
�Page

208 タッチスクリーン取扱説明書

安全上の理由から、各種設定など複雑な操作は、車両を停止し、イグニッションをONにした状態で実施してください。

●このオーディオには盗難防止機能が付いています。他の車両では使用できません。
●利用可能なBluetoothの機能、およびその表示内容は、携帯電話の種類とその設定、および契約内容によって異なります。詳細はお

客様がお使いの携帯電話会社へお問合せください。

Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。また、iPod、iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
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コンソールのタッチスクリーンから、車の設定
やオーディオシステムの操作などが行えます。
また、オーディオシステムはBluetoothに対応し
ています。Bluetooth搭載の携帯電話を接続し、
音楽を聞いたり「ハンズフリー」通話をすること
ができます。
さらにオプションのナビゲーションユニットを接
続すると地図を表示することができます。

（ 2013.04Ver. 2.0 ）
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タッチスクリーンでできること

トリップコンピューター メインメニュー

メディアの再生 ハンズフリー通話

ナビゲーション

ラジオ オーディオ

画像ファイル 車の設定オーディオの設定

タッチスクリーンの設定

設定
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ボタン／スイッチ

タッチスクリーン

A． ミュートボタン
 中央を押すと音量のオン／オフができます。
B． 音量調整ツマミ
 ツマミを回すとボリュームが増減します。
C． MODEボタン
 表示画面を切り替えます。
D． MENUボタン
 メインメニューを表示します。
E． 戻るボタン
 ひとつ上の階層に戻ります。
F． メイン画面
 各種設定などを行います。
G．	ファンクションバー
 状況に応じて表示内容が変わり、各種機能の選択や設

定を行います。

①： SRCボタン
 音声の入力ソースを切り替えます。
②： 音量調整／ミュートダイヤル
 ダイヤルを回すと音量が増減します。押し込むと音量の

オン／オフができます。
③： 設定ダイヤル
 ダイヤルを回して設定項目を選択します。押し込むと、

設定項目を決定できます。
④：	LISTボタン
 音楽の再生リストや着信履歴などを表示します。ハン

ズフリー通話の受話および終話にも使用します。

ステアリングスイッチ
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タッチスクリーンの基本操作

タッチスクリーンの操作は、タッチパネ
ル左側に取り付けられているコントロー
ルボタンと画面への指でのタッチ操作で
行います。

スクリーンを拭く際は、市販の不織布
（メガネ拭き等）をご使用いただけます。

●項目の選択
タッチスクリーンから選択した
いものをタッチします。または、
設定ダイヤルを回して、選択し
たいものを点灯させ、押し込み

ます。

●設定項目の決定
設定項目によっては、設定操作
のあとに決定する必要がありま
す。決定は、ファンクションバー

の左端にあるConfi	rmをタッチします。

●上の階層に戻る／設定の中止
ひとつ上の階層の画面に戻るに
は、画面上部左端にある戻るボ
タンをタッチします。

設定中の項目の設定を中止する場合も戻
るボタンをタッチします。

●メインメニューの表示
MENUボタンを押すと、メイン
メニュー画面が表示されます。
各種の設定を行いたいときは、

まずメインメニュー画面を表示させます。

画面下のファンクションバーから、使用
したい項目をタッチします。

・	Media
 ラジオやMP3オーディオの再生、写

真の閲覧を行います。
・ Communication
 Bluetoothで接続された電話を使った

通話と、その設定を行います。
・ Settings
 タッチスクリーンの設定、車の設定、

オーディオの設定などを行います。
・ Navigation
 ナビゲーションの画面に切り替わります。
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●MODEボタンでの画面切り替え
MODEボタンを押すたびに、
オーディオ機能とトリップコ
ンピューター機能、ナビゲー

