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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。

208 ／ 2008
2017 年 12 月版



タッチスクリーン取扱説明書

2Page

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。

 ●接続するオーディオ機器によっては
動作が異なる場合があります。
 ●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い
合せください。
 ●Bluetooth® は Bluetooth SIG, 
Inc. の商標です。
 ●Apple は、米国および他の国々で
登録された Apple Inc. の商標です。
 ●iPhone は Apple Inc. の商標です。
 ●iPhone の商標は、アイホン株式会
社のライセンスに基づき使用されて
います。
 ●MirrorLink ™は Car Connectivity 
Consortium LLC. の商標です。
 ●タッチスクリーンのシステムのバー
ジョンアップやオプションのナビ
ゲーションの接続によって、操作や
表示、アイコンのデザイン、色など
が変更されることがあります。

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。タッチスクリーンを操作する
際は、一本の指でやや強めにタッチおよ
びフリック（タッチした状態での指の移
動）を行ってください。

スクリーンを拭く際は、市販の不織布
（メガネ拭きなど）をご使用いただけ
ます。
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●ページの移動

前のページに戻ります。

タッチスクリーンのグレーアウトされた
エリアにタッチすると前のページに戻
ります。

●設定の変更
設定項目の変更後、変更画面に
ある OK にタッチして設定を有
効にします。

●詳細設定
さらに詳細な設定項目がある場
合には、このアイコンにタッチ
します。

●音量の操作
音量の操作はタッチパネル左側
に取り付けられている音量調整
ツマミで行います。

音量調整ツマミを押すと、音量のオン／
オフが行えます。音量がオフの間は、
USB などの再生メディアは停止してい
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。

オーディオやラジオの再生・設
定画面を表示します。

ナビゲーションを表 示します。
（装着車のみ）

ハンズフリー通話の通話・設定
画面を表示します。

タッチスクリーンの設定画面を
表示します。

画像ファイルを表示します。

車の機能の設定画面を表示しま
す。

 ●タッチスクリーンに指 3 本でタッチ
すると、メインメニューが表示され
ます。
 ●ナビゲーションに関しては、ナビゲー
ションの取扱説明書を参照してくだ
さい。
 ●タッチスクリーンの設定は、各設定
画面上部の  にタッチしても行うこ
とができます。
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●入力ソースの切り替え
1.  SRC ボタンを押しま

す。

2. 入力ソースにタッチします。

入力ソースの切り替えは、ステアリン
グの SRC ボタンを押しても行えます。

SRC

●ステアリングスイッチ

①：SRC ボタン 
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（再生／停止）が
できます。

③：設定ダイヤル 
登録したラジオ放送局やメディアのトラック選択に使用します。または、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ラジオの放送局リストなどを表示します。発着信履歴や連絡先な
どの表示、ハンズフリー通話の受話および終話などにも使用します。

*仕様により異なります。
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タッチスクリーンの設定
タッチスクリーンの設定を行うには、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ます。

2.  にタッチします。

●メインメニューから設定する項目一覧

アイコン 設定項目

単位 温度の単位や燃費表示の単位を設定します。

初期設定 タッチスクリーンの初期化を行います。

システム情報 タッチスクリーンのシステム情報を参照します。

明るさ タッチスクリーンの画面の明るさを調整します。

アニメーション 画面のアクションなどを設定します。

画面の色を変更します。*

言語を設定します。

日時を設定します。

タッチスクリーンの設定は、メインメニューから表示させる各設
定画面上部にある  にタッチしても行うことができます。
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●各設定画面上部にある  にタッチして設定する項目一覧

アイコン 設定項目

タッチスクリーンの画面が消灯します。

タッチスクリーンの画面の明るさを調整します。

タッチスクリーンのプロファイルを設定します。

単位 温度の単位や燃費表示の単位を設定します。

初期設定 タッチスクリーンの初期化を行います。

システム情報 タッチスクリーンのシステム情報を参照します。

明るさ タッチスクリーンの画面の明るさを調整します。

アニメーション 画面のアクションなどを設定します。

画面の色を変更します。*

言語を設定します。

日時を設定します。

日本仕様車では使用できません。

*仕様により異なります。
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車の設定
車の機能の設定を行うには、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ます。

