクロー

ルします。


または

にタッチしてリストをスクロー

ルします。
 タイトルが長い場合リストの右側に
されます。

が表示

にタッチするとタイトルをスク

ロールできます。

SEEK/TRACKボタン：
または
を
短く押して、希望する曲を選択します。
TUNE/ スクロールツマミ：このツマミを回
して希望する曲を選択します。リスト画面で
はツマミを使ってリストから選択すること
もできます。
選曲（カテゴリー）リスト画面で
選曲する
選曲リスト画面で、選曲タブやカテゴリーを
選択して選曲します。

1

音楽モードの場合は選曲に、ビデオモード
の場合はリストにタッチします。

 ビデオモードの場合
希望する動画のカテゴリーにタッチします。
次に、動画ファイルを選択します。
 すべてにタッチすると選択したリスト内の全
ファイルが表示されます。
 カテゴリーのリスト画面でリストを選択した時
点で、選択したカテゴリーに切り替わり再生が
始まります。
 ファイルを選択する場合は、ファイルのリスト
が表示されるまでリストの選択を繰り返し、再
生したいファイルにタッチします。

または
にタッチしてリストをスクロー
ルします。
 タイトルが長い場合リストの右側に
されます。

2

ロールできます。

選曲タブまたはカテゴリーを選択します。

 音楽モードの場合
プレイリスト、アーティスト、アルバム、曲、
Podcasts、オーディオブックなどの希望す
るタブスイッチにタッチします。
次に、タブごとに曲を選択します。
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が表示

にタッチするとタイトルをスク

3. オーディオ

曲（ファイル）リスト画面で選曲する
現在の再生対象曲（ファイル）のリスト画面
から選曲します。

1

リピート再生とシャッフル再生
音 楽 モ ー ド で、曲 の リ ピ ー ト 再 生 と
シャッフル再生ができます。

音楽モードの場合は曲に、ビデオモードの
場合はファイルにタッチします。

 現在の再生対象曲（ファイル）のリスト画面が
表示されます。

3

 希望する曲（ファイル）にタッチします。選択
した曲（ファイル）の最初から再生が始まりま
す。


または

にタッチしてリストをスクロー

ルします。
 タイトルが長い場合リストの右側に
されます。

が表示

にタッチするとタイトルをスク

ロールできます。

アドバイス
● プレイリスト、曲、Podcasts、オーディオ
ブックリストの場合は ALL リストは表示され
ません。
● 現在再生しているリストは強調表示されま
す。
● リストを表示するときは、現在再生している
リストが一番上に表示されます（再生中のリ
ストを含まない場合は、先頭から表示しま
す）。また、リストは再生する順に表示されま
す。

 リピートモードはスイッチにタッチするたびに
次のように変わります。

：再生中の曲が繰り返し再生さ
れます。
：リピート再生 OFF

（シャッフルモード）：曲やアルバム
単位でランダム（無作為）な順番で再生する
ときに使います。
 シャッフルモードはスイッチにタッチするたび
に次のように変わります。

：再生対象曲がランダムな順番
で再生されます。
：再生対象曲がアルバム単位で
ランダムな順番で再生されま
す。
：シャッフル再生 OFF

アドバイス
● 再生される順序は iPod 本体の動作に準じま
す。
● iPod 内に保存されている曲数が多い場合、
シャッフルが始まるまでに時間がかかること
があります。
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オーディオ

（リピートモード）：今聞いている曲
を繰り返し再生するときに使います。

3. オーディオ

画面サイズを変更する
ビデオモードで映像のサイズを変更する
ことができます。

1

2

No.

機

能

NORMAL

たて３：よこ４の割合で映像を表
示します。たて３：よこ４の割合
の映像は、オリジナルと同じ比率
で画面の両端が黒く表示されま
す。

FULL

映像を切らずに画面全てを使用し
て表示します。たて３：よこ４の
割合の映像は、左右方向に均等に
引き伸ばして表示されます。

ZOOM

映像を上下・左右方向に均等に引
き伸ばして画面全てを使用して表
示します。たて３：よこ４の割合
の映像は、オリジナルと同じ比率
で上下端が切れて表示されます。

画面の各種切替にタッチします。

画面の Wide にタッチします。

注 意

3
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変更したいサイズのスイッチにタッチし
て、その後完了にタッチします。

● テレビ番組や映画などの映像比率と異なる
モードを選択されますとオリジナル映像と見
え方に差が出ることをご留意ください。また、
営利目的、または公衆に視聴させることを目
的として画面の（分割表示や）圧縮・引き伸
ばしなどを行うと、著作権法で保護されてい
る著作者の権利を侵害するおそれがあります
ので、ご注意ください。

3. オーディオ

画質を調整する

4

お好みで画面を調整します。
画面ボタン

ビデオモードで画質を調整することがで
きます。

1

画面の各種切替にタッチします。

画面の画質調整にタッチします。

3

または
にタッチして、コントラス
ト、明るさ、色合いまたは色の濃さを選択
します。

能

コントラスト

強

画面のコントラストを強
くします。

コントラスト

弱

画面のコントラストを弱
くします。

明るさ

明

画面の明るさを上げます。

明るさ

暗

画面の明るさを下げます。

色合い

緑

画面の緑色を強くします。

色合い

赤

画面の赤色を強くします。

色の濃さ

濃

画面の色を濃くします。

色の濃さ

淡

画面の色を淡くします。
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3

オーディオ

2

機

3. オーディオ

画面サイズを変更する

前面パネルの操作ボタンで操作する
iPod 設定が、画像を表示して前面パネル
の操作ボタンで操作「する」に設定され
ている場合の操作方法を説明します。

1

画面の各種切替にタッチします。

2

画面の Wide にタッチします。

iPod の操作方法の設定については、30
ページを参照してください。

 本機前面パネルの操作ボタン（24 ページの
ボタン）で操作します。

TUNE/ スクロールツマミ :
ツマミを押して再生を一時停
止、再開します。
リスト画面では、ツマミを回し
てリストをスクロールし、ツマ
ミを押してリストから選択し
ます。



にタッチすると、映像を全画面で表示しま
す。

3

変更したいサイズのスイッチにタッチし
て、その後完了にタッチします。

SEEK/TRACK ボタン :
または
ボタンを押
して希望する曲を選択します。
ボタンを押し続けて早戻しま
たは早送りをします。
ボタン : ボタンを押して、前の画面に戻
ります。
 画面にタッチするたびに、タッチスイッチの表
示／非表示を切り替えることができます。

アドバイス
● iPod 設定を、画像を表示して前面パネルの操
作ボタンで操作「する」に設定した場合、動
画を再生することはできません。動画を再生
する場合は「しない」に設定してください
（30 ページ参照）
。
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No.

機

能

NORMAL

たて３：よこ４の割合で映像を表
示します。たて３：よこ４の割合
の映像は、オリジナルと同じ比率
で画面の両端が黒く表示されま
す。

FULL

映像を切らずに画面全てを使用し
て表示します。たて３：よこ４の
割合の映像は、左右方向に均等に
引き伸ばして表示されます。

3. オーディオ

注 意
● テレビ番組や映画などの映像比率と異なる
モードを選択されますとオリジナル映像と見
え方に差が出ることをご留意ください。また、
営利目的、または公衆に視聴させることを目
的として画面の（分割表示や）圧縮・引き伸
ばしなどを行うと、著作権法で保護されてい
る著作者の権利を侵害するおそれがあります
ので、ご注意ください。

1

画面の各種切替にタッチします。

2

画面の画質調整にタッチします。

3

または
にタッチして、コントラス
ト、明るさ、色合いまたは色の濃さを選択
します。

お好みで画面を調整します。
画面ボタン

機

能

コントラスト 強

画 面の コ ン トラ ス トを 強
くします。

コントラスト 弱

画 面の コ ン トラ ス トを 弱
くします。

明るさ

明

画面の明るさを上げます。

明るさ

暗

画面の明るさを下げます。

色合い

緑

画面の緑色を強くします。

色合い

赤

画面の赤色を強くします。

色の濃さ

濃

画面の色を濃くします。

色の濃さ

淡

画面の色を淡くします。

37

3

オーディオ

画質を調整する

4

3. オーディオ

5. USB メモリーの操作
USB メモリーを USB/VTR 端子に接続
すると、お客様の車のスピーカーで音楽
をお楽しみいただけます。

USB メモリーを接続する

1

USB/VTR 端子のカバーを開け、USB メ
モリーを接続します。

警 告
● 運転中は、USB メモリーを接続したり、USB
メモリー本体を操作したりしないでくださ
い。

注 意
● 車の中に USB メモリーを置いたままにしない
でください。特に、高温の車内では、USB メ
モリーが損傷するおそれがあります。
● USB メモリーを接続する場合、必要以上の力
で押し付けないでください。USB メモリーま
たは USB メモリーの端子を損傷するおそれ
があります。
● ＵＳＢ ポート内に異物を入れないでください。
USB メモリーまたは USB メモリーの端子を
損傷するおそれがあります。

 USB メモリーの電源が入っていない場合、
USB
メモリーの電源を入れてください。

USB メモリーモードに切り替える

1

メニュー画面のオーディオにタッチしま
す。

アドバイス
● USB メモリーを接続して、オーディオモード
を USB メモリーモードに切り替えると、前
回再生していた位置より再生を再開します
（レジューム再生）
。ただし、USB メモリー内
のファイルが移動されていたり消去されてい
る場合はレジューム再生されません。
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 現在選択されているオーディオの操作画面が表
示されます。

3. オーディオ

2

SOURCE にタッチしてオーディオモード
選択画面を表示させます。

USB メモリーで音楽を再生する

3

3

画面の USB にタッチします。

：ファイルの再生を一時停止します。
：ファイルの再生を再開します。
早送り、早戻し：
または
を押し続
けて早戻しまたは早送りを行います。ボタン
を離した位置で再生が始まります。
アドバイス
アドバイス
● USBメモリーが接続されていない場合、USB
を選択することはできません。USB メモリー
を USB/VTR 端子に接続してください。
● スマートフォンが接続されている場合、接続
した端末によっては USB メモリーモードに
切り替えることができません。
また、スマートフォン連携機能を使用してい
るときは、USB メモリーモードに切り替える
ことができません。
他の USB メモリーでお試しください。

● MP3 の楽曲情報を表示するのに、時間がかか
る場合があります。
● フォルダ名、ファイル名は、記録されている
内容によっては、正しく表示されない場合が
あります。
● 再生中のファイルのモード（"MP3" または
"WMA"）が、操作画面の左側（USB メモリー
アイコンの下）に表示されます。
● 再生位置のインジケーターは、実際の再生経
過時間の位置と必ずしも一致しません。
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オーディオ

 現在再生しているファイルとフォルダのタイト
ルが表示されます。

3. オーディオ

前面パネルの操作ボタンで選曲する

フォルダリスト画面で選曲する
フォルダリスト画面で、フォルダを選択して
選曲します。

1

SEEK/TRACKボタン：
または
を
短く押して、希望するファイルを選択しま
す。

画面のフォルダにタッチします。

 フォルダリスト画面が表示されます。

2

希望するフォルダにタッチします。

TUNE/ スクロールツマミ：このツマミを回
して希望するファイルを選択します。リスト
画面ではツマミを使ってリストから選択す
ることもできます。

 フォルダ内のファイルがリストで表示されま
す。
 フォルダを選択した時点で、選択したフォルダ
の再生が始まります。
 ファイルを選択する場合は、再生したいファイ
ルにタッチします。


または

にタッチしてリストをスクロー

ルします。
 タイトルが長い場合、リストの右側に
示されます。

クロールできます。

40

が表

にタッチするとタイトルをス

3. オーディオ

ファイルリスト画面で選曲する

リピート再生とランダム再生

現在の再生対象ファイルのリスト画面から
選曲します。

1

画面のファイルにタッチします。

3

 現在の再生対象ファイルのリスト画面が表示さ
れます。
 希望するファイルにタッチします。選択した
ファイルの最初から再生が始まります。


または

にタッチしてリストをスクロー

ルします。
 タイトルが長い場合、リストの右側に
示されます。

が表

にタッチするとタイトルをス

クロールできます。

アドバイス
● 現在再生しているリストは強調表示されま
す。
● リストを表示するときは、現在再生している
リストが一番上に表示されます（再生中のリ
ストを含まない場合は、先頭から表示しま
す）。また、リストは再生する順に表示されま
す。

 リピートモードはスイッチにタッチするたびに
次のように変わります。

：再生中のファイルが繰り返し
再生されます。
：再生中のフォルダ内のファイ
ルが繰り返し再生されます。
:リピート再生 OFF

（ランダムモード）：ファイルをラン
ダム（無作為）な順番で再生するときに使い
ます。
 ランダムモードはスイッチにタッチするたびに
次のように変わります。

:再生中のフォルダ内のファイ
ルがランダムな順番で再生さ
れます。
:全てのフォルダ内のファイル
がランダムな順番で再生され
ます。
：ランダム再生 OFF
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オーディオ

（リ ピ ー ト モ ー ド）：今 聞 い て い る
ファイルまたはフォルダを繰り返し再生す
るときに使います。

3. オーディオ

6. 映像機器のモニターとして使うには
市販の映像機器を VTR ポートに接続す
ると、お客様の車のスピーカーやモニ
ターを使って動画をお楽しみいただけま
す。

映像機器を接続する

1

VTR ポートのカバーを開け、映像機器を接
続します。

警 告
● 運転中は映像機器を接続したり、映像機器本
体を操作したりしないでください。

注 意
● 車の中にポータブルビデオを置いたままにし
ないでください。特に、高温の車内では、ポー
タブルビデオが損傷するおそれがあります。
● ポータブルビデオを接続する場合、必要以上
の力で押し付けないでください。ポータブル
ビデオまたはポータブルビデオの端子を損傷
するおそれがあります。
● VTR ポートに異物を入れないでください。
ポータブルビデオまたはポータブルビデオの
端子を損傷するおそれがあります。

アドバイス
● 映像機器からの入力信号が大きい場合には、
音が歪む場合があります。この場合、接続し
た機器側で音量を調整してください。
● 接続した機器により、映像が正常に表示され
ない場合があります。
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 映像機器を接続する場合、本機に同梱されてい
る VTR 機器接続用ケーブルをご使用ください。

3. オーディオ

VTR モードに切り替える

1

映像を再生する

メニュー画面のオーディオにタッチしま
す。

3

 現在選択されているオーディオの操作画面が表
示されます。

2

3

SOURCE にタッチしてオーディオモード
選択画面を表示させます。

画面の VTR にタッチします。

画面サイズを変更する

1

画面の各種切替にタッチします。

2

画面の Wide にタッチします。

アドバイス
● VTR モードは iPod が接続されていると選択
できません。VTR モードを使うには、iPod
を本機から取りはずしてください。
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オーディオ

：動画が全画面で再生されます。
 他の操作は映像機器側で操作する必要がありま
す。

3. オーディオ

3

変更したいサイズのスイッチにタッチし
て、その後完了にタッチします。

No.