ション機能が切り替わります。
電話の使用中は、電話機能とトリップコ
ンピューター機能やナビゲーション機能
を切り替えます。

ナビゲーションユニット（オプション）
を接続していないときは黒い画面が表
示されます。

ナビゲーション

トリップ
コンピューター

オーディオ
（電話）

ナビゲーション

トリップ
コンピューター

オーディオ
（電話）

●入力ソースの切り替え
1. ＭＯＤＥボタンを押し

て、オーディオ機能に
切り替えます。

2．タッチスクリーンのソース変更ボタン
（矢印）をタッチします。または、ス
テアリングのSRCボタンを押します。

3．入力ソースをタッチします。ステアリ
ングから操作する場合は、SRCボタ
ンを押して入力ソースを選択し、設
定ダイヤルを押し込んで決定します。

●アルファベットや数字の入力

文字や数字の入力が必要な場合は、上
のようなキーパッドが表示されます。入
力できる文字は言語ごとに異なります
が、日本語の入力には対応していません。
入力欄の右にある矢印をタッチすると入
力した数字を消去することができます。
入力が完了したら、左下のConfirmを
タッチします。
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トリップコンピューター

タッチスクリーンからもトリップコン
ピューターを操作できます。
タッチスクリーンのMODEボタンを押し
て、トリップコンピューター機能に切り
替えると、現在の情報が表示されます。

タブ

走行可能距離
○

瞬間燃料消費量
○

平均速度
○ ○

平均燃料消費量
○ ○

走行距離
○ ○

ルートの選択
タッチスクリーンのタブをタッチすると、
ルート情報を切り替えることができます。
ワイパーレバー先端のスイッチを押すこ
とでも、ルート情報を切り替えることが
できます。

リセット

コンピューターをリセットするときは、
リセットボタンをタッチします。リセット
はルートごとに行うことができます。
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各種の設定

各種設定を行うには、以下の手順で設
定画面を表示させます。

1． MENUボタン を 押して、 メインメ
ニューを表示させる。

2． ファンクションバーからSettingsを
タッチする。

3． System、Vehicle、Audioから設定
したい項目を選択する。

サブメニューの項目

項目 説明

System

タッチスクリーンに関する設定を行います。
・ Screen：画面の明るさなどの設定です。
・ Colour：画面の背景の設定です。
・ Languages：表示言語の設定です。
・ Date Time：日付や時刻の設定です。
・ Other：その他のタッチスクリーンの設定です。

Vehicle

車の機能に関する設定を行います。
・ Driving：運転中の機能に関する設定です。
・ Access：ドアロックに関する設定です。
・ Lighting：照明に関する設定です。
・ Speeds：クルーズコントロール／スピードリミッターの設定速度に

関する設定です。

Audio

音質や音量バランスに関する設定を行います。
・ Ambience：音質に関する設定です。
・ Balance：前後左右の音量バランスの設定です。
・ Effects：その他のサウンド設定です。
・ Ringtones：着信音に関する設定です。
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設定項目一覧（System）

ファンクションバー項目 説明

Screen

Turn	off	screen	（→Page	13）
ボタンをタッチすると画面が消灯します。MODEボタン、MENUボタンを押したり、タッチスクリーンをタッ
チすると点灯します。

Adjust	brightness
画面の明るさが設定でき、スライドバーを左側に動かすと暗く、右側に動かすと明るくなります。ただし、メー
ターパネルの照度調整の範囲に限られます。

Animations*
この機能をオンにすると、画面の切り替え時にフェードイン・フェードアウトします。

Colours
画面の背景を設定します。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Languages

言語を選びます。日本語の選択はできません。
Confirmをタッチして確定するとシステムが再起動して変更が有効になります。
Francais：フランス語
English：英語
Italiano：イタリア語
Español：スペイン語
Deutsch：ドイツ語
Holland：オランダ語
Português：ポルトガル語
Polski：ポーランド語
Turkish：トルコ語

*仕様により異なります。
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ファンクションバー項目 説明

Date	Time		
（→Page	13）

Adjust	time
時刻の設定ができます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Time	format
12時間表示と24時間表示の選択ができます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Adjust	date
日付の設定ができます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Other