2. にタッチします。

アイコン 設定項目 追加設定項目

ドライビング機能

パーキングアシスタンス * アイコンにタッチすると、バックソナーがオン／オフします。 -
タイヤ空気圧警告　初期化 間接式タイヤ空気圧警告の初期化を行います。 -
トラクションコントロール * アイコンにタッチすると、ASR システムがオン／オフします。 -
スピードリミッター速度設定 

（メモリー速度の設定）
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。

-

ダイアグノシス 不具合の発生状況を呼び出します。 -

車両設定

ライト

フォローミーホーム
ライト *

アイコンにタッチすると、フォローミーホームがオン／ 
オフします。

点灯時間を設定する
ことができます。

ウエルカムランプ *
アイコンにタッチして、オン／オフします。 
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。

点灯時間を設定する
ことができます。

ディレクショナル
ヘッドランプ *

日本仕様車では機能しません。 -

コンフォート

リバース時に（連動
式）リヤワイパー

アイコンにタッチして、オン／オフします。 
リバース時にリアワイパーが作動します。（フロントワイ
パー作動時）

-

アンビエンスライト
（ムードライト）*

アイコンにタッチすると、アンビエントライトがオン／オフ
します。

明るさを調整するこ
とができます。

セキュリティー
（セーフティー）

アクティブシティー
ブレーキ *

アイコンにタッチすると、アクティブシティブレーキがオン／
オフします。

-
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設定方法の例

●日付と時刻の設定

時刻の設定
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. にタッチします。

4. 時刻（時間）にタッチします。

5. 時間にタッチしてタッチスクリーンで
数値を入力します。

6. OKにタッチします。

 ●日付と時刻は、時刻設定画面の GPS 同期を OFF にしてから設定してください。
 ●時刻設定画面の GPS 同期を ON にしたときは、標準時設定をソウル、東京、イルクー
ツクに設定してください。

日付の設定
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. にタッチします。

4. 日付にタッチします。

5. 日付にタッチし、画面をスクロール
して日付を設定します。

●タッチスクリーンの照度調整
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. にタッチします。

4. 明るさにタッチします。

5. < または >にタッチするか、カーソ
ルを動かして照度を調整します。

*仕様により異なります。
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●間接式タイヤ空気圧警告の初期化
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. ドライビング機能にタッチします。

4. タイヤ空気圧警告　初期化にタッチ
します。

5. Yesにタッチします。

事前にタイヤの空気圧の調整を行って
ください。

●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. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. ドライビング機能にタッチします。

4. スピードリミッター速度設定（メモ
リー速度の設定）にタッチします。

5. 画面右側の速度にタッチしてタッチ
スクリーンで数値を入力します。

6. OKにタッチします。

 ●作動（起動）を OFF に設定すると
登録された速度の呼び出しができな
くなります。
 ●各スピード設定のチェックボックス
にタッチして、チェックをはずすと
その速度の呼び出しができなくなり
ます。

●フォローミーホームの設定 *
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. 車両設定にタッチします。

4. ライトにタッチします。

5. フォローミーホームライトにタッチし
てONにします。

6. にタッチします。

7. < または >にタッチするか、カーソ
ルを動かして点灯時間を設定します。
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ラジオ

 ●ラジオモードへの切り替え
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. ソースにタッチします。

4. ラジオを選択します。

入力ソースの切り替えは、ステアリン
グのSRCボタンを押しても行えます。

 ●FM ／ AMの切り替え
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. オプションにタッチします。

4. にタッチしてAMまたはFM
ラジオを選択します。

 ●手動サーチ

タッチスクリーンのカーソルを左右に動
かすと受信周波数が変わります。
またはカーソルの上の現在受信している
放送局周波数にタッチし、タッチスクリー
ンから周波数を入力してOKにタッチし
ます。
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 ●自動サーチ