機

能

NORMAL

たて３：よこ４の割合で映像を表
示します。たて３：よこ４の割合
の映像は、オリジナルと同じ比率
で画面の両端が黒く表示されま
す。

FULL

映像を切らずに画面全てを使用し
て表示します。たて３：よこ４の
割合の映像は、左右方向に均等に
引き伸ばして表示されます。

ZOOM

映像を上下・左右方向に均等に引
き伸ばして画面全てを使用して表
示します。たて３：よこ４の割合
の映像は、オリジナルと同じ比率
で上下端が切れて表示されます。

注 意
● テレビ番組や映画などの映像比率と異なる
モードを選択されますとオリジナル映像と見
え方に差が出ることをご留意ください。また、
営利目的、または公衆に視聴させることを目
的として画面の（分割表示や）圧縮・引き伸
ばしなどを行うと、著作権法で保護されてい
る著作者の権利を侵害するおそれがあります
ので、ご注意ください。
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画質を調整する

1

画面の各種切替にタッチします。

2

画面の画質調整にタッチします。

3

または
にタッチして、コントラス
ト、明るさ、色合いまたは色の濃さを選択
します。

3. オーディオ

画面ボタン

機

能

コントラスト

強

画面のコントラスト（鮮明
度）を強くします。

コントラスト

弱

画面のコントラストを弱
くします。

明るさ

明

画面の明るさを上げます。

明るさ

暗

画面の明るさを下げます。

色合い

緑

画面の緑色を強くします。

色合い

赤

画面の赤色を強くします。

3

濃

画面の色を濃くします。

色の濃さ

淡

画面の色を淡くします。

オーディオ

色の濃さ
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3. オーディオ

7. Bluetooth® オーディオ
Bluetooth® オーディオは、本機と
Bluetooth® ポータブルオーディオプ
レーヤー※（以下「ポータブル機」
）を無
線で接続し、お客様の車のスピーカーで
音楽をお楽しみいただける機能です。
Bluetooth® に対応していないポータブ
ル機では、Bluetooth® オーディオをお
使いいただけません。

警 告
● 運転中は、ポータブル機本体を操作しないで
ください。

注 意
● 車の中にポータブル機を置いたままにしない
でください。特に、高温の車内では、機器が
損傷するおそれがあります。

アドバイス
● 以下の状態では、Bluetooth® オーディオが機
能しない場合があります。
･ ポータブル機の電源が切れている。
･ ポータブル機が接続されていない。
･ ポータブル機の電池残量が少なくなって
いる。
● ポータブル機によっては、特定の機能が使用
できない場合があります。
● 携帯電話の接続は Bluetooth® オーディオの
再生中でも行えますが、時間がかかることが
あります。
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Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録
商標です。
アドバイス
● Bluetooth® オーディオをお使いになるには、
ポータブル機は以下の仕様に対応している必
要があります。ただし、一部の機能は、ポー
タブル機の機種によっては制限される場合が
ありますのでご注意ください。
･ Bluetooth® 仕様
Ver. 1.1以降
（推奨：Ver. 2.1+EDR以降）
･ プロファイル
A2DP（Advanced Audio Distribution
Proﬁle）
Ver. 1.0 以降
（推奨：Ver. 1.2 以降）
AVRCP（Audio/Video Remote
Control Proﬁle）Ver. 1.0 以降
（推奨：Ver. 1.4 以降）

3. オーディオ

Bluetooth® オーディオモードに
切り替える

1

メニュー画面のオーディオにタッチしま
す。

アドバイス
● ポ ー タ ブ ル 機 が 登 録 さ れ て い る と き は、
Bluetooth® オーディオモードに切り替える
と自動的にポータブル機に接続します。

ポータブル機を接続する

2

SOURCE にタッチしてオーディオモード
選択画面を表示します。

ポータブル機が登録されていないとき
ポータブル機がまだ登録されていない場
合、まず、以下の手順にしたがって機器
を登録してください。

3

1

画面の接続にタッチします。

2

登録をする場合ははいにタッチします。

画面の Bluetooth® にタッチします。

アドバイス
● 本機にBluetooth® 接続されているポータブル
機と本機に接続されているスマートフォン連
携対応端末が同一の場合、Bluetooth® オー
ディオモードで音楽を再生できない場合があ
ります。
（スマートフォン連携モードで使用し
てください。）
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3

オーディオ

 現在選択されているオーディオの操作画面が表
示されます。

Bluetooth® オーディオを使うには、
ポータブル機を本機に登録する必要があ
ります。一度登録すると、お客様の車の
オーディオで音楽を楽しむことができま
す。

3. オーディオ

3

この画面が表示されたら、ポータブル機側
で登録操作を行います。

ポータブル機が登録されているとき
ポータブル機を複数お使いの場合、接続
を変更したり、新しい機器を追加するこ
とができます。

4

画面の接続にタッチします。

2

接続するポータブル機の名前にタッチしま
す。

画面に表示されているパスキーをポータブ
ル機に入力します。

 SSP（Secure Simple Pairing）対応の
Bluetooth® 機器ではパスキーは要求されませ
ん。接続する Bluetooth® 機器の種類によって
は、登録の確認メッセージが Bluetooth® 機器
の画面に表示されることがあります。確認メッ
セージにしたがって、Bluetooth® 機器を操作
してください。
 キャンセルする場合、中止にタッチしてくださ
い。

5

1

接続が完了すると、この画面が表示されま
す。

 新しい機器を追加する場合、新規登録にタッチ
します。機器は 5 台まで登録できます。

 ポータブル機が接続されたとき、ポータブル
機の情報が登録されています。本機を手放す
ときは、ポータブル機の削除を行ってくださ
い。
（85 ページの「Bluetooth® 機器を削除
する」を参照してください。
）

アドバイス
● ポータブル機側の登録操作については、ポー
タブル機の取扱書を参照してください。
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Bluetooth® オーディオの設定
Bluetooth® の設定を変更することがで
きます。84 ページの「Bluetooth® 設
定」を参照してください。

接続方法がポータブル機からに設定されて
いる場合、Bluetooth® 機器を操作して本機
に接続します。
 この項目の設定方法については、
86ページの
「Bluetooth® 機器の詳細情報を表示する」を
参照してください。

Bluetooth® オーディオを再生する

3

オーディオ

Bluetooth Power：Bluetooth Power が
ON に設定されている場合、Bluetooth®
機器は、車を始動させるたびに自動的に接
続されます。
 ポータブル機の種類や選択した接続方法によ
り、機器が自動的に接続されないことがありま
す。

 現在再生中の曲とプレイリストのタイトルが表
示されます。

 この項目の設定方法については、
88ページの
「Bluetooth® 詳細設定」を参照してくださ
い。

 ポータブル機の種類によっては、タイトルと操
作スイッチが表示されないことがあります。

：曲の再生を一時停止します。
：曲の再生を再開します。

接続方法： 接続方法が車載機からに設定さ
れている場合、本機から自動的に
Bluetooth® 機器に接続します。
 ポータブル機の種類により、機器が自動的に接
続されないことがあります。

早送り、早戻し：
または
を押し続
けて、早送りまたは早戻しを行います。ボタ
ンを離した位置で再生が始まります。
アドバイス
● 再生位置のインジケーターは、実際の再生経
過時間の位置と必ずしも一致しません。
● ポータブル機によっては、特定の機能が使用
できない場合があります。
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ポータブル機の電池残量を表示します。

各種表示について

空

満充電

アドバイス

本機とポータブル機との Bluetooth® 接続状
態を表示します。

未接続

良好

アドバイス
● 本機側のBluetooth® 通信用アンテナは、
ディ
スプレイに内蔵されています。ポータブル機
が以下の状態の場合、Bluetooth® の接続状
態が良好にならない、または Bluetooth® 接
続ができないことがあります。
･ ポータブル機がディスプレイから隠れて
いる（座席の後ろ、グローブボックスまた
はコンソールボックスの中など）
。
･ ポータブル機が金属で覆われているまた
は接している。
･ Bluetooth® オーディオ機器を使用すると
きは、Bluetooth® 接続状態表示が良好に
なるように、Bluetooth® オーディオ機器
の場所を移動させてください。
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● ポータブル機の種類によっては、電池残量が
表示されないことがあります。
● 電池残量表示はポータブル機の実際の電池残
量表示と必ずしも一致しない場合がありま
す。
● 本機に充電機能はありません。

3. オーディオ

前面パネルの操作ボタンで選曲する

プレイリスト画面で選曲する
プレイリスト画面で、プレイリストを選択し
て選曲します。

1

画面の選曲にタッチします。

3

TUNE/ スクロールツマミ：このツマミを回
して希望する曲を選択します。リスト画面で
は、ツマミを使ってリストから選択すること
もできます。

オーディオ

SEEK/TRACK ボタン：
または
を
短く押して、希望する曲を選択します。

 プレイリスト画面が表示されます。

2

希望するプレイリストにタッチします。

 選択したプレイリスト内のリストが表示されま
す。
 曲のリストが表示されるまでリストの選択を繰
り返し、再生したい曲にタッチします。曲を選
択すると、選択した曲の再生が始まります。


または

にタッチしてリストをスクロー

ルします。
 タイトルが長い場合、リストの右側に
示されます。

が表

にタッチするとタイトルをス

クロールできます。

アドバイス
● ポータブル機の種類によっては、プレイリス
ト画面での選曲ができないことがあります。
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トラックリスト画面で選曲する

リピート再生とランダム再生

現在の再生対象曲のリスト画面から選曲し
ます。

1

画面のトラックにタッチします。

 現在の再生対象曲のリスト画面が表示されま
す。

（リピートモード）：今聞いている曲
またはプレイリストを繰り返し再生すると
きに使います。
 リピートモードはスイッチにタッチするたびに
次のように変わります。
 希望する曲にタッチします。選択した曲の最初
から再生が始まります。

または
にタッチしてリストをスクロー

：再生中の曲が繰り返し再生さ
れます。

ルします。
 タイトルが長い場合、リストの右側に
示されます。

が表

にタッチするとタイトルをス

：再生中のプレイリスト内の曲
が繰り返し再生されます。

クロールできます。

：リピート再生 OFF
アドバイス
● リストを表示するときは、現在再生している
リストが一番上に表示されます（再生中のリ
ストを含まない場合は、先頭から表示しま
す）。
● ポータブル機の種類によっては、トラックリ
スト画面での選曲ができないことがありま
す。

（ランダムモード）
：曲をランダム（無
作為）な順番で再生するときに使います。
 ランダムモードはスイッチにタッチするたびに
次のように変わります。

：再生中のプレイリスト内の曲
がランダムな順番で再生され
ます。
：全てのプレイリスト内の曲が
ランダムな順番で再生されま
す。
：ランダム再生 OFF
アドバイス
● ポータブル機の種類によっては、リピート再
生やランダム再生ができないことがありま
す。
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8. ステアリングスイッチ
ステアリングスイッチ
ステアリングスイッチ装着車は、手元に
あるステアリング部スイッチでオーディ
オの主要操作をすることができます。
 各スイッチの操作、機能の詳細については以下
をご覧ください。
No.

スイッチ

MODE スイッチ
 オーディオが OFF のときに MODE スイッチを
短く押すと、オーディオが ON になります。
 オーディオモードを選択するには、MODE ス
イッチを短く押します。スイッチを押すたびに
オーディオモードが順番に切り替わります（切
り替えできないオーディオモードはスキップさ
れます）
。
 ピッと音が鳴るまで MODE スイッチを押し続
けると、オーディオの音声は一時停止または
ミュート（消音）します。同じ操作で解除され
ます。

オーディオ

音量スイッチ

3

、 スイッチ

MODE スイッチ
音量スイッチ
 音量を上げるには＋側を押します。長く押すと
手をはなすまで音量が変わり続けます。
 音量を下げるには−側を押します。長く押すと
手をはなすまで音量が変わり続けます。
、 スイッチ

 ラジオ
プリセットした放送局を選択するには：
または スイッチを短く押します。
放送局を自動選局するには：ピッと音が鳴るま
で または スイッチを押し続けます。自動選
局中に または スイッチを押すと、自動選局
はキャンセルされます。
 iPod
曲を選択するには： または スイッチを押し
ます。
 USB メモリー
ファイルを選択するには： または スイッチ
を押します。
フォルダを選択するには：ピッと音が鳴るまで
または スイッチを押し続けます。
 Bluetooth® オーディオプレーヤー
曲を選択するには： または スイッチを押し
ます
プレイリストを選択するには：ピッと音が鳴る
まで または スイッチを押し続けます。
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9. ヒント
アドバイス
● 車の中または近くで携帯電話を使うと車のス
ピーカーからノイズが聞こえることがありま
すが、故障ではありません。

ラジオの受信について
ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々
と変わるため電波の強さが変わったり障
害物や電車、信号機などの影響により最
良な受信状態を維持することが困難な場
合があります。
ここでは、一般的な受信障害について記
載します。

FM
電界強度の変化と周波数ずれ：放送局から遠
ざかり電波の有効範囲から出ると、電界強度
の変化と周波数ずれが増して、ノイズが発生
します。
マルチパス：FM 信号が反射して、2 つの信
号がアンテナに同時に届くことがあります。
この場合、信号は互いに打ち消しあい、一時
的に受信できなかったり、音声が揺れたりす
る原因となることがあります。
ノイズとフラッター（音揺れ）：建物、木、
その他の障害物により信号が遮断された場
合、ノイズとフラッターが発生します。低音
（BASS）のレベルを上げるとノイズとフ
ラッターを軽減できることがあります。
AM
フェージング：AM 放送は大気の上層により
反射されます（特に夜間）。この反射された
信号が放送局から送信される直接の信号を
妨害し、放送局からの音声を交互に強めた
り、弱めたりします。
信号の妨害：反射された信号と放送局から直
接受信した信号の周波数がとても近い場合、
信号は互いに妨害し、放送の聞き取りが困難
になります。
ノイズ：AM は高電圧線、落雷、または電気
モーターなどの電気ノイズを発生する外部
環境に容易に影響されます。これらの結果と
してノイズが発生します。
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iPod
対応 iPod