Units

Distance	and	consumption
燃費表示を設定できます。100Kmあたりの消費量（ 1/100 - km ）、1ガロンあたりのマイル数（ mpg - 
miles ）、1リッターあたりのKm数（ km/l - km ）から選択できます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Temperature
温度の単位を摂氏と華氏から選択できます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Delete	
data

タッチスクリーンに記憶させた電話帳のデータを消去することができます。
Deleteをタッチすると表示される確認画面でYesをタッチすると消去されます。

Factory	
setting

設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。
確認画面でYesをタッチすると工場出荷時の状態に戻ります。
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設定項目一覧（Vehicle）

ファンクションバー項目 説明

Driving
Automatic	rear	wiper	in	reverse	（→Page	13）
ボックスにチェックすると、リバース時にリアワイパーが作動します。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Access
Plip	action*
ロックを解除するドアの設定ができます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Lighting

Welcome	lighting
ボックスにチェックすると、リモコンによって解錠したときに一定時間ライトが点灯します。
右側のスライドバーを動かすと点灯時間を15秒、30秒、60秒から選択できます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Guide-me-home	lighting	（→Page	14）
ボックスにチェックすると、フォローミーホームがオンになります。
右側のスライドバーを動かすと点灯時間を15秒、30秒、60秒から選択できます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Mood	lighting
ボックスにチェックすると、アンビエントライトがオンになります。
右側のスライドバーを動かすとアンビエントライトの明るさを調節できます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

Speeds	（→Page	14）
クルーズコントロール／スピードリミッターの設定速度の登録／解除／変更が行えます。
Confirmをタッチして確定すると変更が有効になります。

*仕様により異なります。
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設定項目一覧（Audio）

ファンクションバー項目 説明

Ambience

音楽に合わせて音質を調整できます。Personalisedを選択した場合は、任意の音質に設定できます。
・ Personalised
・ Jazz
・ Classical
・ Pop Rock
・ Techno
・ Vocal

Bass
低音域の音量を調整します。

Treble
高音域の音量を調整します。

Loudness
ラウドネス補正の有無を設定します。

Balance

リスニングポジションに合わせた前後左右の音量バランスを調整します。All passengerを選択した場合
は、任意の音量バランスに設定できます。
・ Driver
・ All passengers
・ Front only
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ファンクションバー項目 説明

Effects

Touchscreen	sound
タッチスクリーンをタッチしたときの操作音の音量を調整します。

Volume	linked	to	vehicle	speed
自動音量補正機能（車速感応式）の有無を設定します。

Ringtones

Telephone	ringtone
着信音の種類を選択します。
・ Alien
・ Blue_lemon
・ Blue_tangerine
・ Green_apple
・ Green_lemon

Ringtone	volume
着信音量を設定します。スライドバーを左側に動かすと小さく、右側に動かすと大きくなります。
音量調整ツマミとは別に音量を調整することができます。
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設定方法の例
●タッチスクリーンの消灯

1． System設定画面を表示させます。
2． Screenをタッチします。
3． Turn	off	screenを タ ッ チ す る と

タッチスクリーンが消えます。
 再びタッチスクリーンを押すと点灯し

ます。

●タッチスクリーンの時刻合わせ

1． System設定画面を表示させます。
2． Date	Timeをタッチします。
3． 表示されている日付や時刻をタッチ

して、キーパッドで設定します。
4． 設定が終わったらConfirmをタッチ

します。

すでに数値が入力されている場合は、
入力されている数字を消去してから日
付や時刻を入力します。

●	リアワイパーシフトレバー連動機能の
設定

1． Vehicle設定画面を表示させます。
2． Drivingをタッチします。
3． Automatic rear wiper in reverse

の横のチェックボックスをタッチし
て、チェックを入れると、リアワイパー
シフトレバー連動機能がオンになり
ます。同様にチェックを外すと機能は
オフになります。

4． Confirmをタッチします。
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●フォローミーホームの設定

