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ごあいさつ
この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただくために、また安全運転のため、
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

「取扱説明書」はお読みになった後、いつでも見られるところに大切に保管し、
わからないことや不具合が生じたときにもう一度ご覧ください。

Android Autoと CarPlayについての最新情報は下記のサイトをご覧ください。
• Android Auto: http://www.android.com/auto/#hit-the-road
• CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

ご利用になれる地域は増えていますが、地域によっては Android Auto または CarPlay がご利用になれない場合もあります。ご利用になれ
る地域についての最新情報は下記のサイトをご覧ください。
• Android Auto: http://www.android.com/auto/#hit-the-road
• CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
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ご使用前にご使用前に
本書の見かた：
• 本書で使用されている説明画面は、実際に表
示される画面やアイコンと異なることがあり
ますので、ご注意ください。
 – 本書の説明には、特に記載がない限りプラ
グインハイブリッド（PHEV）車で表示さ
れる画面を使っています。ガソリン車とは
異なる画面やアイコンがあります。

• 主にタッチパネルおよびモニターパネルのボ
タンを使う操作で説明しています。ステアリ
ング上のボタン操作については 48ページ
をご覧ください。

• タッチパネルのボタンは、以下のように操作
してください。

 – タッチする：

 – タッチし続ける：

 – 1をタッチして2を
タッチする：

• < >はタッチパネル上に表示される画面や機
能の名称を表しています。

• ［ ］はタッチパネル上に表示されるボタンの
名称を表しています。

（タッチし続ける）

安全上のご注意安全上のご注意
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未
然に防止するために、必ずお守りいただくことを
説明しています。
• 表示を無視して誤った使いかたをしたときに生
じる危害や損害の程度を区別して、説明してい
ます。

人が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容を示してい
ます。
人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみ
の発生が想定される内容を示し
ています。

• お守りいただく内容の種類を絵記号で区別し
て、説明しています。

注意（しなければならない）の
内容です。

禁止（してはいけない）の内容
です。

実行（かならず行っていただく）
の内容です。

使用方法について

分解・修理および改造はしない
分解・修理、改造、コードの被覆を
切って他の機器の電源を取るのは絶
対におやめください。交通事故や火
災、感電、故障の原因となります。
音量は、車外の音が聞こえない音量
で使用しない
車外の音が聞こえない状態で運転す
ると、交通事故の原因となります。
機器内部に、水や異物を入れない
金属物や燃えやすいものなどが入る
と、動作不良やショートによる火災
や発煙、発火、感電の原因となりま
す。飲み物などが機器にかからない
ようにご注意ください。
故障や異常な状態のままで使用しな
い
画像が映らない、音が出ない、異物
が入った、水がかかった、煙が出る、
異音・異臭がするなどの場合は、た
だちに使用を中止してください。事
故や火災、感電の原因となります。
運転者は走行中に操作したり、画像
や表示を注視したりしない
必ず安全な場所に車を停車し、サイ
ドブレーキを引いた状態でご使用く
ださい。交通事故の原因となります。
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安全上のご注意安全上のご注意 使用上のご注意使用上のご注意
 ❏安全走行のために
ご使用になる前に必ず、取扱説明書や注意事項な
どをよく読み、正しく理解して使用してくださ
い。
安全上の配慮から、走行中は映像を見ることはで
きません。安全な場所に駐車してパーキングブ
レーキを引いてからお楽しみください。また、同
様の理由で一部の機能で操作できないものがあ
ります。

 ❏本機の異常にお気づきのときは
本機の異常にお気づきのときは、まず「故障か
な？と思ったら」（75ページ）を参照して解
決方法がないかお調べください。解決方法が見つ
からないときは、三菱自動車販売店にご相談くだ
さい。

 ❏本機のお手入れについて
操作パネルや本体部が汚れたときは、市販のシリ
コンクロスなどの柔らかい布で乾拭きしてくださ
い。
汚れがひどいときは、中性洗剤を付けた布で汚れ
を拭き取ってから、乾いた布で洗剤を拭き取って
ください。硬い布やアルコールなどの揮発性の薬
品は使用しないでください。
傷が付いたり文字が消えることがあります。

 ❏モニター画面について
• 画面部をボールペンなどの先のとがった物で操作し
ないでください。画面が損傷する場合があります。

• 画面部に強い衝撃を加えないでください。故障
の原因になります。

• 画面部に保護用フィルムなどを貼らないでくだ
さい。タッチ操作時に誤動作する場合がありま
す。

• 画面に直射日光が当たらないようにしてくださ
い。直射日光が当たる状態で長時間使用すると
高温になり、画面が故障する原因となります。

• 極端に高温または低温になると、表示の動きが
遅くなったり、暗くなったりすることがありま
す。これは液晶画面の特性によるもので故障で
はありません。車内が常温に戻れば回復します。