ソフトウェア

音楽
再生

動画
再生

第５世代

1.3.0

○

Late ２００９

2.0.4

○

第 2 世代

2.0.1

第 1 世代

1.1.2

第 6 世代

種類
iPod

iPod
nano

前面パネルの操作
ボタンによる操作※

○

○

×

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

×

1.0.0

○

×

○

○

第５世代

1.0.2

○

○

○

×

第 4 世代

1.0.4

○

○

○

×

第 3 世代

1.1.3

○

○

○

×

第 2 世代

1.1.3

○

×

○

×

第 1 世代

1.3.1

○

×

○

×

iOS 5.0.1

○

○

○

○

iOS 4.3.1

○

○

○

○

iOS 4.3.1

○

○

○

○

iOS 3.1.3

○

○

○

×

iOS 4.2.1

○

○

○

○

iOS 3.1.3

○

○

○

×

iOS 4.2.1

○

○

○

○

iOS 3.1.3

○

○

○

×

iOS 3.1.3

○

○

○

×

iOS 2.1.0

○

○

○

×

iOS 5.0.1

○

○

○

○

iOS 5.0.1

○

○

○

○

iOS4.2.6

○

○

○

○

iOS 5.0.1

○

○

○

○

iOS 4.3.1

○

○

○

○

iOS 3.1.3

○

○

○

×

iOS 4.2.1

○

○

○

○

iOS 3.1.3

○

○

○

×

iOS 3.1.3

○

○

○

×

iOS 2.2.1

○

○

○

×

第 4 世代
第 3 世代
iPod
touch

Late ２００９
第 2 世代
第 1 世代
4S
4

iPhone

操作方法
タッチスイッチ
による操作

3GS

3G
1G

3

オーディオ

iPod
classic

世代

2012 年 3 月現在
iPod の第 4 世代とそれ以前の製品は、本機には対応していません。
iPad、iPod mini、iPod shuﬄe および iPod photo は、本機には対応していません。
iPod のバージョン情報は、iPod 本体で確認できます。詳しくは、iPod の取扱書をご覧ください。
iPod 本体で再生できる静止画は、本機では再生できません。
※ この操作方法を選択した場合、動画を再生することはできません。
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対応 USB メモリー
 使用できる USB メモリーのフォーマットは下
記のとおりです。
･ USB 通信フォーマット :
USB 2.0 FS（12 Mbps）
･ ファイルフォーマット :
FAT 16/32 （Windows®）
･ 対応クラス : マスストレージクラス

MP3/WMA ファイル
 MP3（MPEG Audio Layer 3）と WMA
（Windows Media Audio）は音声圧縮の標準
フォーマットです。
 MP3またはWMAファイルに名前を付けるとき
は適切なファイル拡張子（.mp3 または .wma）
をつけてください。
 MP3/WMA プレーヤーは、.mp3 または .wma
のファイル拡張子がついたファイルを MP3 ま
たは WMP ファイルとして再生します。ノイズ
や再生の失敗を防ぐため、適切な拡張子を使用
してください。
 MP3 ファイルは、ID3 タグの Ver. 1.0、1.1、
2.2、2.3 および 2.4 のフォーマットに対応し
ています。他のフォーマットでは、曲名やアー
ティスト名を表示することはできません。
 WMA ファイルは WMA タグを含み、
ID3 タグと
同様に、曲名、アーティスト名などを情報とし
て保存します。

サンプリング周波数
MP3 ファイル :
MPEG 1 AUDIO LAYER 3 ―
32、44.1、48 kHz
MPEG2 AUDIO LAYER3 ―
16、22.05、24 kHz
WMA ファイル : Ver. 7、8、9 ―
32、44.1、48 kHz
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再生可能ビットレート
MP3 ファイル：
MPEG 1 AUDIO LAYER 2, 3 − 32 〜
320kbps
MPEG 2 AUDIO LAYER 2, 3 − 8 〜
160kbps
WMA ファイル :
Ver. 7、8、9 CBR − 48 〜 320kbps
 MP3i（MP3 interactive）と MP3PRO 形式
は、本機に対応していません。
 本機は VBR (Variable Bit Rate) に対応して
います。
 WMA ファイル Ver.9 は、Windows Media®
Audio Standard に準拠します。

USB メモリーの構造例

001.mp3
002.wma
Folder 1
003.mp3
Folder 2
004.mp3
005.wma
Folder 3
006.mp3

 上図の構造を持つ USB メモリーの再生順は、
以
下のとおりです。
001. mp3

002. wma. . .

006. mp3

 フォルダに格納されず USB メモリーに直接格納
されているファイル（001.mp3、002.wma）
は、本機の USB メモリープレーヤーで再生す
る場合に Root Folder という架空のフォル
ダに格納されます。
 MP3/WMA ファイルが直接格納されていない
フォルダは、本機では表示されません。
 本機では、
8階層目までにあるMP3/WMAファ
イルを再生することができます。ただし、階層
が多い場合、再生の開始が遅くなることがあり
ます。このため、USB メモリーのフォルダは最
大で 2 階層にすることをお勧めします。

3. オーディオ

 最大フォルダ数：3000
フォルダ内の最大ファイル数：255
最大ファイル数：10700

MP3/WMA ファイル、フォルダの
リスト表示順番について

MP3/WMA の再生について
 MP3/WMAファイルが格納されているUSBメ
モリーを接続し、オーディオモードを USB に
切り替えると、最初のフォルダ内の全てのファ
イルをチェックします。
 最初のフォルダ内のファイルのチェックが終わ
ると、最初の MP3/WMA ファイルを再生しま
す。残りのフォルダ内のファイルは再生中に
フ ァ イ ル の チ ェ ッ ク を し ま す。フ ァ イ ル の
チェック中は一部のスイッチが灰色になり操作
が行えません。
 USB メモリー内に大量のファイルがある場合
や、MP3/WMA ファイル以外のファイルや必
要のないフォルダなどがある場合は、ファイル
のチェックに時間がかかる場合があります。

 MP3/WMAファイルを作成する場合、放送やレ
コード、録音物、録画物、実演などを録音した
ものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、
権利者に無断では使用できません。

インターネット上の MP3/WMA
音楽配信サイトから入手する場合に
ついて

3

 インターネット上には有料でダウンロードする
オンラインショップのサイト、視聴専門のサイ
ト や 無 料 ダ ウ ン ロ ー ド サ イ ト な ど、様 々 な
MP3/WMA 音楽配信サイトがあります。その
サイトごとのルールを守り（料金支払いなど）、
そこから指示どおりにダウンロードを行いま
す。

音楽 CD から MP3/WMA ファイル
に変換する場合について
 パソコンと市販の MP3/WMA エンコーダ（変
換）ソフトを用意します（インターネット上で
無料配布されているエンコーダソフトもありま
す）
。パソコンの CD-ROM ドライブに音楽 CD
を入れ、MP3/WMA エンコーダソフトの手順
にしたがって音楽 CD の曲を圧縮変換すると、
MP3/WMA 形式の音楽データファイルができ
ます。

MP3/WMA の演奏時間表示について
 MP3/WMAファイルの書き込み状況により、演
奏時間が一致しないことがあります。
※ VBR で作成したファイルの早送り・早戻し動
作をすると、演奏時間が一致しないことがあ
ります。
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 MP3/WMA ファイルおよびフォルダのリスト
は次のような順番で表示します。
1. MP3/WMA ファイルを格納しているフォ
ルダにフォルダナンバーが順番に付与され
ます。この順番は同一階層にあるフォルダ
よりも下位階層にあるフォルダが優先とな
ります。
2. 次にフォルダ内のファイルに対して、USB
メモリーに書き込まれた順番でファイルナ
ンバーが付与されます。
3. 同一階層内に、同じファイル名の MP3/
WMA ファイルが存在する場合は USB メ
モリーに書き込まれた順番で表示します。

MP3/WMA ファイルの作り方、
楽しみ方について

3. オーディオ

アドバイス
● MP3/WMA 以外のファイルに .mp3 /
.wma の拡張子をつけると、MP3/WMA
ファイルと誤認識して再生してしまい、大き
な雑音が出てスピーカーを破損する場合があ
ります。MP3/WMA 以外のファイルに
.mp3 / .wma の拡張子をつけないでく
ださい。
● 安定した音質で再生するために、MP3 の場
合、128kbps の固定ビットレート、44.1kHz
のサンプリング周波数、ステレオのチャンネ
ルモードを推奨します。
● MP3/WMAは市場にフリーウェアなど、
多く
のエンコーダソフトが存在し、エンコーダの
状態やファイルフォーマットによって、音質
の劣化や再生開始時のノイズ発生、また再生
できない場合もあります。
● USBメモリーにMP3/WMA以外のファイル
を記録すると、USB メモリーの認識に時間が
かかったり、再生できない場合があります。

ID3 タグ
 MP3 ファイルへ曲に関する情報を埋め込む方法
です。曲のタイトル、アーティスト名、アルバ
ムのタイトル、音楽のジャンル、制作年、コメ
ントなどのデータを含めることができます。
ID3 タグ編集ソフトウェアを使用して自由に編
集することができます。タグの文字数には制限
があります。

WMA タグ
 WMA ファイルは WMA タグを含み、
ID3 タグと
同様に、曲名、アーティスト名などを情報とし
て保存します。

MP3
 MP3 は、ISO（国際標準化機構）のワーキング
グループ（MPEG）によって決定された音声圧
縮標準フォーマットです。MP3 は従来のディ
スクでの音声データのサイズを約 1 / 10 に圧
縮します。
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WMA
 WMA（Windows Media Audio）は、
Microsoft® が開発した音声圧縮フォーマット
です。WMA は MP3 ファイルより小さなサイ
ズに圧縮します。WMA ファイルのデコード
フォーマットは Ver. 7、8 および 9 です。
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1. クイックガイド
発信するときは、ダイヤル画面を操作します。ダイヤル画面を表示するには、メニュー
画面の電話にタッチします。

No.

名

称

機

能

接続

携帯電話を本機に接続するときにタッチします。

67

番号キー

電話番号を入力するときにタッチします。

68

電話帳

電話帳から発信するときにタッチします。

68

音量ボタン

＋または―ボタンを押して、音量を調節します。

73, 74

このボタンを押すと前に戻ります。
画面上に
スイッチが表示されているときに操作す
ることができます。

―

ワンタッチ
ダイヤル

ワンタッチ発信するときにタッチします。

70

履歴

履歴から発信するときにタッチします。

70

ボタン

発信するときにタッチします。
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ページ

6873

着信について

―

73

通話について

―

74
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2. ハンズフリーについて
動作確認済みの Bluetooth® 携帯電話
（以下「携帯電話」）を本機に接続するこ
とで、携帯電話を直接操作することなく、
「電話をかける」「電話を受ける」という
機能を使用できます。これをハンズフ
リー機能と呼びます。
本機に接続する携帯電話は、62 ページ
の仕様に対応した携帯電話である必要が
あります。ただし、携帯電話の機種によ
り、一部機能が制限される場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。

 携帯電話の登録については、66 ページの「携
帯電話を登録する」を、設定については、92
ページの「電話設定」を参照してください。

警 告
● 安全のため、運転者は走行中に携帯電話の接
続や、携帯電話本体のご使用はさけてくださ
い。
● 運転中は電話をかけないでください。また、運
転中にかかってきたときには、あわてずに安
全な場所に停車してから受けてください。ど
うしても受けなければいけないときは、ハン
ズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な
場所に停車してからかけ直してください。

注 意
● 携帯電話は車室内に放置しないでください。
炎天下など、車室内が高温となる場合があり
ます。

● 通話中はマイクを使用します。
● 携帯電話を本機に近づけて使用しないでくだ
さい。近づけすぎると、音質が劣化したり、接
続状態が悪化することがあります。
● 携帯電話と他の無線機器を同時に使用する
と、それぞれの通信に悪影響をおよぼすこと
があります。
● Bluetooth® 携帯電話は、
Bluetooth® 接続に
より電池が早く消耗します。
● お使いの携帯電話が Bluetooth® に対応して
いない場合はハンズフリーは使用できませ
ん。
● 携帯電話の機種により、一部の機能が制限さ
れることがあります。
● 以下の状態の場合、ハンズフリーは使用でき
ません。
･ 通話エリア外のとき
･ 回線が混雑しているなど、発信規制中のとき
･ 携帯電話から電話帳データを転送中のとき
･ 携帯電話がダイヤルロックされているとき
･ データ通信中など、携帯電話が使用中のとき
･ 携帯電話が故障しているとき
･ 携帯電話が本機にBluetooth® 接続されて
いないとき
･ 携帯電話の電池残量が不足しているとき
･ 携帯電話の電源が OFF のとき
･ 携帯電話の設定がハンズフリーモードで
ないとき
･ 本機側で電話帳転送からハンズフリー通
話に切り替えているとき（切り替え中は本
機のBluetooth® 接続状態が表示されませ
ん）
･ その他、携帯電話自体が使えないとき
● 携帯電話の種類によっては、エンジンスイッ
チが ACC または ON のときに表示部の照明
がついたままになることがあります。この場
合、携帯電話本体で照明を OFF にしてくださ
い。
（設定については、携帯電話に添付の取扱
書をご覧ください。）
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本機で動作確認済みの機種については、
お買い上げの販売店または
http://toyota.jp でご確認ください。

アドバイス

4. ハンズフリー

アドバイス
● 携帯電話の設定によっては、接続後にダイヤ
ルロックがかかることがあります。携帯電話
のオートロック機能を解除してご使用くださ
い。
● 接続する携帯電話によっては、動作や音量が
異なることがあります。
● 通話中にエンジンスイッチを OFF にすると、
機種によって、通話が切断される場合と、通
話が携帯電話で継続される場合があります。
なお、通話が携帯電話で継続される場合は、携
帯電話の操作が必要になることがあります。
● お使いの携帯電話が Bluetooth® オーディオ
接続とハンズフリー接続の両方に対応してい
ても、ハンズフリー接続を同時にできない場
合があります。
● Bluetooth® オーディオとハンズフリーを同
時に使用するとき、以下の問題が起こること
があります。
･ Bluetooth® 接続が切れることがあります。
･ Bluetooth® オーディオの再生にノイズが
入ることがあります。
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Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc の登録
商標です。
アドバイス
● 本機は以下の仕様に対応しています。
･ Bluetooth® 仕様
Ver. 1.1 以降（推奨：Ver. 2.1+EDR 以降）
･ プロファイル
･HFP（Hands Free Proﬁle）
Ver. 1.0 以降（推奨：Ver. 1.5 以降）
･OPP（Object Push Proﬁle）
Ver. 1.1 以降
･PBAP（Phone Book Access Proﬁle）
Ver. 1.0 以降
● お使いの携帯電話がHFPに対応していない場
合、携帯電話を登録することはできません。ま
たこの場合、OPP または PBAP のサービス
を個々に利用することもできません。

4. ハンズフリー

ステアリングスイッチの操作
ステアリングスイッチ装着車は、手元に
あるステアリング部スイッチでハンズフ
リーの主要操作をすることができます。
 各スイッチの操作、機能の詳細については以下
をご覧ください。
No.