1． Vehicle設定画面を表示させます。
2． Lightingをタッチします。
3． Guide-me-home lighting の横の

チェックボックスをタッチして、チェッ
クを入れると、フォローミーホーム機
能がオンになります。同様にチェック
を外すと機能はオフになります。

4． 右側のスライドバーを動かすと点灯
時間を15秒、30秒、60秒から選択
できます。

5. Confirmをタッチします。

●	クルーズコントロール／スピードリミッ
ターの速度登録

1． Vehicle設定画面を表示させます。
2． Speedsをタッチします。
3． 変更したい項目をタッチして選択し

ます。
4． Modifyをタッチします。
5. キーパッドが表示されるので、数値を

入力して、Confirmをタッチします。

6. Confirmをタッチします。

A： Activate
 選択中の登録スピードを有効／無効に

します。
 登録スピードを選択していないとき

は、すべてを有効／無効にします。
B：	Select all
 すべての登録スピードを選択します。
C：	Deselect all
 すべての登録スピードを非選択にし

ます。
D：	Default
 すべての登録スピードを工場出荷時

の設定に戻します。
E：	Modify
 設定スピードを変更します。
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メディアの再生

USBやAUX、Bluetoothで 接 続した 各
種機器の音楽／画像ファイルを再生する
には、以下の手順でMedia画面を表示
させます。

1． MENUボタン を 押して、 メインメ
ニューを表示します。

2． ファンクションバーからMediaをタッ
チします。

3．	Radio、Music、Photoから再生した
い項目を選択します。

・ Radio： FM/AMラジオを聴きます。
・ Music：  USB／Bluetooth／AUXで

接続された機器を再生します。
・ Photo：  USB機器に記録された画像

ファイルを表示します。

ラジオ

●受信バンドの選択
タッチスクリーンのAをタッチすると、入
力ソース選択画面が表示されるので、AM
またはＦＭから選択します。

●手動サーチ
タッチスクリーンのスライドバーBを左右
に動かすと受信周波数が変わります。

●自動サーチ
タッチスクリーンのボタンCをタッチする
と、自動サーチが開始され、受信可能な
放送局が見つかったところで止まります。
ボタンCをタッチし続けた場合は、その
間の放送局をスキップし、ボタンCを放
したところから自動サーチを再開します。
ステアリングの設定ダイヤルを上下に回
しても自動サーチができます。

自動サーチで合わせたい放送局に止ま
らない場合は、電波状況が弱いなど
が考えられます。手動サーチで放送局
を設定してください。
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●プリセットへの登録
自動サーチまたは手動サーチでサーチし
た放送局を各プリセットに登録します。

1． タッチスクリーンのDをタッチします。
2． Saveをタッチします。
3． 登録したいプリセット番号を長押し

します。

登録中は放送が一時的に途切れます
が、すぐに元に戻ります。

●登録した放送局の呼び出し
1． タッチスクリーンのDをタッチします。
2． 呼び出したいプリセット番号をタッチ

します。

●受信可能放送局リスト
タッチスクリーンのEまたは、ステアリン
グのLISTボタンを押すと受信できる放
送局のリストが表示されます。
リスト中の放送局を選択するには、タッ
チスクリーンの放送局リストをタッチす
るか、ステアリングの設定ダイヤルで放
送局を選択して、押し込みます。

●RDSについて
RDS（ラジオデータシステム）は、欧州
で実施されているFM電波帯のサービス
ですが、日本ではRDS放送が行われて
いないため、ご利用いただくことはでき
ません。

USB／Bluetooth

●USBポートへの接続

USBポートにオーディオ機器や音楽ファ
イルが記録されたUSBメモリーを接続
すると自動的に再生が始まります。すで
に接続されているときは、タッチスクリー
ンのソース変更ボタンをタッチするか、
ステアリングのSRCボタンを押して入力
をUSBに切り替えます。