タッチスクリーンのカーソルの端にある
<<または>>にタッチすると、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。

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。

 ●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プリセットにタッ
チします。

2. に長くタッチします。

 ● にタッチしてもプリセットへの登
録ができます。プリセット済みの放
送局はアイコンが黒色で表示されま
す。
 ● に長くタッチし、Yesにタッチす
るとプリセットへの登録を解除でき
ます。

 ●登録した放送局の呼び出し
1. タッチスクリーンのプリセットにタッ

チします。
2. 呼び出したいプリセット番号にタッ

チします。

ステアリングの設定ダイヤルを上下に
回しても登録した放送局の呼び出しが
できます。

 ●受信可能放送局リスト
タッチスクリーンのリストにタッチする
か、ステアリングの LIST ボタンを短く
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にタッチす
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。
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USB ／ Bluetooth®

 ●USBポートへの接続

まず、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メモリを
接続します。

 ●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。

 ●USB ／ Bluetooth®モードへの
切り替え

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. ソースにタッチします。

4. 入力ソースにタッチして選択します。

入力ソースの切り替えは、タッチスク
リーンまたはステアリングのSRCボタ
ンを押しても行えます。

 ●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。 
接続するオーディオ機器の仕様によ
り再生できないことがあります。
 ●再生可能なMP3のサンプリング周
波数は32kHz以上です。
 ●ファイル名などの表示できる文字数
や種類には制限があります。
 ●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。
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 ●再生と停止
メディアを接続すると自動的に再生が始
まります。
再生と停止は、タッチスクリーンのプレー
ヤーにタッチし、画面右上の再生／停止
のアイコンにタッチして行います。音量
調整ツマミを押すか、ステアリングの音
量調整／ミュートダイヤルを押し込んで
も再生と停止ができます。

 ●選曲
ステアリングの設定ダイヤルを回すか、
タッチスクリーンのプレーヤーにタッチ
し、<< または >> にタッチすると前後
の曲に変わります。
タッチスクリーンの <<または>>に長く
タッチすると巻き戻し／早送りができま
す。

 ●再生リストの表示
再生リストは以下の手順で表示させます。

1. ステアリングのLISTボタンを短く押
します。

2. ステアリングの設定ダイヤルを回し
てフォルダまたは曲を選択します。

3. ステアリングの設定ダイヤルを押し
込んで決定します。

 ●再生リストはタッチスクリーンのト
ラック リストやライブラリにタッチ
しても表示させることができます。
 ●接続するオーディオ機器の仕様によ
り、ステアリングの LIST ボタンで
再生リストを表示できない場合があ
ります。

 ●再生オプション
以下の再生オプションを設定できます。
・ ランダム再生
・ リピート再生

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. オプションにタッチして再生オプショ
ンを表示させます。
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 ●オーディオの設定
再生時の音質などのオーディオの設定を
行うことができます。

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. オプションにタッチします。

4. にタッチしてオーディオの
設定画面を表示させます。

 ●オーディオの設定項目一覧

項目名 説明
トーン プリセットから音質を選択できます。ユーザー設定を選択した場合

は、任意の音質に設定できます。
バランス 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。
サウンド 操作音の音量や、車速感応式自動音量補正機能を設定します。
呼出音（着信音） 着信音量を設定します。

 ●同じ画面に表示される音声の設定は日本国内では使用できません。
 ●接続する機器の仕様により呼出音（着信音）の設定ができないことがあります。

 ●ナビ／ TVのレベル調整*
ナビやテレビの音量は、音量調整ツマミ
で調整します。

画像ファイルの表示

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. にタッチします。

4. 表示したい画像が格納されている
フォルダにタッチします。

5. 画像にタッチして表示させます。

 ●表示できるファイルは、jpeg、
bmp、gif、tiffです。 
接続する機器の仕様により表示でき
ないことがあります。
 ●動画の再生はできません。
 ●同じ画面に表示されるSMSのアイコ
ンは日本国内では使用できません。