スイッチ

音量スイッチ
、

スイッチ

、

スイッチ

 着信中や応答保留中に
開始することができます。
また電話の待ち受け時に
ヤル画面が表示されます。
 通話中や応答保留中に
了することができます。

を押すと、通話を
を押すと、ダイ
を押すと通話を終

● 通話相手の音声は前方のスピーカーから出力
されます。着信音または通話音が出力されて
いるとき、オーディオの音声はミュート（消
音）されます。
● 通話時は通話相手と交互にお話しください。
通話相手と同時に話した場合、こちらの音声
が相手に、相手の音声がこちらに聞こえにく
くなることがあります。（故障ではありませ
ん。）
● 受話音量はできるだけ小さく調整してくださ
い。通話相手側にエコーが聞こえることがあ
ります。また、音声は大きくはっきりとお話
しください。
● 次のような場合は、通話相手にこちらの音声
が聞こえにくくなることがあります。
･ 悪路走行時
･ 高速走行時
･ 窓を開けているとき
･ エアコンの吹き出し口をマイクの方に向
けたとき
･ エアコンのファンの音が大きいとき
･ 携帯電話をマイクに近づけたとき
● 使用する携帯電話やネットワークの影響によ
り、音質が悪化（ノイズ、エコーなど）する
ことがあります。

電話帳について
 以下のデータは、登録された電話ごとに保存さ
れます。
･ 電話帳データ
･ 発信履歴および着信履歴
･ ワンタッチダイヤル

アドバイス
● 携帯電話の登録が削除されると、上記のデー
タも削除されます。
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音量スイッチ
 音量を上げるには＋側を押します。
 音量を下げるには−側を押します。

アドバイス

4. ハンズフリー

本機を手放すとき
ハンズフリーを使用した場合、多くの個
人情報が登録されます。本機を手放すと
きは、データを初期化してください。
（80
ページの「個人情報を初期化する」を参
照してください。
）
 ハンズフリー内の情報を含め、以下の情報を初
期化することができます。
＜スマートフォン連携＞
･ メニュー画面のカスタマイズ
......................................................... 21 ページ
＜オーディオ＞
･ 最後に選択していたオーディオモード
......................................................... 26 ページ
･ 最後に選択していたラジオの周波数
......................................................... 27 ページ
･ ラジオ周波数のプリセット .......... 28 ページ
･ 交通情報の周波数.......................... 28 ページ
･ 音量................................................. 25 ページ
･ 設定.............................................. 103 ページ
＜ハンズフリー＞
･ 電話帳データ ................................. 94 ページ
･ 発信 / 着信 / 不在着信履歴 .......... 70 ページ
･ ワンタッチダイヤル...................... 98 ページ
＜設定＞
･ Bluetooth® 設定
- ポータブル機の登録情報 ........... 47 ページ
- 携帯電話の登録情報................... 66 ページ
- Bluetooth Power .................... 89 ページ
- パスキー ...................................... 90 ページ
- 電話機接続確認表示................... 90 ページ
- ポータブル機接続確認表示 ....... 90 ページ
･ 電話設定
- 音設定 .......................................... 92 ページ
- 電話帳自動転送設定................... 95 ページ

アドバイス
● 初期化した場合、再度前の状態に戻すことは
できません。データを初期化するときは注意
してください。
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Bluetooth® 機器使用上の注意事項
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等
の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製
造ライン等で使用されている移動体識別用
の構内無線局（免許を要する無線局）および
特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
並びにアマチュア無線局（免許を要する無線
局）が運用されています。
（上記 3 種の無線
局を以下「他の無線局」と略します。）
この機器を使用する前に、近くで「他の無線
局」が運用されていないことを確認してくだ
さい。
万一、この機器から「他の無線局」に対して
有害な電波干渉事例が発生した場合には、速
やかに使用場所を変更して電波干渉を回避
してください。
この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。
変調方式としてスペクトラム拡散方式（周波
数ホッピング方式）を採用しています。
電波与干渉距離は 10m 以下です。この機器
は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯
域を回避可能です。
アドバイス
● 本製品は、電波法および電気通信事業法の基
準に適合しています。製品に貼り付けてある
シールはその証明です。シールをはがさない
でください。
● 本製品を分解・改造すると、法律により罰せ
られることがあります。

4. ハンズフリー

受信エリアが表示されます。

各種表示について

ローミングエリアで受信すると Rm が表示
されます。
 お使いの携帯電話によって受信エリアが表示さ
れないことがあります。
電波の受信レベルが表示されます。

強

弱

本機と携帯電話との Bluetooth® 接続状態が
表示されます。

良好

携帯電話の電池残量が表示されます。

空

満充電

 携帯電話が接続されていない場合、電池残量は
表示されません。
 携帯電話の機種により、バッテリーの電池残量
が表示されないことがあります。
 電池残量表示は、携帯電話の電池残量表示と必
ずしも一致しません。本機に充電機能はありま
せん。

アドバイス
● 本機側の Bluetooth® 通信用アンテナはディ
スプレイに内蔵されています。携帯電話が以
下の状態の場合、Bluetooth® の接続状態が
良好にならない、または Bluetooth® 接続が
できないことがあります。
･ 携帯電話がディスプレイから隠れている
（座席の後ろ、グローブボックスまたはコン
ソールボックスの中など）
。
･ 携帯電話が金属で覆われているまたは接し
ている。
● 携帯電話を使用するときは、Bluetooth® 接続
状態表示が良好になるように、携帯電話の場
所を移動させてください。
● 携帯電話を省電力モードに設定していると、
自動的に Bluetooth® 接続が切断されてしま
うことがあります。
この場合は、携帯電話の省電力モードを解除
してください。
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未接続

 受信レベル表示はお使いの携帯電話の受信レベ
ルと必ずしも一致しません。
 受信レベルはお使いの携帯電話により表示され
ないことがあります。
 サービスエリア外や電波の届かない場所では、
圏外と表示されます。

4. ハンズフリー

3. 携帯電話を登録する
ハンズフリーを使用する前に、まず使用
する携帯電話の登録・設定を行います。
携帯電話を登録していない場合、以下の
手順にしたがって登録を行ってくださ
い。
 追加で登録するときは、85 ページの
「Bluetooth® 機器を追加する」を参照してく
ださい。

1

メニュー画面の電話にタッチするか、ステ
アリングスイッチの
を押します。

2

登録する場合ははいにタッチします。

4

 SSP（Secure Simple Pairing）対応の携帯電
話ではパスキーは要求されません。接続する携
帯電話の機種によっては、登録の確認メッセー
ジが携帯電話の画面に表示されることがありま
す。確認メッセージにしたがって、携帯電話を
操作してください。
 登録をキャンセルする場合、中止にタッチして
ください。
 パスキーとは、携帯電話を本機に登録する際の
パスワードです。任意の数字に変更することも
できます。
（90 ページ参照）
 携帯電話の登録をすると、一番新しく登録した
携帯電話が本機で使用する携帯電話として選択
されます。
 携帯電話の設定によっては、接続後にダイヤル
ロックがかかることがあります。携帯電話の
オートロック機能を解除してご使用ください。
 お使いの携帯電話が HFP に対応していない場
合、携帯電話を登録することはできません。ま
たこの場合、OPP または PBAP のサービスを
個々に利用することもできません。
 接続する携帯電話により、動作や音量が異なる
ことがあります。
 登録する携帯電話に Bluetooth® オーディオ機
能がある場合、この機能も同時に登録すること
ができます。

5

3

画面に表示されているパスキーを携帯電話
に入力します。

接続が完了すると、この画面が表示されま
す。

この画面が表示されたら、携帯電話側で登
録操作を行います。

 一度登録されると、車を始動させる度に携帯電
話は自動的に本機に接続されます。
（自動接続に
ついては、89 ページの「Bluetooth Power を
設定する」を参照してください。
）
 携帯電話の電源を切って Bluetooth® 接続を切
断した場合、自動的に本機に接続されません。
手動で携帯電話を再接続してください。
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アドバイス
● 携帯電話側の登録操作についての詳細は、携
帯電話の取扱書を参照してください。
● 接続完了の表示は、エンジンスイッチを OFF
から ACC または ON にしたあと、初めて携帯
電話と Bluetooth® 接続完了したときに 1 回
のみ表示されます。接続失敗の表示がされて
もそのあと接続できれば、接続完了の表示が
1 回のみ表示されます。
● 携帯電話の機種によっては、エンジンスイッ
チが ACC または ON のときに表示部の照明が
ついたままになることがあります。この場合、
携帯電話本体で照明を OFF に設定してくださ
い。
（設定については、携帯電話に添付の取扱
書をご覧ください。
）

携帯電話を選択・追加する
接続する携帯電話を変更したり、新しい
携帯電話を追加することができます。

1

接続にタッチします。

4

接続する携帯電話の名前にタッチします。

 選択インジケーターは選択された携帯電話の名
前の左側に表示されます。
 携帯電話が接続されたときは Bluetooth® マー
クが表示されます。
 新しい携帯電話を追加したい場合、新規登録
にタッチします。携帯電話は５台まで登録す
ることができます。

アドバイス
● Bluetooth® オーディオ再生中に携帯電話を
接続すると、Bluetooth® オーディオは一時
停止します。このため、Bluetooth® オーディ
オ再生中の携帯電話の接続には時間が掛かる
ことがあります。また、音声がスキップされ
ることもあります。
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2

4. ハンズフリー

4. 電話をかける
携帯電話を登録後、ハンズフリーを使用
して発信することができます。

ダイヤル発信する
電話番号を入力して発信することができ
ます。

1

メニュー画面の電話にタッチするか、ステ
アリングスイッチの
を押して、ダイヤ
ル画面を表示させます。

2

番号キー（0 〜 9、 、＃）にタッチして
電話番号を入力します。

電話帳発信する
携帯電話から転送した電話帳のデータを
使用して発信することができます。
ハンズフリーでは各電話に 1 つの電話帳
を持ちます。それぞれの電話帳には連絡
先を 1000 件まで登録することができ
ます。

1

メニュー画面の電話にタッチするか、ステ
アリングスイッチの
を押して、ダイヤ
ル画面を表示させます。

2

電話帳にタッチします。

3

リスト上の希望するデータにタッチしま
す。

4

リスト上の希望する番号にタッチします。

 修正にタッチするたびに、入力した桁が削除さ
れます。

3
チの

にタッチするか、ステアリングスイッ
を押します。

アドバイス
● 携帯電話の機種によっては、発信音、呼出音
が鳴らず、無音になることがあります。

5
チの
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にタッチするか、
ステアリングスイッ
を押します。

4. ハンズフリー

電話帳にデータが登録されていない
とき

1

電話帳にタッチします。

 お使いの携帯電話が PBAP と OPP サービスの
いずれも対応していない場合、電話帳を転送す
ることはできません。

2

2

携帯電話から新たに電話帳を転送したい場
合、転送にタッチします。

 新たに電話帳を転送するためには、お使いの携
帯電話を操作する必要があります。
 電話帳の転送をキャンセルする場合、中止に
タッチしてください。

携帯電話から新たに電話帳を転送したい場
合、はいにタッチします。

 電話帳の転送をキャンセルする場合、いいえに
タッチします。
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 お使いの携帯電話が PBAP に対応している
場合

 お使いの携帯電話が OPP に対応し、PBAP
に対応していない場合

4. ハンズフリー

ワンタッチ発信する

履歴発信する

電話帳に登録してある任意の電話番号を
ワンタッチダイヤルとして登録しておく
ことにより、簡単な操作で電話をかける
ことができます。
（ワンタッチダイヤルを
登録するには 98 ページの「ワンタッチ
ダイヤルを設定する」を参照してくださ
い。
）

履歴を使用して発信することができま
す。履歴からの発信には以下の 4 種類が
あります。

1

メニュー画面の電話にタッチするか、ステ
アリングスイッチの
を押して、ダイヤ
ル画面を表示させます。

2

ワンタッチダイヤルにタッチします。

3

全履歴：全ての履歴（不在着信、着信、
発信）から発信します。

不在着信履歴：不在着信履歴から発信し
ます。

着信履歴：着信履歴から発信します。
発信履歴：発信履歴から発信します。

1

メニュー画面の電話にタッチするか、ステ
アリングスイッチの
を押して、ダイヤ
ル画面を表示させます。

2

履歴にタッチします。

3

リスト上の希望するデータにタッチしま
す。

希望する番号にタッチし、通話します。

 ワンタッチ 2 またはワンタッチ 3 タブにタッチ
してページを変更することができます。

 リストを切り替える場合、全履歴、不在着信履
歴、着信履歴または発信履歴タブにタッチしま
す。
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4
チの

にタッチするか、ステアリングスイッ
を押します。

 電話帳を使用して発信するとき、名前（登録さ
れている場合）が表示されます。
 続けて同じ番号に発信したときは、最新の番号
だけが登録されます。
 電話帳に登録されている番号から着信したと
き、名前と番号が表示されます。

アドバイス

最新の履歴から電話をかけることができ
ます。
ステアリングスイッチの
を押して、ダ
イヤル画面を表示させます。

2

続けてステアリングスイッチの
すと、履歴画面が表示されます。

を押

3

続けてステアリングスイッチの
すと、最新の履歴が選択されます。

を押

4
チの

にタッチするか、ステアリングスイッ
を押します。
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1

● 非通知の着信も本機に保存されます。
● お使いの携帯電話によっては国際電話に発信
できないことがあります。
● 発信履歴は、状況によって次のように表示さ
れます。
･ 本機の電話帳に登録されている電話番号に
発信した場合、そのデータに名称情報があ
ると、名称も発信履歴に表示されます。
･ 同じ電話番号を連続して発信した場合は、
最新の発信履歴のみ表示されます。
● 着信履歴は、状況によって次のように表示さ
れます。
･ 本機の電話帳に登録してある電話番号から
着信した場合、そのデータに名称情報があ
ると、名称も着信履歴に表示されます。
･ 相手先電話番号の情報がない場合は、着信
履歴に「通知不可」と表示されます。
● 履歴を削除したいときは、101 ページの「通
話履歴を削除する」を参照してください。