●Bluetooth接続
Bluetoothでの接続を行うには、機器の
ペアリング／接続をします。
手順は、「電話機との接続（ペアリング）」
の項を参照してください。（→Page 20）
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●接続するオーディオ機器の仕様によ
り認識できないことがあります。
●認識可能なファイルフォーマットは
WMA（9のみ）、AAC、FLAC、OGG、
MP3です。
●USBポートに、オーディオ機器以外
のUSB装置やハードディスクなどを
接続しないでください。オーディオ
が故障するおそれがあります。
●ストリーミング再生は電話機の機能
に依存します。
●音質は、電話機からの送信品質に
よって決まります。
●オーディオファイルの再生・停止な
どは、電話機で操作しなければなら
ない場合があります。
●接続に必要なケーブルは付属してい
ません。

●再生と停止

A．	 曲名をタッチすると、アルバム内の
曲リストを表示します。

B．		アルバムをタッチすると、メディア内
のアルバムリストを表示します。

C．		前の曲に戻ります。長くタッチすると
巻き戻しできます。

D．		次の曲に進みます。長くタッチする
と早送りできます。

再生と停止は、ミュートボタンやステアリ
ングの音量調整／ミュートダイヤルを押
します。
オーディオ機器がBluetoothで接続され
ている場合、曲リストやアルバムリスト
は表示できません。

●再生リストの表示

タッチスクリーンのAをタッチして、以下の
中からリストのソート条件を選択します。

・ Folder：階層にかかわらずすべてのフォ
ルダをアルファベット順に表示します。

・ Playlist：M3U、WPLのプレイリストに
従って表示します。

・ Genre/Artist：ID3タグのアーティスト
名やジャンルに従って選択します。

iPodを接続しているときは、Folderが
Podcastに変わります。

●再生オプション
タッチスクリーンのBをタッチすると、以
下の再生オプションを設定できます。

・ ランダム再生（すべての曲）
・ ランダム再生（再生中アルバム）
・ リピート再生
・ 入力音量調整（ AUX ）
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AUX（仕様により異なります）
タッチスクリーンのソース変更ボタンを
タッチするか、ステアリングのSRCボタ
ンを押して入力をAUXに切り替え、市
販のケーブルを使用してオーディオ機器
の外部音声出力端子をAUXソケットに
接続します。操作は接続するポータブル
オーディオなどの機器側で行います。
ボリューム調節は、まず接続する側の機
器で主調節をします。その後、車両の音
量調整ツマミやステアリングの音量ダイ
ヤルで調節することができます。

オプションのナビゲーションを装着す
るか、日本語表示対応のバージョン
アップをすると、AUXソケットは使用
できなくなります。

1つのオーディオ機器をUSBポートと
AUXソケットへ同時に接続しないでく
ださい。

第4世代までのiPodは外部音声入力
端子を使用してください。

●AUXのレベル調整

AUXに接続した機器の音量レベルを2段
階で調整することができます。オプショ
ンのナビゲーションのTV音声を調整する
ときはこの方法をご使用ください。

1. MENUボタン を 押して、 メインメ
ニューを表示します。

2. ファンクションバーからMediaをタッ
チします。

3. Musicを選択します。
4. 右側のスライドバーを動かすと音量を

OFF、Low、Highから選択できます。
  ・ OFF：音声がでません。
  ・ Low：中間の音量で再生します。
  ・ High：最大の音量で再生します。
5. Confi	rmをタッチします。

画像ファイルの表示

USBメディアに記録されているファイル
がリスト表示されます。見たいファイル
を選択して、ファンクションバーから表
示方法などを選択します。

・ Full Screen：画像ファイルを画面全体
に表示します。

・ Rotate image：画像ファイルを90度
回転して表示します。

・ Select all：すべての画像ファイルを選
択します。

・ Slideshow：選択したファイルを連続し
て表示します。

●表示できるファイルは、jpeg、bmp、
gif、tiff･です。

●動画の再生はできません。
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ハンズフリー通話

基本操作
タッチスクリーン ステアリングスイッチ

A． Communicationメニュー
 電話機能の画面に切り替えます。
B．	Contactsメニュー
 電話帳を表示します。電話帳から発信を行うこともできます。
C．	Call logメニュー
 通話履歴を表示します。通話履歴から発信を行うこともでき