• 画面に小さな点が出ることがあります。これは
液晶画面特有の現象で故障ではありません。

• 液晶画面の特性により、液晶を見る角度によっ
ては表示が見づらいことがありますが、故障で
はありません。

 ❏電波について
本機は、電波法に基づく小電力データ通信システ
ム無線局設備として技術基準適合証明を受けて
います（受けた部品を使用しています）。
したがって、本機を使用するときに無線局の免
許は必要ありません。日本国内のみで使用して
ください。日本国内以外で使用すると各国の電
波法に抵触する可能性があります。また、本機
は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明
を受けていますので、以下の事項を行うと、法
律で罰せられることがあります。
 – 分解 /改造すること
 – 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

• 本機は 2.4GHz帯の周波数を使用しますが、ほ
かの無線機器も同じ周波数を使っていることが
あります。ほかの無線機器との電波干渉を防止
するため、次のページの注意事項をご確認くだ
さい。

雷が鳴り出したら、アンテナコード
や本機に触れない
落雷による感電の原因となります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用
し、交換は専門業者に依頼する
規定容量を超えるヒューズを使用す
ると、火災や故障の原因となります。
交換は、お買い上げの販売店、また
はお近くのサービス窓口に依頼して
ください。

本機を車載用以外で使用しない
発煙や発火、感電やけがの原因とな
ることがあります。

異常時の問い合わせ

異常が起きた場合は、直ちに使用を
中止し、必ず販売店かサービス窓口
に相談する
そのまま使用すると、思わぬ事故や
火災、感電の原因となります。
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使用上のご注意
本機の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レン
ジ等の産業・科学・医療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）及び特定小電力
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。
1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用
の構内無線局および特定小電力無線局、並
びにアマチュア無線局が運用されていない
ことを確認してください。

2 万一、本機から移動体識別用の構内無線局
に対して有害な電波干渉の事例が発生した
場合には、速やかに使用周波数を変更する
か、または電波の発射を停止した上、当社
カスタマーサポートセンターにご連絡頂
き、混信回避の処置等についてご相談くだ
さい。

3 その他、本機から移動体識別用の特定小電
力無線局あるいはアマチュア無線局に対し
て、有害な電波干渉の事例が発生した場合
など、何かお困りのことが起きたときは、
当社カスタマーサポートセンターへお問い
合わせください。

使用上のご注意使用上のご注意
• 製品に表示している周波数表示の意味は下記の
通りです。

2.4： 2.4GHz帯を使用する無線機器です。
FH： FH-SS変調方式を表します。
1： 電波与干渉距離は 10mです。

   ：  全帯域を使用し、移動体識別装置
の帯域回避可能です。

• 使用可能距離は見通し距離約 10 mです。
鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさんでトラ
ンスミッターとレシーバーを設置すると電波を
遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなっ
たりする場合があります。本機を使用する環境
により伝送距離が短くなります。

• 下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干
渉により、正常に動作しない、雑音が発生する
などの不具合が生じることがあります。
 – 2.4GHzの周波数帯域を利用する無線 LAN、
電子レンジ、デジタルコードレス電話などの
機器の近く。電波が干渉して音が途切れるこ
とがあります。

 – ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナー
などのアンテナ入力端子を持つ AV機器の近
く。音声や映像にノイズがのることがありま
す。

• 本機は電波を使用しているため、第 3者が故
意または偶然に傍受することが考えられます。
重要な通信や人命にかかわる通信には使用しな
いでください。
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基本操作基本操作
 電源を入れる/切る
電源オン
車のパワー /エンジンスイッチを「ACC」または
「ON」にすると、本機の電源がオンになります。
電源オフ
車のパワー /エンジンスイッチを「OFF」にする
と、本機の電源がオフになります。

各部の名称と機能

1 モニターパネル
2 画面（タッチパネル）
3  Appsボタン
 CarPlay/Android Autoの画面を表示します
（22ページ、24ページ）。

4  Homeボタン
 <Home>画面を表示します（右端段参照）。
5  Menuボタン
 メニューウィンドウを表示します（9ページ）。
6  （音量）ボタン
 音量を調節します。
7 PWRボタン

• オーディオ機能をオフにします（オーディ
オ OFF）。音源再生中は、再生が停止します
（17ページ）。

• 「オーディオ OFF」中にタッチすると、オー
ディオ機能がオンになります。最後に選ば
れていた音源が再生されます。

• 再生中にタッチし続けると、画面が消え、
オーディオ機能をオフにします。音源再生
中は、再生が停止します（17ページ）。

基本画面操作
 ❏タッチ画面操作
タッチパネルでは、次のように操作してくださ
い。
タッチする
選びたい画面上の項目を軽く
タッチします。

タッチし続ける
タッチパネル上のボタンを
タッチして指をそのままにす
ると表示が変わったり、メッ
セージが表示されたりします。
フリックする
タッチパネル上で左右に指を
滑らすとページを切り替えら
れます。