4. ハンズフリー

アドバイス
● ハンズフリーを使用して電話をかけるときの
通話料は、お客様のご負担になります。ハン
ズフリーを使用する場合は、次の点に注意し
てください。
･ 本機に携帯電話を登録して Bluetooth® 接
続しないとハンズフリーが使用できませ
ん。ハンズフリーを使用するときは、まず
ご使用になる携帯電話の登録を行ってくだ
さい。
（66 ページ参照）
･ 携帯電話は Bluetooth® 機能を使用できる
状態にしてご使用ください。携帯電話側の
操作については、携帯電話に添付の取扱書
をご覧ください。
･ 各種表示（65 ページ参照）が「未接続」の
場合は、ハンズフリーはご使用になれませ
ん。
● 電話をかけると同時に着信があると、画面表
示と携帯電話の動作が異なることがありま
す。

72

4. ハンズフリー

5. 電話を受ける
電話を受けたとき、着信音とともにこの
画面が表示されます。

電話に応答するには：
にタッチするか、ステアリングスイッ
チの
を押します。

受話音量を調節するには：＋または−にタッ
チするか、＋または−ボタンを押すか、ステ
アリングスイッチの音量スイッチを押しま
す。

● 国際電話の通話は、お使いの携帯電話により
相手の方の名前が正しく表示されないことが
あります。
● 着信したら、ハンズフリー以外で出力される
音声をミュート（消音）します。
● 受話音量を 1 ステップずつ調整することはで
きません。
● ハンズフリーを携帯電話で使用する場合は、
次のようなことがあります。携帯電話の操作
については、携帯電話に添付の取扱書をご覧
ください。
･ ドラ イブ モー ドな ど、携帯 電話 の設 定に
よっては、着信できないことがあります。
･ 携帯電話をマナー（バイブレータ）モード
や着信音消去に設定すると、着信音が聞こ
えない場合があります。
･ 着信音については、①車両のスピーカーか
ら聞こえる、②携帯電話から聞こえる、③
両方から聞こえるなど、機種によって異な
ります。
･ 機種によっては、着信時に相手の電話番号
が表示されないことがあります。
･ 携帯電話を直接操作して電話を受けたとき
は、ハンズフリーでの通話になるか、携帯
電話本体での通話になるかは、機種によっ
て異なります。
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着信を拒否するには：
にタッチするか、ステアリングスイッ
チの
を押します。

アドバイス

4. ハンズフリー

6. 通話する
通話中はこの画面が表示されます。この
画面で以下の操作をすることができま
す。

受話音量を調節するには：画面上の＋または
−にタッチするか、＋または−ボタンを押す
か、ステアリングスイッチの音量スイッチを
押します。
通話を終了するには：
ステアリングスイッチの

にタッチするか、
を押します。

送話音をミュート（消音）するには：ミュー
トにタッチします。
10 キー入力または連続トーン信号を送信す
るには：0 〜 9 にタッチします。
ハンズフリーでの通話と携帯電話での通話
を切り替えるには：ハンズフリー通話または
電話機通話にタッチします。
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アドバイス
● 携帯電話本体での通話からハンズフリーでの
通話に切り替えると、ハンズフリー画面が表
示され、タッチスイッチおよびステアリング
スイッチ※（63 ページ参照）での操作ができ
ます。
※ステアリングスイッチ装着車のみ
● 携帯電話の機種により、転送方法や動作が異
なります。携帯電話の操作については、携帯
電話に添付の取扱書をご覧ください。
● 画面に表示される通話時間は、通話時間の目
安を表示します。そのため、携帯電話の表示
と一致しないことがあります。
● 受話音量を 1 ステップずつ調整することはで
きません。
● 単独で通話中の携帯電話が本機に接続される
と、通話中画面が表示されます。この場合、そ
のままで通話が維持されるか、ハンズフリー
での通話になるかは、機種によって異なりま
す。
● ハンズフリーで通話中にエンジンスイッチを
OFF にする、または、エンジンスイッチを
ON にすると、機種によって、通話が切断さ
れる場合と、通話が携帯電話で継続される場
合があります。なお、通話が携帯電話で継続
される場合は、携帯電話の操作が必要になる
ことがあります。この場合、エンジンスイッ
チが ACC または ON であれば、通話を転送
することでハンズフリーでの通話に切り替え
られます。
（本ページ参照）。

4. ハンズフリー

10 キー入力する

連続トーン信号を送信する

通話中に10キー入力が必要な場合に操作し
ます。

1

通話中に連続トーン信号を送信する必要が
ある場合に操作します。

番号キーにタッチして番号を入力します。

にタッチするか、
を押します。

通話を終了するには：
ステアリングスイッチの

にタッチするか、
を押します。

アドバイス
● 連続トーン信号とは電話番号の後ろに続く、
マーク記号（p または w）と番号のことです。
（例：056133w0123）
● 例えば、留守番電話を操作したり、銀行の電
話サービスを使用したいときは、この操作を
行います。電話帳に電話番号とコード番号を
登録できます。
● 走行中は 10 キーが灰色になり、操作できませ
ん。
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通話を終了するには：
ステアリングスイッチの

 連続トーン信号が電話帳に登録されている場
合、この画面を表示します。
（登録されていない
場合、送信と終了は表示されません。)
 画面に表示されている番号を確認して送信に
タッチします。マーク記号の前にある番号が送
信されます。
 終了にタッチすると、この機能は終了し、通常
のトーン送信画面が表示されます。

4. ハンズフリー

割込通話（キャッチホン）をする
通話中に第三者からの割込着信があった
とき、この画面が表示されます。

電話に応答するには：
にタッチするか、ステアリングスイッ
チの
を押します。
着信を拒否するには：
にタッチするか、ステアリングスイッ
チの
を押します。

 割込通話中に
ングスイッチの

にタッチするか、ステアリ
を押すと、押すたびに通

話相手が切り替わります。

アドバイス
● お使いの電話会社や携帯電話により割込通話
（キャッチホン）の操作は異なります。
● 電話会社とのご契約内容によっては割込通話
（キャッチホン）を利用できないことがありま
す。
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1. クイックガイド
本機の設定を変更するには、メニュー画面の設定にタッチします。

No.

名

称

能

ページ

共通設定

79

Bluetooth

Bluetooth® 機器の登録、削除、接続、切断および
Bluetooth® の設定が可能です。

84

画質・消

画面のコントラストと明るさの設定が可能です。

81

電話

ハンズフリーの音や電話帳などの設定が可能です。

オーディオ

音の設定と iPod の設定が可能です。

103

製品情報

本機のプログラムを更新する際に、USB メモリーに製
品情報を出力します。

106

このボタンを押すと前に戻ります。
画面上に
スイッチが表示されているときに操作
することができます。

―

ボタン

78

機

BEEP 音、テーマカラー切替などの設定が可能
です。

92
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2. 共通設定
BEEP 音、テーマカラー切替などの設定
が可能です。

1

共通設定画面

メニュー画面の設定にタッチします。

 この画面で以下の機能が操作できます。
No.

2

共通設定にタッチします。

機

能

スイッチにタッチしたときに音を鳴
らす／鳴らさないを選択できます。

画面切替時にアニメーションさせる
／させないを選択できます。

3

設定する項目にタッチします。

テーマカラーを４色から選択するこ
とができます。
個人情報を初期化することができま
す。（80 ページの「個人情報を初期
化する」を参照してください。）

4

完了にタッチします。
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オーディオモード選択画面にキャプ
チャー画像を表示する／しない、およ
び iPod 操作画面にアートワークを表
示する／しないを選択できます。

5. 設定

個人情報を初期化する

1
2
3

4

メニュー画面の設定にタッチします。

アドバイス
● 以下の個人情報を削除したり初期設定に戻す
ことができます。

設定画面の共通設定にタッチします。
個人情報初期化にタッチします。

初期化するにタッチします。

＜スマートフォン連携＞
･ メニュー画面のカスタマイズ
.....................................................21 ページ
＜オーディオ＞
･ 最後に選択していたオーディオモード
.....................................................26 ページ
･ 最後に選択していたラジオの周波数
.....................................................27 ページ
･ ラジオ周波数のプリセット ......28 ページ
･ 交通情報の周波数......................28 ページ
･ 音量 .............................................25 ページ
･ 設定 ..........................................103 ページ
＜ハンズフリー＞
･ 電話帳データ .............................94 ページ
･ 発信 / 着信 / 不在着信履歴 ......70 ページ
･ ワンタッチダイヤル..................98 ページ
＜設定＞
･ Bluetooth® 設定
- ポータブル機の登録情報 .......47 ページ
- 携帯電話の登録情報 ...............66 ページ
- Bluetooth Power.................89 ページ
- パスキー ..................................90 ページ
- 電話機接続確認表示 ...............90 ページ
- ポータブル機接続確認表示 ...90 ページ
･ 電話設定
- 音設定 ......................................92 ページ
- 電話帳自動転送設定 ...............95 ページ
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3. 表示設定
画面のコントラストと明るさを調整する
ことができます。画面を消すこともでき
ます。

1

メニュー画面の設定にタッチします。

2

画質・消にタッチします。

画面を消す

1
2
3

メニュー画面の設定にタッチします。
設定画面の画質・消にタッチします。
画面消にタッチします。

 画面表示が消えます。画面を表示するには
ボタンを押します。

5

3

設定

昼画面と夜画面を切り替える
ヘッドライトの消灯／点灯によって、画
面を昼画面または夜画面に変更すること
ができます。
設定する項目にタッチします。

1

ヘッドライト点灯時でも昼画面を表示する
には、ヘッドライトを点灯した状態で画質
調整画面の昼画面にタッチします。

 各設定については以下のページを参照してくだ
さい。

アドバイス
● ヘッドライト点灯中に昼画面に設定された場
合、この設定はエンジンスイッチを OFF にし
ても記憶されます。
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コントラスト / 明るさを調整する

1
2
3

5

画面上のボタン

メニュー画面の設定にタッチします。

能

コントラスト

強

画面のコントラスト（鮮明
度）を強くします。

メニュー、カメラ *1、Apps*2 のいずれか
にタッチし、調整します。

コントラスト

弱

画面のコントラストを弱
くします。

*1：カメラが接続されている場合に表示さ
れます。詳細は 108 ページを参照してく
ださい。

明るさ

明

画面の明るさを上げます。

明るさ

暗

画面の明るさを下げます。

*2：対応端末（19 ページ参照）が接続さ
れている場合に表示されます。

色合い

緑

画面の緑色を強くします。

色合い

赤

画面の赤色を強くします。

または
で、コントラスト、明るさ
を選択します。
Apps の場合、接続した端末によっては色
合い、色の濃さも調整できます。
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機

設定画面の画質・消にタッチします。

6
4

画質を調整します。

色の濃さ

濃

画面の色を濃くします。

色の濃さ

淡

画面の色を淡くします。

調整後は、完了にタッチします。

5. 設定

画面サイズを変更する
Apps

1
2
3
4

メニュー画面の設定にタッチします。
設定画面の画質・消にタッチします。
画質調整画面の Apps にタッチします。
Apps 画面の Wide* にタッチします。
*：接続したスマートフォン連携対応端末に
よっては、画面サイズの変更ができないも
のがあります。
（画面サイズの変更ができな
いときは、Wide が表示されません。）

5

希望するスイッチにタッチしたあと、完了
にタッチします。

5

設定

No.

機

能

JUST

スマートフォンと同じ比率で表示さ
れます。

FULL

映像を切らずに画面全てを使用して
表示します。

WIDE

解像度の比率を維持します。

注 意
● 写真などの映像比率と異なるモードを選択さ
れますとオリジナル映像と見え方に差が出る
ことをご留意ください。また、営利目的、ま
たは公衆に視聴させることを目的として画面
の（分割表示や）圧縮・引き伸ばしなどを行
うと、著作権法で保護されている著作者の権
利を侵害するおそれがありますので、ご注意
ください。
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4. Bluetooth® 設定
Bluetooth® の設定を確認したり変更す
ることができます。

1

2

3

メニュー画面の設定にタッチします。

1
2
3

メニュー画面の設定にタッチします。

4

機器登録画面が表示されます。

設定画面の Bluetooth にタッチします。
機器登録にタッチします。

Bluetooth にタッチします。

設定する項目にタッチします。

 各設定については以下のページを参照してくだ
さい。
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Bluetooth® 機器を登録する

5. 設定

Bluetooth® 機器を追加する

1

2

新規登録にタッチして Bluetooth® 機器の
登録を行います。

この画面が表示されたら、Bluetooth® 機
器側で登録操作を行います。

 一度登録されると、
エンジンスイッチを ACC ま
たは ON にするたびに Bluetooth® 機器は自動
的に本機に接続されます。

アドバイス
● Bluetooth® 機器側の登録操作については、
Bluetooth® 機器の取扱書を参照してくださ
い。
● Bluetooth® 機器の登録時は、接続していた
Bluetooth® 機器との接続は切断されます。
● Bluetooth® 機器が電話とオーディオの機能
を持っている場合、電話とオーディオは同時
に登録できます。メッセージが画面に表示さ
れた場合、メッセージにしたがって、携帯電
話とBluetooth® オーディオ機能のどちらか、
または両方を登録します。

5

Bluetooth® 機器を削除する

2

削除する機器を選択します。

画面に表示されているパスキーを
Bluetooth® 機器に入力します。

 SSP（Secure Simple Pairing）対応の
Bluetooth® 機器ではパスキーは要求されませ
ん。接続する Bluetooth® 機器の機種によって
は、登録の確認メッセージが Bluetooth® 機器
の画面に表示されることがあります。確認メッ
セージにしたがって、Bluetooth® 機器を操作
してください。
 登録をキャンセルする場合、中止にタッチして
ください。
 登録する Bluetooth® 機器に電話とオーディオ
の機能がある場合、両方の機能を同時に登録す
ることができます。

4

削除にタッチして Bluetooth® 機器の削除
を行います。

接続が完了すると、この画面が表示されま
す。
アドバイス
● 携帯電話を削除すると、電話帳データは同時
に削除されます。
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3