ます。
D．	Bluetoothメニュー
 Bluetoothの接続管理およびデバイスの検索を行います。

①： LISTボタン
 着信があった場合に、短く押すと着信を受け付けます。長押

しすると着信を拒否できます。
通話中に短く押すと、メニュー（通話の終了、シークレットモー
ド、ハンズフリー切り替え）を表示します。
通話中でないときに長押しすると、メニュー（ ダイヤル、電
話帳、通話履歴、留守番電話）を表示します。

②： 音量ダイヤル
 通話音量を調整できます。
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通話をする

電話機との接続（ペアリング）

1. 電話機のBluetooth機
能をオンにして、外部
から検索可能な状態に
設定します（電話機の
説明書を参照）。

2. MENUボタンを押して
メインメニューを表示
します。

3. タ ッ チ ス ク リ ーン の
Comunicationをタッチ
します。

4. Bluetoothをタッチし
ます。

5. SearchとYesをタッチ
します。

6. リストから接続したい電
話機を選択します。

電話機名の代わりに電話機の機種名
が表示される場合があります。

7. プロファイルを選択して、OKをタッ
チします。電 話 機を接 続する場合
は「 Telephone	 (hands	 free)」
を、音楽プレーヤーを接続する場合
は 「Audio	streaming」 を、 両
方の機能を持つ機器の場合は「All	
profiles」を選択します。

8. 電 話 機 の 画 面 に メッ
セージが表示されます。
4桁以上のコードを入
力します。

9. 手順8で設定したコー
ドと同じコードを入力
して、Confirmをタッチ
します。コード入力の
操作回数に制限はあり
ません。

ペアリングに失敗した場合は、一度
イグニッションをOFFにして電話機
の電源もOFFにするなどして、再度
接続を試みてください。

安全上の理由から、Bluetoothハンズ
フリーシステムのペアリングは、車両
を停止し、イグニッションをONにした
状態で実施してください。

●一度に接続できる電話機は1台だけ
です。

●利用できる機能はネットワーク、
SIMカード、および使用する電話機
の仕様（互換性）により異なります。

●ペアリング完了後、自動または手
動で電話帳の同期が可能になります
（互換性のある電話機の場合）。
●エンジンを始動するたびに自動再接
続を可能にするには、電話機側での
設定が必要な場合があります。

●ペアリングは、電話機からBluetooth
デバイスを検索して開始することもで
きます。
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電話をかける

●発信

1. MENUボタンを押して
メインメニューを表示
します。

2. Callをタッチして電話
に切り替えます。

3. タッチスクリーンから
電話番号を入力します。

4. Callを タッ チ す る と、
発信を開始します。

電話機から直接発信することも可能で
す。その場合、安全のため車を駐車し
てから発信してください。

●通話履歴からの発信
1. MENUボタンを押して

メインメニューを表示
します。

2. タ ッ チ ス ク リ ーン の
Comunicationをタッチ
します。

3. Call	 logをタッチしま
す。

4. 通話履歴リストをタッ
チして通話先を選択し
ます。

5. Callを タッ チ す る と、
発信を開始します。

●通話履歴には、接続した電話機によ
り車両経由で行った発信と受信が含
まれています。

●電話機により、通話履歴からの発信
ができない場合があります。

●電話帳からの発信
1. MENUボタンを押して

メインメニューを表示
します。

2. Callをタッチして電話
に切り替えます。

3. Contactsを タッチし
ます。

4. 電話帳リストをタッチ
して通話先を選択しま
す。

5. Callを タッ チ す る と、
発信を開始します。

●ステアリングのLISTボタンを長押
しすることでも、電話帳を呼び出す
ことができます。

●接続した電話機の電話帳によって
は、先に分類を選択する必要があり
ます。
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●電話を切る
1. タッチスクリーンから