*仕様により異なります。
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ハンズフリー通話

 ●ハンズフリーの通話・設定画面
への移動

1. MENUボタンを押します。

2.  にタッチします。

 ●ステアリングスイッチ

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。長く押すと着信を拒否できま
す。
通話中に短く押すと、メニュー（終話、保留、リダイヤル、マイクOFF）を表示します。
通話中でないときに長く押すと、メニュー（連絡先、発着信履歴）を表示します。

②： 音量調整／ミュートダイヤル
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ボタンを押します。

3. にタッチします。

4. TELにタッチします。

5. にタッチします。

6. にタッチして Bluetooth®

機器の検索を行います。

7. リストから接続したい電話機を選択
します。

8. タッチスクリーンと電話機に表示さ
れたペアリングコードを確認し、タッ
チスクリーンのYes にタッチしま
す。電話機側でも同様に操作します。 
ペアリングに失敗した場合は、イグ
ニッションをOFFにしたり、電話機
の電源をOFFにするなどして、再度
接続を試みてください。

 ●初回接続時は、MENUボタンを押
し、  にタッチした後、  にタッチ
してBluetooth® 機器の検索を開始
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。
 ●画面に表示されるMirrorLink™は
日本国内では使用できません。

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。

 ●電話機として一度に接続できる機器
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。
 ●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

安全のため、車両を停止してから発信
してください。

発信
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. キーパッドにタッチして、タッチスク
リーンから電話番号を入力します。

4. 発信にタッチして発信を開始します。

発着信履歴からの発信
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. 発着信履歴にタッチします。

4. リストにタッチして発信を開始します。

 ●発着信履歴は、ステアリングのLIST
ボタンを長く押し、ステアリングの設
定ダイヤルで選択して表示すること
もできます。
 ●発着信履歴には、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、発着信履歴からの発
信ができない場合があります。

連絡先からの発信
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. 連絡先にタッチします。

4. リストにタッチします。

5. 表示された電話番号にタッチして発
信を開始します。

連絡先は、ステアリングのLISTボタ
ンを長く押し、ステアリングの設定ダ
イヤルで選択して表示することもでき
ます。
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音声認識機能を使用した発信*
1. ライトスイッチレバーの先端のスイッ

チを押します。

2. 「○○○に電話」などと話します。

あらかじめスマートフォンの音声認識機
能をオンにしてから操作してください。

 ●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. ステアリングのLISTボタンを短く押

すか、タッチスクリーンの にタッチ
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 にタッチするか、ステアリン
グのLISTボタンを長く押します。
 ●着信を保留にするには、タッチスク
リーンの にタッチします。
 ●受話後、プライベート通話にタッチ
すると、ハンズフリー通話から電話
機での通話に切り替わります。
 ●受話後、マイクOFFにタッチすると、
通話相手に自分の声が聞こえなくな
ります。

 ●電話を切る
電話を切るには、タッチスクリーンの終
話にタッチする、ステアリングのLISTボ
タンを長く押す、またはステアリングの
LIST ボタンを短く押し、ステアリング
の設定ダイヤルを回して終話を選択して、
押し込みます。

 ●着信音量の設定
1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. オプションにタッチします。

4. にタッチします。

5. タッチスクリーンのカーソルを左右
に動かして着信音量を調整します。

接続する機器の仕様により着信音量の
設定ができないことがあります。

*仕様により異なります。
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 ●連絡先の並べ替え
連絡先を苗字または名前で並べ替えでき
ます。

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. オプションにタッチします。

4. にタッチして苗字または名
前で並べ替えます。

日本語はひらがな、またはカタカナで
登録された連絡先のみ並べ替えできま
す。

 ●連絡先の検索
タッチスクリーンで名前を入力して連絡
先の検索ができます。

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. 連絡先にタッチします。

4. にタッチします。

5. タッチスクリーンから検索したい連
絡先の名前を入力します。

6. 表示された連絡先候補の中から連
絡先を選択します。

日本語はひらがな、またはカタカナで
登録された連絡先のみ検索できます。

 ●応答の保留の設定
着信をしたら自動的に保留に切り替わる
設定ができます。

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. オプションにタッチします。

4. にタッチして応答の保留を
オンにします。
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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1つの接
続しかできない場合があります。