1

5. 設定

Bluetooth® 機器の詳細情報を表示
する

1

2

項

目

機

能

®

機器名称

Bluetooth ネットワーク
内での機器名称です。

機器アドレス

システムに固有のアドレス
です。変更することはでき
ません。

自局電話番号

お使いの携帯電話の電話番
号です。携帯電話により、番
号が表示されないことがあ
ります。

対応
プロファイル

お使いの機器が対応してい
るプロファイルです。

接続方法

接続方法を車載機からまた
はポータブル機からに切り
替えることができます。

詳細にタッチして機器の詳細を表示しま
す。

表示する機器を選択します。

■接続方法を変更する
接続方法を選択することができます。

3

詳細情報画面が表示されます。

1

接続方法にタッチして、車載機からまたは
ポータブル機からを選択します。

2

完了にタッチします。
車載機から：本機から自動的に携帯電話に
接続します。
ポータブル機から：携帯電話を操作して本
機に接続します。
※ポータブル機の機種によっては、設定が
有効にならない場合があります。



または

にタッチしてリストをスクロー

ルします。
 次の項目の情報が表示されます。
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■Bluetooth® 設定を初期化する

4

接続する機器を選択します。

設定を初期化することができます。

1

初期状態にタッチします。

 機器が接続されると、
Bluetooth®マークが表示
されます。
 選択インジケーターと Bluetooth® マークのあ
る機器の名前にタッチすると、機器の接続は切
断されます。

5
携帯電話を接続する

接続が完了すると、この画面が表示されま
す。
5

Bluetooth® 機器を 2 台以上登録した場
設定

合、接続する 1 台を選択する必要があり
ます。
最大５台の Bluetooth® 機器から選択で
きます。

1
2
3

メニュー画面の設定にタッチします。
設定画面の Bluetooth にタッチします。
電話機接続にタッチします。

Bluetooth® オーディオ機器
（ポータブル機）を接続する
Bluetooth® 機器を 2 台以上登録した場
合、接続する 1 台を選択する必要があり
ます。
最大５台の Bluetooth® 機器から選択で
きます。

1
2

メニュー画面の設定にタッチします。
設定画面の Bluetooth にタッチします。
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3

4

ポータブル機接続にタッチします。

Bluetooth® 詳細設定

1
2
3

メニュー画面の設定にタッチします。

4

この画面が表示されます。

設定画面の Bluetooth にタッチします。
Bluetooth 詳細設定にタッチします。

接続する機器を選択します。

 機器が接続されると、
Bluetooth®マークが表示
されます。
 選択インジケーターと Bluetooth® マークのあ
る機器の名前にタッチすると、機器の接続は切
断されます。

5

接続が完了すると、この画面が表示されま
す。



または
ルします。

アドバイス
● オーディオモードが Bluetooth® オーディオ
以外のときは、ポータブル機を接続してもす
ぐに切断されます。Bluetooth® オーディオ
モードに切り替えると、選択したポータブル
機に自動接続します。
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にタッチしてリストをスクロー

5. 設定

 次の項目の情報が表示されます。
項

目

機

能

登録した機器を自動で接続す
る／しないを設定します。

機器名称

Bluetooth® ネットワーク内
での機器名称です。変更する
ことはできません。

パスキー

Bluetooth® 機器を本機に登
録するときのパスワードで
す。変更することができます。

機器アドレス

システムに固有のアドレスで
す。変更することはできませ
ん。

対応
プロファイル

お使いの機器が対応している
プロファイルです。

電話機接続
確認表示

Bluetooth® 携帯電話の接続
状態です。接続状態を表示す
る／しないを切り替えること
ができます。

ポータブル機接
続確認表示

ポータブル機の接続状態で
す。接続状態を表示する／し
ないを切り替えることができ
ます。

 設定の変更については、以下のページを参照
してください。
 設定を変更するときは、変更を行ったあとで
完了にタッチします。

1

Bluetooth Power にタッチします。

2

ON または OFF にタッチします。

5

設定

Bluetooth
Power

Bluetooth Power を設定する

3

完了にタッチします。

 Bluetooth Power の状態が OFF から ON に変
更された場合、Bluetooth® 接続が始まります。
 Bluetooth Power の表示は以下の状態を示し
ます。

Bluetooth Power が ON のとき：
エンジンスイッチを ACC または ON にした
ときにBluetooth®機器は自動的に接続され
ます。
Bluetooth Power が OFF のとき：
Bluetooth® 機器の接続は切断され、次回始
動時も接続されません。
※ 携帯電話やポータブル機の機種によっては、設
定が有効にならない場合があります。
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パスキーを編集する

1

パスキーにタッチします。

2

パスキーを入力して、完了にタッチします。

3

完了にタッチします。

 エンジンスイッチをACCまたはONにして携帯
電話が接続されると、下図の接続確認が表示さ
れます。

 電話機接続確認表示の状態を選択することがで
きます。

する：接続状態を表示します。
しない：接続状態を表示しません。
ポータブル機の接続表示を切り替える

1

ポータブル機接続確認表示にタッチしま
す。

2

するまたはしないにタッチします。

携帯電話の接続表示を切り替える

1

2
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電話機接続確認表示にタッチします。

するまたはしないにタッチします。

5. 設定

3

完了にタッチします。

 エンジンスイッチをACCまたはONにしてポー
タブル機が接続されると、下図の接続確認が表
示されます。

 ポータブル機接続確認表示の状態を選択するこ
とができます。

する：接続状態を表示します。
しない：接続状態を表示しません。
5

Bluetooth® 設定を初期化する
設定

設定を初期化することができます。

1

初期状態にタッチします。

 Bluetooth Power の状態が OFF から ON に変
更された場合、Bluetooth® 接続が始まります。
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5. 電話設定
ハンズフリーの設定を変更することがで
きます。

1

2

3

1

音設定にタッチします。

2

各設定を変更します。

3

全ての設定が完了したら、完了にタッチし
ます。

メニュー画面の設定にタッチします。

電話にタッチします。

設定する項目にタッチします。

 各設定については以下のページを参照してくだ
さい。
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ハンズフリーの音を設定する

5. 設定

受話音量を設定する

1
2

受話音量にタッチします。

3

完了にタッチします。

＋または−にタッチして受話音量を調節し
ます。

着信音を選択する

1
2

着信音にタッチします。

3

完了にタッチします。

アドバイス

5

設定を初期化する

設定

● 受話音量は、発信中画面、通話中画面でも調
整できます。
● 受話音量は、できるだけ小さく調整してくだ
さい。エコーが出ることがあります。

着信音 1、着信音 2 または着信音 3 に
タッチします。

設定を初期化することができます。

1

初期状態にタッチします。

着信音量を設定する

1
2

着信音量にタッチします。

3

完了にタッチします。

＋または−にタッチして着信音量を調節し
ます。

アドバイス
● 着信音量は、着信中画面でも調整できます。
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電話帳を設定する

電話帳

1
2
3

4

設定ボタンを押します。

1

電話帳転送・削除にタッチします。

2

設定する項目にタッチします。

電話にタッチします。
電話帳設定にタッチします。

設定する項目にタッチします。

 各設定については以下のページを参照してくだ
さい。
 各設定については以下のページを参照してくだ
さい。

アドバイス
● 低温時は、転送した電話帳データが保存され
ないことがあります。

アドバイス
● 電話帳データは登録されている携帯電話ごと
に管理されています。

電話番号を転送する
Bluetooth® 携帯電話の電話番号を本機
に転送することができます。本機は最大
５つの電話帳を管理し、各電話帳には最
大 1000 名分のデータ（1 名につき 3
つの電話番号まで）を登録できます。
お使いの携帯電話が PBAP に対応して
いる場合と、OPP に対応し PBAP に対
応していない場合とでは、操作方法が異
なります。
お使いの携帯電話が PBAP と OPP のど
ちらにも対応していない場合、電話帳を
転送することはできません。
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1

転送にタッチします。

アドバイス
● 転送はエンジンスイッチがACCまたはONの
状態で行ってください。
● 携帯電話によっては、通話履歴も転送される
ことがあります。
● 携帯電話に電話帳のデータを転送していると
き、ハンズフリーは使用できません。

 お使いの携帯電話が PBAP に対応している
場合

2

この画面が表示されます。
（本ページを参照
してください。
）

 以下の方法で電話帳転送方法画面を表示する
こともできます。

1
2
3

メニュー画面の電話にタッチします。
電話帳にタッチします。
転送にタッチします。
5

設定

 お使いの携帯電話が OPP に対応し、PBAP
に対応していない場合

2

この画面が表示されます。
（96 ページを参
照してください。）

■電話帳の自動転送を設定する
（PBAP 対応機）
初めて Bluetooth® 携帯電話を接続して
車を始動したとき電話帳は自動的に本機
へ転送されます。
携帯電話が切り替えられても、電話帳
データは自動的に転送されます。

 携 帯 電 話 の プ ロ フ ァ イ ル を 確 認 す る に は、
Bluetooth® 機器の詳細情報画面を参照してく
ださい。（86 ページの「Bluetooth® 機器の詳
細情報を表示する」を参照してください）

1

電話帳自動転送にタッチして、するまたは
しないを選択します。
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2

完了にタッチします。

 自動転送が失敗した場合、画面上にメッセージ
が表示されます。表示にしたがって操作してく
ださい。

■電話帳を上書きまたは追加する
（お使 い の 携 帯 電話 が OPP に 対 応 し、
PBAP に対応していない場合）

1

電話帳を上書きしたい場合、上書きにタッ
チします。電話帳を追加したい場合は追加
にタッチします。

2

Bluetooth® 携帯電話を使って本機に電話
帳を転送します。

アドバイス
● 自動転送中に手動で転送しようとした場合、
自動転送の進捗状況が表示されます。
● 新しい電話帳の転送中は古い電話帳を使用す
ることができます。

■電話帳を更新する（お使いの携帯電話が
PBAP に対応している場合）
電話帳を更新することができます。

1

電話帳転送にタッチします。

2

Bluetooth® 携帯電話を使って本機に電話
帳を転送します。

 携帯電話の機種により、電話帳データを転送す
るときにOBEX認証を要求されることがありま
す。
その場合 Bluetooth® 携帯電話に 1234 を
入力してください。

 転送中は、この画面が表示されます。転送をキャ
ンセルするには、中止にタッチします。途中で
転送が中断された場合、転送された電話帳デー
タは削除されます。
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 携帯電話の機種により、電話帳データを転送す
るときにOBEX認証を要求されることがありま
す。
その場合 Bluetooth® 携帯電話に 1234 を
入力してください。

 転送中は、この画面が表示されます。転送をキャ
ンセルするには、中止にタッチします。途中で
転送が中断された場合、電話帳は転送前の状態
に戻ります。

5. 設定

電話帳データを削除する

アドバイス
●

電話帳データの転送中にBluetooth® オーディ

電話帳データを削除することができま
す。
本機を手放すときは、本機の全てのデー
タを削除してください。
PBAP 対応機では、電話帳自動転送をし
ないに設定したあとに電話帳データを削
除してください。
（95 ページの「電話帳
の自動転送を設定する」を参照してくだ
さい。）

1

削除にタッチします。
5

設定

オの接続が切断されることがあります。
● 電話帳データ転送中は、次のように対応しま
す。
･ 電話帳データ転送中に着信があった場合
は、状況によりどちらかが優先されます。
着信が優先された場合、着信した電話は携
帯電話本体での通話になります。この場合
は、通話終了後、再度転送操作をやり直し
てください。
･ 電話帳データ転送中に発信操作をした場
合、転送を継続して発信を中止します。
･ 電話帳データ転送中にエンジンスイッチを
OFF にした場合、転送は中止されます。こ
の場合は、エンジンスイッチを ACC または
ON にして、再度転送操作をやり直してくだ
さい。
● 電話帳データに名称読みが入っていない場合
は、本機の電話帳画面に正しい順番で名称が
表示されません。また、名称読みが入ってい
ても、機種によっては正しい順番で名称が表
示されない場合があります。
● 本機の電話帳データを携帯電話に転送するこ
とはできません。

2

削除したい名前を選択するか、全削除に
タッチします。

 以下の方法で削除することもできます。

1
2
3

メニュー画面の電話にタッチします。
電話帳にタッチします。
リストから名前を選択します。
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4

機能にタッチします。

5

5

削除にタッチします。

 各設定については以下のページを参照してくだ
さい。

設定する項目にタッチします。

 以下の方法でワンタッチダイヤル画面を表示
することもできます。

 ワンタッチダイヤル画面から

アドバイス

1
2
3

メニュー画面の電話にタッチします。
ワンタッチダイヤルにタッチします。
機能にタッチします。

● 本機に登録した携帯電話が削除されると、同
時に電話帳データも削除されます。

ワンタッチダイヤルを設定する
ワンタッチダイヤル画面からワンタッチ
ダイヤル設定を行うことができます。

1
2
3
4
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メニュー画面の設定にタッチします。
電話にタッチします。
電話帳設定にタッチします。
ワンタッチダイヤル登録・削除にタッチし
ます。

 電話帳画面から

1
2
3

メニュー画面の電話にタッチします。
電話帳にタッチします。
機能にタッチします。

5. 設定

4

ワンタッチダイヤル登録・削除にタッチし
ます。

■電話帳からワンタッチダイヤルを登録する
電話帳から電話番号を登録することがで
きます。携帯電話ごとに 18 個までの番
号を登録できます。

1

4

登録したい画面上のボタンにタッチしま
す。

■履歴からワンタッチダイヤルを登録する

1

履歴から登録にタッチします。

5

電話帳から登録にタッチします。

設定

2

3

2

登録したいデータを選択します。

3

登録したい画面上のボタンにタッチしま
す。

登録したいデータを選択します。

希望する電話番号にタッチします。
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 以下の方法でワンタッチダイヤルを登録する
こともできます。

 ワンタッチダイヤル画面から

1
2
3

4

メニュー画面の電話にタッチします。
ワンタッチダイヤルにタッチします。

 電話帳画面から

1
2
3
4

メニュー画面の電話にタッチします。

5

ワンタッチダイヤル登録にタッチします。

6

希望する電話番号にタッチします。

電話帳にタッチします。
リストからデータを選択します。
機能にタッチします。

未登録にタッチします。

登録したい画面上のボタンにタッチしま
す。

5

登録したいデータを選択します。

6

希望する電話番号にタッチします。
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 履歴内容画面から

1
2
3
4

通話履歴を削除する

メニュー画面の電話にタッチします。
履歴にタッチします。
希望する電話番号にタッチします。
追加登録にタッチします。

履歴を削除することができます。
PBAP 対応機では、電話帳自動転送をし
ないに設定したあとに電話帳データを削
除してください。
（95 ページの「電話帳
の自動転送を設定する」を参照してくだ
さい。）