電話を選択します。

または、MODEボタン
を押して、電話画面に
切り替えます。

2. End	Callをタッチしま
す。

ステアリングのLISTボタンを長押し
することでも、電話を切ることができ
ます。

着信音の設定
1. MENUボタンを押して

メインメニューを表示
します。

2. タ ッ チ ス ク リ ーン の
Settingsをタッチしま
す。

3. Audioをタッチします。

4. Ringtonesをタッチし
ます。

5. 音の種類と音量を選択します。
6. Confirmをタッチしま

す。

電話を受ける
1. 受信通話があると、着信音が鳴り、

タッチスクリーンに表示されます。
2. タッチスクリーンのYes

をタッチするか、ステ
アリングのLISTボタン
を短く押して、通話を
受けます。
着 信を拒 否するには、
タッチスクリーンのNo
をタッチするか、ステ
アリングのLISTボタン
を長押しします。
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電話帳の表示／編集
タッチスクリーンに記憶させた電話帳を
編集できます。電話機の電話帳は直接
編集できません。

1. MENUボタンを押して
メインメニューを表示
します。

2. タ ッ チ ス ク リ ーン の
Comunicationをタッチ
します。

3. Contactsを タッチす
ると、電話帳が表示さ
れます。

4. 電話帳を編集するには、Filesをタッ
チします。

New：
通話先の新規登録

Modify：
登録内容の修正

Delete：タッチスクリー
ンの連絡先を一件削除

Delete all：タッチスク
リーンの連絡先を全件
削除
Memory info．：登録済
み件数、登録可能件数
の表示

日本語の入力はできません。

接続情報の表示
1. MENUボタンを押して

メインメニューを表示
します。

2. タ ッ チ ス ク リ ーン の
Comunicationを タッ
チします。

3. Bluetoothをタッチし
ます。

4. 電話機名やネットワー
ク名ネットワーク信号
強度、プロファイルな
どの情報がタッチスク
リーンに表示されます。
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接続設定の変更
Bluetoothによる電話機との接続には、
ハンズフリー接続およびオーディオ接続
が含まれます。通常はどちらの機能も自
動的に接続されます。

電話機によっては、どちらかひとつの
接続しかできない場合があります。

1. MENUボタンを押して
メインメニューを表示
します。

2. タ ッ チ ス ク リ ーン の
Comunicationを タッ
チします。

3. Bluetoothをタッチし
ます。

4. ペアリングされた電話
機のリストが表示され
ます。リストから接続
されている機器を選択
します。

5. 下のバーから変更したい項目をタッ
チします。

 Bluetooth接続を
接続／切断する。

ペアリングを削除する。

6. Settingsをタッチする
と、以下の項目を設定
できます。

・ 電話帳の更新情報
 − SIMカードから
 − 電話機の電話帳から
 − 両方から
・ Bluetoothの公開
・ 自動応答

オーディオシステムのBluetoothハン
ズフリーシステムにより通話をしてい
る時にエコノミーモードに入った場合、
その通話は約10分間保持されます。
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ナビゲーション
ナビゲーション（地図／設定）の操作については、別冊の取扱説明書をお読みください。