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. TELにタッチします。

4. にタッチしてBluetooth®

機器のリストを表示します。

5. 接続設定を変更したい
Bluetooth® 機器のこのア
イコンにタッチします。

6. ボックスにチェックをしてプロファイ
ルを選択します。

7. OKにタッチします。

 ●電話機との接続（ペアリング）
を切断する

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. TELにタッチします。

4. にタッチして Bluetooth®

機器のリストを表示します。

5. Bluetooth® 機器のリストにタッチし
て接続を切断します。再度タッチす
ると、接続が再開されます。

 ●電話機との接続（ペアリング）
を削除する

1. MENUボタンを押します。

2. にタッチします。

3. TELにタッチします。

4. にタッチして Bluetooth®

機器のリストを表示します。

5.  Bluetooth® 機器のリスト
右上のアイコンにタッチし
ます。

6. 接続を削除したい
Bluetooth® 機器のこのア
イコンにタッチします。

7. Yesにタッチして接続を削除します。
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プロファイルの設定
タッチスクリーンの設定を、個別のプロ
ファイルとして3つまで、または1つの共
有プロファイルとして記憶できます。
プロファイルには、オーディオのトーン
などの設定を記憶できます。

 ●プロファイルを設定する
1. メインメニューから表示させ

る各設定画面上部にあるこ
のアイコンにタッチします。

2. にタッチします。

3. 設定したいプロファイルに合わせて
タッチスクリーンのプロファイル 1、
プロファイル 2、プロファイル 3、ま
たは共有プロファイルにタッチします。

4. にタッチします。

5. タッチスクリーンからプロファイルの
名前を入力します。

6. OK にタッチして入力内容を保存し
ます。

7. にタッチしてプロファイル
をオンにします。

共有プロファイルは名前の設定はでき
ません。

 ●プロファイルの呼び出し
1. メインメニューから表示させ

る各設定画面上部にあるこ
のアイコンにタッチします。

2. にタッチします。

3. 呼び出したいプロファイルに合わせ
てタッチスクリーンのプロファイル 
1、プロファイル 2、プロファイル 3、
または共有プロファイルにタッチし
ます。

4. にタッチします。 

 ●プロファイルの初期化
1. メインメニューから表示させ

る各設定画面上部にあるこ
のアイコンにタッチします。

2. にタッチします。

3. 初期化したいプロファイルに合わせ
てタッチスクリーンのプロファイル 
1、プロファイル 2、プロファイル 3、
または共有プロファイルにタッチし
ます。

4. をタッチします。

5. にタッチします。

6. Yesにタッチします。プロファイル
が初期化されます。

安全上の理由から、プロファイルの設
定は、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。
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FAQ（よくある質問）
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。

質問 回答 対応方法

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した後、低音・中・
高音の個別設定を行うと、プリセット
設定がユーザー設定になってしまいま
す。

プリセット設定と低音・中・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ってください。

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・中・高音などの音質設定
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、しばらくの間
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、
走行直後は最大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
をかけてください。
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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
るか検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、
検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。 電話機の種類によっては、表示されないこと
があります。

Bluetooth® 接続したiPhoneをUSB
ポートにも同時に接続しましたが、音
楽ファイルを再生できません。

iPhoneを電話機としてハンズフリー接続し
た場合、自動的にストリーミング機能が優先
してUSB再生はできません。

一度USB ケーブルをはずして再度接続することで、
USB 再生が優先されるようになります。

再生中の音楽の曲名などが正しく表
示されません。

バージョンにより表示されない場合がありま
す。

別の文字を使用してタイトルやフォルダ名を変更し
てください。
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