1

履歴削除にタッチします。

■ワンタッチダイヤルを削除する

1

2

設定

ワンタッチダイヤルを削除することがで
きます。

5

2

削除する履歴を選択します。

3

削除したいデータを選択するか、全削除に
タッチします。

削除にタッチします。

削除したいデータを選択するか、全削除に
タッチします。

101

5. 設定

 以下の方法で履歴を削除することもできま
す。

1
2
3

4

メニュー画面の電話にタッチします。
履歴にタッチします。
削除にタッチします。

削除したいデータを選択するか、全削除に
タッチします。
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6. オーディオ設定
オーディオの音声や iPod の設定を行う
ことができます。

1

2

メニュー画面の設定にタッチします。

音の設定を行う

1
2
3

メニュー画面の設定にタッチします。

4

画面の音設定１または音設定２タブにタッ
チします。

設定画面のオーディオにタッチします。
音設定にタッチします。

オーディオにタッチします。

5

設定

3

設定する項目にタッチします。

 各設定については以下のページを参照してくだ
さい。

103

5. 設定

トーンとバランスを設定する

2

■トーン

TREB ＋または−：高音の強弱を調整しま
す。

高音、中音、低音の強弱を調整すること
ができます。

MID＋または−：中音の強弱を調整します。
BASS ＋または−：低音の強弱を調整しま
す。
FRONT または REAR：前方と後方のス
ピーカーから出る音のバランスを調整しま
す。

■バランス
前後左右のスピーカーから出る音量のバ
ランスを調整することができます。

1

L または R：左と右のスピーカーから出る
音のバランスを調整します。

3
音設定１タブにタッチしてこの画面を表示
します。

希望する画面上のスイッチにタッチしま
す。

完了にタッチします。
アドバイス

● 各モード（AM、FM、iPod など）のトーンを
調整することができます。
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ASL、イコライザーを設定する

1

2

音設定２タブにタッチしてこの画面を表示
します。

iPod 設定を行う

1
2
3

メニュー画面の設定にタッチします。
設定画面のオーディオにタッチします。
オーディオ設定画面の iPod 設定に
タッチします。

画面の希望するスイッチにタッチします。

■AUTOMATIC SOUND LEVELIZER
（ASL）

4

iPod画像の表示＆パネルスイッチによる操
作のするまたはしないにタッチします。

5

希望するスイッチにタッチしたあと、完了
にタッチします。

1

ASL の HIGH、MID または LOW にタッ
チします。

2

完了にタッチします。

■イコライザー
車種に合わせて音質を調整します。

1

EQ の COMPACT、SEDAN または
MINIVAN にタッチします。

2

完了にタッチします。

5

設定

車両の騒音が大きくなると車速に応じ
て、最適な音量と音質に調整します。

 するに設定した場合は、本機前面パネルの操作
ボタンを使って操作します。
（36 ページ参照）
しないに設定した場合は、画面上のタッチス
イッチで操作します。
（31 ページ参照）

アドバイス
● iPhone/iPod の接続処理中に、
iPod 設定を行
うことはできません。接続が完了するまでお
待ちください。
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7. 製品情報
本機の製品情報を USB メモリーに出力
することができます。
製品情報は、本機のプログラムを更新す
る際に必要になります。

製品情報を USB メモリーに出力
する

1

メニュー画面の設定にタッチします。

2

製品情報にタッチします。

3

製品情報を出力するにタッチします。

4

はいにタッチします。

アドバイス
● 以下のフォーマットに準拠したUSBメモリー
をご用意ください。
･ USB 通信フォーマット :
USB 2.0 FS（12 Mbps）
･ ファイルフォーマット :
FAT 16/32 （Windows®）
･ 対応クラス :
マスストレージクラス
● USB メモリーは空にしておいてください。
データが書き込まれたUSBメモリーを接続し
ても、製品情報を出力することはできません。
● プログラムの更新には最大 20 分程度かかり
ます。プログラムの更新中は本機の電源を切
らないでください。

USB メモリーを接続する

1

VTR ポートのカバーを開け、USB メモリー
を接続します。
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6. バックモニター

1. バックモニターの映像を見るには
オプションのバックモニターを接続した場
合、チェンジレバーを
にすると、本機の
画面に自動で後方のカメラ映像を映すこと
ができます。

注 意
● バックモニターを過信しないでください。
● 本機（リアカメラシステム）は、障害物など
の確認のための補助手段として使用してくだ
さい。
● リアカメラで映し出す範囲は限られています
ので、画面だけを見ながら後退することは絶
対にしないでください。必ずルームミラー、ド
アミラーを併用し、後方および周辺の安全を
充分確認してください。
● 雨滴などがカメラに付着すると映りが悪くな
るおそれがあります。
● 以下のような状況では使用しないでくださ
い。
･ 凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
･ バックドアが完全に閉まっていないとき
･ タイヤチェーン、応急タイヤを使用してい
るとき
･ 坂道など平坦でない道
● ディスプレイが冷えているときに、映像が尾
を引いたり、通常より暗くなり確認しにくく
なる場合があります。必ず周囲の安全を直接
目で確認しながら運転してください。
● カメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるな
ど、強い衝撃を与えないでください。カメラの
位置、取り付け角度がずれてバックモニターが
正常に作動しなくなるおそれがあります。
● カメラ本体は、レンズの結露防止のため防滴
密閉構造となっています。カメラ本体のネジ
を緩めたり、分解することは絶対にやめてく
ださい。防滴性能の劣化をまねき故障などの
原因になります。
● カメラ本体をケーブルでぶらさげたり、ケー
ブルを引張ったりすることは、絶対に行わな
いでください。防滴性が低下したり、ケーブ
ルの断線など、故障の原因になります。
● 寒いときにお湯をかけるなど、カメラに急激
な温度変化を与えないでください。故障の原
因になることがあります。
● カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障な
どによりバックモニターが正常に作動しなく
なるおそれがあります。早めに販売店で点検
を受けてください。
● 高圧洗車機を使用する場合、カメラまたはカ
メラの周囲に直接ノズルを向けることは避け
てください。カメラが脱落するおそれがあり
ます。
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アドバイス
● 太陽光を直接長時間撮像しないでください。
焼き付け現象が残ることがあります。
● 50Hz 電源地域の蛍光灯下では、画面のちら
つき（フリッカー現象）が起こりますが故障
ではありません。
● レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な画
像が得られません。水滴、雪、泥などが付着
したときは水を含ませた柔らかい布などで拭
き取ってください。ゴミなどが付いた状態で、
乾いた布などで強くこするとレンズカバーに
キズが付くことがあります。
● 湿度の高いとき（雨の日など）は、カメラが
曇り、映像が見づらくなることがあります。
● 本機の映像は鏡像となっています。鏡像とは
映し出される画像が車両のバックミラーやサ
イドミラーで見るのと同じ左右反転させた画
像です。これに対し直接目で見るのと同じ画
像を正像と呼びます。
● 夜間または暗所ではリアカメラの映像が見え
ないまたは見にくいことがあります。
● リアカメラの映像は、車体の一部が映し出さ
れるように調整してください。
● カメラの映像は、広角レンズを使用している
ため、実際の距離と感覚が異なります。

後方の映像を映すには

1

チェンジレバーを

にします。

 バックモニターの映像が表示されます。
 チェンジレバーを
以外にすると通常画面に
戻ります。
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1. GPS の受信について
GPS を受信できない場所
スマートフォン連携機能（18 ページ参照）では、本機の GPS アンテナを利用する場合があり
ます。
GPS 衛星からの電波は直進性が強いため、次のような場所では受信できないことがあります。

トンネルの中

高層ビルなどの間

高架道路の下

樹木の間

 ルーフキャリアなどを使用しているときにはGPS衛星の電波がさえぎられてGPS衛星からの電
波を受信できないことがあります。
 GPS 衛星はアメリカの国防総省により管理されており、衛星自体が故意に位置精度を落とすこ
とがあります。このようなときは、GPS 衛星からの電波を良好に受信できないことがあります。
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2. 情報の保持について
お車の点検やバッテリーの交換などによりバッテリーとの接続が断たれた場合、本機に保存
されている情報（設定）が一部消去（初期化）される場合があります。あらかじめご了承く
ださい。
情報が消去される項目

ページ

共通

昼画面の設定

81

スマートフォン連携

画面サイズ

83

オーディオ

最後に選択していたオーディオモード

26

最後に選択していたラジオの周波数

27

交通情報の周波数

28

iPod の画面サイズ

34, 36

iPod 設定

105

VTR の画面サイズ

43

ハンズフリー

発信 / 着信 / 不在着信履歴
（名称と電話番号種別）

70

ワンタッチダイヤル
（名称と電話番号種別）

98
7

付録
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3. こんなメッセージが表示されたとき
共通部
メッセージ

メッセージが表示される場合

処置方法

製品情 報を出力できま
せんでした USB デバイ
スをご確認ください

 USB メモリーが本機に対応し
ていない場合
 USB メモリーが書き込み禁止
になっている場合

 106 ページのフォーマットに準拠
した USB メモリーをご用意くださ
い。
 USB メモリーの書き込み禁止を解
除してください。

メッセージ

メッセージが表示される場合

処置方法

スマー トフォンが見つ
かりませんでした

USB/VTR ケーブルが断線して
いる場合

スマートフォンをケーブルから抜き、
再度接続してください。それでも解消
されないときは、販売店にお問い合わ
せください。

メッセージ

メッセージが表示される場合

処置方法

本機で は再生できませ
ん
ポータ ブル機の設定を
ご確認ください

ポータブル機が本機に対応して
いない場合

お買い上げの販売店または
http://toyota.jp で、お使いのポー
タブル機が動作確認済みの機種かを
ご確認ください。

接続できませんでした
ＵＳＢ デバイスの再接
続につ いては取扱説明
書をご確認ください

USB/VTR ポートに過電流が発
生した場合

USB/VTR ポートに接続した機器を
外してください。

接続で きませんでした
iPod の再接続について
は取扱 説明書をご確認
ください

USB/VTR ポートに過電流が発
生した場合

USB/VTR ポートに接続した機器を
外してください。

スマートフォン部

オーディオ部
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Bluetooth® 部
メッセージ
発信できません
電 話機を確認してく だ
さい
Bluetooth 機器の接続
ができませんでした
機 器の設定を確認し て
ください

メッセージが表示される場合


携帯電話が本機に Bluetooth®

接続されていない場合
 ハンズフリー着信中に電話を
かけようとした場合
ポータブル機が本機に対応して
いない場合

処置方法
 携帯電話を本機にBluetooth® 接続
してください（67 ページ参照）。
 着信、通話が終了してからご利用く
ださい。
再度ポータブル機を本機に
Bluetooth® 接続してください。それ
でも解消されない場合は、お買い上げ
の販売店または http://toyota.jp
で、お使いのポータブル機が動作確認
済みの機種かをご確認ください。

7
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4. 故障とお考えになる前に
本機が正常に作動しなくなったときは、下表にしたがって確認していただき、それでも作動
しない時は、お買い上げの販売店にご相談ください。
万一異常（ヒューズ溶断など）が起こりましたら、必ずお買い上げの販売店に修理依頼をし
てください。ご自身でヒューズの取り換えや修理をされますと、思わぬことで故障の範囲を
大きくすることがありますので特にご注意ください。
共通部
症

状

確認項目

画面が次の何れかの状態になってい
る場合：
 真っ暗で全く光らない
 光っているが、画面が表示されな
い
 画像が乱れる
 画像の色がおかしい
 ライトを点灯しても夜画面にな
らない

･ 画面消に設定されていませんか？

ボタンを押してください。
･ 画質の設定は適切ですか？
 画面設定を確認してください。
詳細については、81 ページを参照してください。
解消されないときは、
エンジンスイッチをOFF→ACC
または ON にしてください。
それでも解消されないときは、お買い上げの販売店に
お問い合わせください。

モニターに小さな点や輝点がある場
合

･ 故障ではありませんので安心してご使用ください。
 液晶特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高
い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素が
ありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯する
ものが生じることがあります。

画像が見にくい場合

･ 画面の明るさとコントラストの調整は適切ですか ?
 画面の明るさとコントラストの調整を行ってくださ
い。詳細については、82 ページを参照してください。

操作を実行できない場合がある

･ いくつかの機能は特定のモードで実行できません。
 取扱書をよくお読みになり、モードをキャンセルして
ください。解消されない場合は、お買い上げの販売店
にお問い合わせください。

突然電源が切れる

･ お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電源が入らない

･ ヒューズが切れていませんか？
 ヒューズの位置は、車の取扱書を参照してください。
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スマートフォン部
症

状

スマートフォン接続時、メニュー画面
にボタンが追加されない

確認項目
･ お使いの機種は本機に対応していますか？
 19 ページを参照して、お使いの機種が対応している
かご確認ください。
･ スマートフォンの電源が入っていますか？
 スマートフォンの電源を入れてください。
･ AppCarConnect JPN がインストールされています
か？
 AppCarConnect JPN をインストールしてください。
インストール方法の詳細は、サポート用サイトを参
照してください。（20 ページ）
･ AppCarConnect JPN のリンク設定が ON に設定さ
れていますか？
 AppCarConnect JPNのリンク設定をONにしてく
ださい。設定手順の詳細はサポート用サイトを参照
してください。（20 ページ）
･ 使用したいアプリケーションは本機に対応しています
か？
 使用できるアプリケーションについては、サポート
用サイトで確認してください。
（20 ページ）
･ ホーム画面を表示しないで iPhone を接続しませんで
したか？
 ホーム画面を表示した状態で iPhone を接続してく
ださい。
･ アプリケーションがインストールされていますか？
 アプリケーションをインストールしてください。
･ iPod 設定（105 ページ参照）が、iPod 画像の表示＆
パネルスイッチによる操作「する」に設定されていま
せんか？
「する」に設定されている場合は、スマートフォン連
携機能を使用できません。スマートフォン連携機能
を使用する際は「しない」に設定してください。

アプリケーションを使用中、映像が正
しく表示されない

･ お使いの機種は本機に対応していますか？
 19 ページを参照して、お使いの機種が対応している
かご確認ください。

アプリケーションが動作しない

･ アプリケーションが画面に表示されていますか？
 メニュー画面のアプリケーションのアイコンにタッ
チして画面に表示してください。
21 ページの「メニュー画面を表示する」を参照して
ください。
･ 本機とスマートフォンとの連携状態がずれていません
か？
 連携しているスマートフォンをケーブルから抜いて
再接続してください。
･ 通信圏外で使用していませんか？
 通信圏内で使用してください。
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メニュー画面に追加されたアイコンに
タッチすると、
「アプリケーションをご
利用できません」が表示される
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症