FAQ（良くある質問）
質問 回答 対応方法

イグニッションをオンにしても黒い画
面しか表示されません。

オプションのナビゲーションを装着していな
い場合、ナビゲーションモードでは黒い画面
が表示されます。

MODEボタンを押して、別のモードに切り替えて
ください。

ラジオの受信感度が徐々に悪くなり、記
憶させた放送局が表示されず、すべて同
じ周波数が表示されてしまいます。

周囲に放送局がなく、電波を受信することが
できません。

その場所から移動してください。

周囲に電波を遮るものがあり、電波を受信す
ることができません。

アンテナが故障しています。 プジョーディーラーにお問い合わせください。

プリセット設定を選択すると、低音・
高音の個別設定がグレーになって操作
できなくなります。

プリセット設定と低音・高音の個別設定は同
時に行えません。

どちらか片方で音質の調整を行なってください。

プリセット設定を選択すると、前後左
右の音量バランスがグレーになって操
作できなくなります。

プリセット設定と前後左右の音量バランス調
整は同時に行えません。

どちらか片方で音量バランスの調整を行なってくだ
さい。
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質問 回答 対応方法

USBメモリを接続してから、長い時間
反応がありません。

USBメモリを最初に接続すると、メディアに
含まれる曲名やアーティスト名を読み込むた
めに少し時間がかかります。

USBメモリの音楽の再生に時間がか
かっています。

音楽ファイル以外のファイルの読み込みに
は、時間がかかることがあります。

該当のファイルを削除してください。また、ディレ
クトリの階層を浅くしてください。

自動再生が始まりません。 一部の機器は自動再生に対応していません。 機器の側で再生を行なってください。

ラジオやUSBなどの入力ソースによっ
て音質が異なります。

ボリュームや低音・高音、ラウドネスなどの
音質設定は、入力ソースごとに保存されてい
ます。

入力ソースごとに最適な設定を行ってください。

エンジンを切っても、しばらくのあい
だオーディオが動作しています。

エンジンを切ってもしばらく動作しますが、
最大30分で自動的に電源が切れます。

引き続きオーディオを使用したい場合は、エンジン
を掛けてください。

ボリュームを上げても音が大きくなり
ません。

「 the audio system is overheating 」が
表示されるときは、本体が過熱しています。

音楽再生をやめる、暖房を弱くする、換気をするな
どして本体の温度を下げてください。

オプションのナビゲーションを装着し
たら、AUXソケットから音が出なくな
りました。

ナビゲーションシステムが音声を出力するた
めに、常時AUX入力を使用しています。

USBポートを使用できる機器を使用してください。

プログラムのバージョンアップをした
ら、AUXソケットから音が出なくなり
ました。

日本語表示に対応するバージョンアップに
よって、AUX機能が廃止されました。

USBポートを使用できる機器を使用してください。

音量調整つまみを回しても、オプショ
ンのナビゲーションのTV音声が大き
くなりません。

ナビゲーションのTV音声は、音量調整つま
みに関係なく固定されています。

ナビゲーションのTV音声はAUXの音量調整で二段
階に変えることができます。
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質問 回答 対応方法

Bluetoothで電話機を接続できませ
ん。

電話機のBluetooth機能がオフになってい
るか探索可能な状態になっていません。

Bluetooth機能をONにしてください。または、探
索可能な状態にしてください。

Bluetoothで接続した電話機の音量
が小さくて聞き取れません。

受話音量はオーディオ本体と電話機の両方
で調節できます。

電話機の音量を上げる、または、オーディオの音量
を上げてください。

電話帳に同じ宛先が複数載っていま
す。

SIMカードと電話機本体の両方に同じ宛先
が載っています。

SIMカードまたは電話機本体の電話帳のみを表示
させてください。

電話帳の並び順がアルファベット順に
なっていません。

電話機での並び順設定が優先されています。 電話機側で並び順を変更してください。

SMS（ショートメールなど）が受信で
きません。

SMS（ショートメールなど）の送受信には対
応していません。

曲名や曲の時間が表示されません。 携帯電話の種類によっては、表示されないこ
とがあります。

iPhoneをBluetoothと、USBの 両 方
で接続しましたが、音楽を再生するこ
とができません。

iPhoneをBluetoothで接続すると、USB接
続よりBluetooth接続のほうが優先されま
す。

一度USBポートからコードを抜き、再度USB接続
を行なってください。
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