状

スピーカーからスマートフォンの音が
出ない

確認項目
･ スマートフォンが Bluetooth® と USB/VTR 端子の両
方で接続されていませんか？
 Bluetooth® と USB/VTR 端子が両方接続されてい
る場合、端末によっては音声が出力されません。音
声を復帰させるには、87 ページの「Bluetooth® オー
ディオ機器（ポータブル機）を接続するを参照して、
Bluetooth® オーディオの接続を切断してください。
※ 音声が復帰する際に大音量になるおそれがあるた
め、音声が出力されない状態で音量を上げないで
ください。

オーディオ部
症

状

確認項目

Bluetooth®

オーディオ機器（ポータ
ブル機）または iPod の音がスピーカー
から出ない

･ ポータブル機の電源は入っていますか？
 ポータブル機の電源を入れてください。
･ ポータブル機で音楽を再生していますか？
 ポータブル機で音楽を再生しているか確認してくだ
さい。
･ 適切なケーブルで iPod を接続していますか？
 iPod を接続する際は、
本機に同梱されている iPod 接
続用のケーブルを使用してください。
･ アプリをインストールした iPhone/iPod を接続した
直後ではありませんか？
 故障ではありません。接続が完了したあとに音が出
ます。

音は出るが、画像が表示されない（停
車中）

･ パーキングブレーキはかかっていますか？
 パーキングブレーキをかけてください。
･ 適切なケーブルで iPod を接続していますか？
 iPod を接続する際は本機に同梱されている iPod 接
続用のケーブルを使用してください。

片側のスピーカーしか音が出ない

･ 音量の調節は正しいですか？
 前方 / 後方および左右スピーカーの音量を調節して
ください。詳細については、104 ページを参照して
ください。

音飛びがある、またはノイズが出る

･ 携帯電話のように電磁波を発生する機器または電線が
近くにありませんか？
 携帯電話のように電磁波を発生する機器を本機また
は本機の配線に近づけないでください。車の配線が
原因でノイズが出ている場合、お買い上げの販売店
にお問い合わせください。

iPod の画面に何も表示されない

･ アプリをインストールした iPhone/iPod を接続した
直後ではありませんか？
 故障ではありません。接続が完了したあとに画面が
表示されます。
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症

状

確認項目
･ アプリをインストールした iPhone/iPod を接続した
直後ではありませんか？
 故障ではありません。接続が完了したあとで iPod の
操作ができます。

スピーカーから iPod の音が出ない

･ iPod が Bluetooth® と USB/VTR 端子の両方で接続
されていませんか？
 Bluetooth® と USB/VTR 端子が両方接続されてい
る場合、端末によっては音声が出力されません。音
声を復帰させるには、
87 ページの「Bluetooth® オー
ディオ機器（ポータブル機）を接続するを参照して、
Bluetooth® オーディオの接続を切断してください。
※ 音声が復帰する際に大音量になるおそれがあるた
め、音声が出力されない状態で音量を上げないで
ください。

USB メモリーモードに切り替えるこ
とができない

･ スマートフォンが本機に接続されていませんか？
 スマートフォンが接続されている場合、接続した端
末によってはUSBメモリーモードに切り替えること
ができません。他のUSBメモリーでお試しください。
また、スマートフォン連携機能を使用しているとき
は、USB メモリーモードに切り替えることができま
せん。

VTRモードに切り替えることができな
い

･ iPod が接続されていませんか？
 iPod が接続されていると VTR モードを使用するこ
とができません。VTR モードにするには iPod を抜
いてください。

Bluetooth® オーディオモードに切り
替えることができない

･ Bluetooth® で本機に接続されているオーディオプレー
ヤーと、本機に接続されているスマートフォン連携対
応端末が同じ機器ではありませんか？
 接続した端末によっては、Bluetooth® オーディオ
モードを使用できない場合があります。
（スマートフォン連携モードで使用してください。）

Bluetooth® 部
症
Bluetooth®
きない

状

機器を接続することがで

確認項目
･ 本機で使用できる Bluetooth® 機器ですか？
 お買い上げの販売店または http://toyota.jp で、
お使いの Bluetooth® 機器が動作確認済みの機種か
をご確認ください。
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iPod が操作できない
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5. アフターサービスについて
1. 保証
1）トヨタの販売店、またはトヨタ指定サービス工場でトヨタ車にお取付けして製造上の
不具合が発生した場合、下記に示す期間と条件にしたがってこれを無償修理いたしま
す。無償修理は部品の交換あるいは補修により行います。また取り外した不具合部品
はトヨタの所有となります。
2）無償修理を受けられる期間は、商品をトヨタ車にお取付けした日をご使用開始日とし
て起算し 3 か年間とします。ただし、その期間内でも走行距離が 60,000ｋｍ まで
とします。無償修理をお受けになる場合はトヨタの販売店、またはトヨタ指定サービ
ス工場へ自動車に取付けた状態でお持ちください。
3）保証期間内でも下記に起因する不具合は無償修理いたしません。
① トヨタの販売店、またはトヨタ指定サービス工場以外でのお取付け、修理および
トヨタが 認めていない改造など。
② 取扱書に示す取扱方法と異なる使用、不適切な保管など、地震、台風、水害など
の天災並びに事故、火災。
4）次に示すものの費用は負担いたしません。
① 商品を使用できなかった事による不便さおよび損失など。
5）無償修理の継承として期間が残っているものは無償修理をいたしますが点検および
取り外し、取付け費用は有料となります。
6）この無償修理は日本国内で使用されている場合のみに適用いたします。
7）無償修理期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合
わせください。
８）商品の上蓋または底蓋に貼ってあるシール（モデル Ｎｏ．シリアル Ｎｏ．明記）の
剥がれたものについては無償修理いたしません。

2. 補修用性能部品の最低保有期間
このスマホナビ対応ディスプレイの補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、
製造打ち切り後最低 6 年間保有しております。
アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い
合わせください。
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6. 仕様
スマホナビ対応ディスプレイ
外形寸法

：205.5 mm × 104 mm × 175 mm（幅×高さ×奥行き）

質量

：1305 g

供給電源電圧

：DC 12 V（試験電圧 14.4 V）

消費電流

：4 A 以下（電源電圧 13.2 V、FM モード定格出力時）

アース

動作温度

：− 20 ℃〜＋ 55 ℃

<A/V 入力 >
接続端子

: φ3.5 mm ビデオ、ステレオミニピン

オーディオ入力
入力インピーダンス

: 4.7 kΩ 以上

許容外部入力

: 1.0 Vrms

ビデオ入力
入力インピーダンス

: 75 Ω

許容外部入力

: 1.0 Vp-p

< 共通部 >
最大出力

: 40 W × 4 ch

定格出力

: 18 W × 4 ch（10 %T.H.D）

適合スピーカーインピーダンス

: 4Ω
7

<FM ラジオ・チューナー部 >
: 76.0 MHz 〜 90.0 MHz

実用感度

: 10 dB（μV）

信号対雑音比

: 55 dB（30 kHzL.P.F. 使用）

付録

受信周波数範囲

<AM ラジオ・チューナー部 >
受信周波数範囲

: 522 kHz 〜 1629 kHz

実用感度

: 27 dB（μV）

信号対雑音比

: 42 dB（30 kHzL.P.F. 使用）

<USB メモリー再生部 >
対応フォーマット
信号対雑音比

: MP3, WMA
: 65 dB（IHF-A 使用）

全高調波歪率

: 0.1 %（IHF-A 使用、1 kHz）

周波数特性

: 20 Hz 〜 20 kHz（− 3 dB）
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<Bluetooth®>
変調方式

: スペクトラム拡散方式
（周波数ホッピング方式）

通信周波数

: 2402 MHz 〜 2480 MHz

送信出力

: CLASS2

Bluetooth® バージョン

: Bluetooth® Ver.1.1 以降

対応プロファイル

: HFP Ver.1.0 以降、
OPP Ver.1.1 以降、
A2DP Ver.1.0 以降、
AVRCP Ver.1.0 以降

< ディスプレイ >
液晶パネル

: 7 V 型低反射パネル

画面寸法

: 156.2 mm × 176.6 mm × 82.4 mm
（幅×対角×高さ）

ドット数

: 115 万 2000 ドット
（８００（H）× ４８０（V）×３）

表示方式

: 透過型カラーフィルタ方式

駆動方式

: TFT（薄膜トランジスター）
アクティブマトリクス方式

タッチパネル

: 抵抗膜式タッチパネル

<iPod 接続用ケーブル >
長さ

: 1000 mm

<VTR 機器接続用ケーブル >
長さ

: 300 mm

<USB メモリ接続用ケーブル >
長さ

: 1000 mm

<GPS 受信部 >
電圧

: 4.6 ± 0.5 V

消費電流

: 10 mA（最小）, 30 mA（最大）

受信周波数

: GPS (L1.C/A コード )
1575.42 MHz ± 1.023 MHz

インピーダンス
増幅率

: 50 Ω
: 27 ± 5 dB

動作温度

: − 30 ℃〜＋ 85 ℃

製品の仕様および外観などの変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますの
でご了承ください。
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7. アンテナのお手入れについて


フィルムアンテナおよびケーブルをアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等揮発性の
ものでふかないでください。表面処理を傷める原因になります。



掃除をするときは、タオルや柔らかい布などで軽く押さえるようにして拭いてください。
爪などでこするとアンテナパターン線がはがれる原因となります。



アンテナ部からコードを取り外すことはできません。無理にはがすと動作できなくなり、再
使用もできません。



コードのコネクタ部に力をかけないでください。



カーウィンドフィルムの上からフィルムアンテナを貼った場合、フィルムアンテナをはがす
際にカーウィンドフィルムを傷めることがありますのでご注意ください。
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8. 商標について
 車載機に含まれる Microsoft Windows Automotive Operating System の著作権は米国
Microsoft Corporation に帰属します。
Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ
る登録商標です。
 WMA について
Microsoft、Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその
他の国における登録商標です。
 iPod について
「Made for iPod」、
「Made for iPhone」は、iPod または iPhone 専用に接続するよう設計さ
れ、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリ
であることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切
の責任を負いません。本製品を iPod または iPhone と共に使用すると、ワイヤレス機能に影響
を及ぼす可能性があります。
iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano および iPod touch は、米国および他の国々で登録
された Apple Inc. の商標です。

 Bluetooth について

Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の
登録商標です。

Bluetooth ワードマークとロゴは Bluetooth SIG 所有であり、ライセンス取得者「パナソ
ニック株式会社」のマーク使用は許可を得ています。
その他のトレードマークおよびトレードネームは各所有者のものです。
本機は、電波法に基づく特定無線設備の工事設計の認証を取得しています。
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用語さくいん

用語さくいん

あ

た

明るさを調整する ........................ 35, 37, 44, 82

ダイヤル発信する ................................................ 68

映像機器のモニターとして使うには ................. 42

タッチスイッチについて..................................... 14

映像機器を接続する........................................ 42

着信音量を設定する............................................. 93

映像を再生する ............................................... 43

通話履歴で発信する............................................. 70

VTR モードに切り替える .............................. 43

通話する ................................................................ 74

オーディオ............................................................ 23

割込通話（キャッチホン）をする ................. 76

オーディオモード ........................................ 24, 26

電話設定 ................................................................ 92

オーディオモードを切り替える......................... 26

電話帳 ............................................................... 94

オーディオを ON・OFF する............................ 25

ハンズフリーの音を設定する......................... 92

音の設定を行う..................................................103

電話帳で発信する ................................................ 68

音量を調節する............................ 13, 18, 24, 60

電話番号を転送する.....................................69, 94

か

電話をかける ........................................................ 68

電話を受ける ........................................................ 73

画面を消す............................................................ 81

ダイヤル発信する ............................................ 68

共通設定 ............................................................... 79

電話帳発信する ................................................ 68

携帯電話 ............................................................... 61
携帯電話の登録.................................................... 66
携帯電話を選択・追加する ............................ 67
個人情報を削除する ............................................ 80
コントラスト................................ 35, 37, 44, 82

さ
シャッフル再生.................................................... 33
受話音量を設定する ............................................ 93
ステアリングスイッチ ........................ 22, 53, 63
スマートフォン連携 ............................................ 17
選局した放送局を記憶させる............................. 28
操作ボタンについて ............................................ 13

履歴発信する.................................................... 70
ワンタッチ発信する ........................................ 70
電話帳について .................................................... 63
トーン................................................................. 104

は
バックモニター ................................................. 108
早送り........................................... 31, 36, 39, 49
早戻し........................................... 31, 36, 39, 49
バランス ............................................................. 104
ハンズフリー ................................................59, 61
各種表示について ............................................ 65
電話帳について ................................................ 63
本機を手放すとき ............................................ 64
表示設定 ....................................... 35, 37, 44, 81
昼画面.................................................................... 81
ヒント.................................................................... 54
ラジオを受信する ............................................ 54
iPod .................................................................. 55
MP3/WMA ファイル..................................... 56
USB メモリー.................................................. 56
製品情報 ............................................................. 106
プロファイル ................................................46, 62
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ラジオ ....................................................................27

iPod ...................................................................... 29

選局した放送局を記憶させる .........................28

音楽モード ....................................................... 31

選局する............................................................27

前面パネルの操作ボタンで操作する............. 36

ラジオモードに切り替える.............................27

タッチスイッチで操作する ............................ 31

ランダム再生 ................................................41, 52

ビデオモード.................................................... 31

リピート再生 ....................................... 33, 41, 52

iPod で音楽を再生する .................................. 31
iPod モードに切り替える .............................. 30

わ
ワンタッチ発信する.............................................70

A
AM ラジオ ............................................................27
Automatic Sound Levelizer (ASL) ...........105

B
Bluetooth® オーディオ .....................................46
ポータブル機を接続する.........................47, 87
Bluetooth® オーディオを再生する..............49
Bluetooth® オーディオモードに
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Bluetooth® 携帯電話 .........................................61
Bluetooth® 設定 .................................................84
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Bluetooth® オーディオ機器を接続する ......87
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Bluetooth® の詳細設定を行う......................88

F
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M
MP3...................................................................... 58

S
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T
TUNE/ スクロールツマミ.................. 13, 24, 25

U
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USB メモリーモードに切り替える .............. 38
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