ドラッグする
タッチパネル上でスクロール
バーやカーソルなどをタッチ
したまま移動できます。

• 本機では指 2本でタッチパネルをはさんだり、
広げたりして、映像などを縮小・拡大すること
はできません。

 ❏  <Home>画面の表示説明
<Home>画面上のボタンをタッチし、音源を選
んだり、設定画面やその他の情報を表示します。
• <Home>画面に表示される音源や機能は、車
種によって異なります。

1  Homeボタンをタッチする
 

<Home>画面の表示とボタン
 

5

321 4

321 4

55
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基本操作基本操作

5

3 421

1 ページ表示
 使用中のページ位置をハイライト表示します。
2 Bluetooth機器の電池残量と受信電波の強さ

• Bluetooth機器を電話として接続したとき
に表示されます。

3 Bluetoothマークの表示
• Bluetooth機器を接続すると表示されます。
• タッチすると <Bluetooth>設定画面を表
示します（53ページ）。

4 時刻
• タッチすると <時計 >設定画面を表示しま
す（55ページ）。

5 次ページ / 前ページボタン
• タッチパネルをフリックしてもページを切
り替えられます。

• モニターパネルの  Homeボタンをタッ
チすると最初のページに戻ります。

 ❏<Home>画面で選べる項目
［Apps］*1 接続した機器の CarPlay（21

ページ）や Android Auto（23
ページ）を使用できます。

［電話］ Bluetooth接続した携帯電話
で、電話の発信・着信ができます
（25、27ページ）。

［USB］ USB機器のファイルを再生しま
す（38ページ）。

［走行情報］*2*3 車両情報、走行情報を確認・設
定します（57ページ）。

［AM］ AMラジオを聞くことができます
（42ページ）。

［FM］ FMラジオを聞くことができます
（42ページ）。

［交通情報］ 音源がラジオに切り替わり、交
通情報を聞くことができます
（44ページ）。

［設定］ <設定 >画面で、各種の設定や
調節ができます（49ページ）。

［充電料金］*4 バッテリーの充電料金が確認で
きます（63ページ）。

［プレ空調］*5 エアコンタイマーが設定できます
（67ページ）。

［タイマー充電］*5 充電タイマーが設定できます
（68ページ）。

［時計］ 日付と時刻を表示します（17
ページ）。

［Bluetooth オーディオ］
 Bluetooth機器のファイルを再生

します（45ページ）。

［iPod］ iPod/iPhoneの曲を再生します
（34ページ）。

［車両設定］*2 車両に搭載されている機能をカス
タマイズできます（66ページ）。

［画面オフ］ 画面表示を消します（18ページ）。
［昼 /夜画面］ 画面の明るさを設定できます

（18ページ）。
［エアコン］*2 現在のエアコンの情報を表示し

ます（64ページ）。
［GPS］ GPS情報を表示します（65

ページ）。
［ETC］*6 ETC車載器の情報と料金履歴を

表示します（69ページ）。

*1 CarPlay対応のiPhoneを接続すると［Apple 
CarPlay］が表示されます。Android Auto
対応のAndroidスマートフォンを接続すると
［Android Auto］が表示されます。同時に
表示されることはありません。

*2 車種によっては表示されません。
*3 ［走行情報］のアイコンはプラグインハイブ
リッド車とガソリン車で異なります。

*4 プラグインハイブリッド車の場合のみ表示さ
れます。

*5 三菱リモートコントロール（MITSUBISHI 
REMOTE CONTROL）が付属しているプラ
グインハイブリッド車の場合のみ表示されま
す。

*6 ETC車載器を搭載している場合のみ表示されま
す。
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基本操作基本操作

 ❏<Home>画面をカスタマイズする
<Home>画面上のボタンのレイアウトを変える
ことができます。

1 移動させたいボタンをタッチし続け
る

 

（タッチし続ける）

選んだボタンの周りにカーソルが表示されま
す。

2 ボタンを移動する
カーソルをタッチしてボタンを移動します。

 

3 終了する

 

 ❏音源操作画面の説明
• 音源によって表示される操作ボタンは異なりま
す。

  

1 43

2

例：<iPod>操作画面

1 音源名
2 操作ボタン

• 詳しくは各音源操作画面の説明ページをご
覧ください。

3 Bluetooth機器の電池残量と受信電波の強さ
• Bluetooth機器を電話として接続したとき
に表示します。

4 Bluetoothマークの表示
• Bluetooth機器を接続すると点灯します。

音源情報の簡易表示
タッチパネルに音源操作画面以外の画面
（<Home>画面など）が表示されているときに、
ステアリング上のリモコンスイッチで曲を選ん
だり、USB機器の抜き差し、オーディオ機能を
オフからオンにしたときなどに、タッチパネル上
部に現在の音源の情報や接続機器の接続・解除な
どの情報がテロップで一定の時間表示されます。
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基本操作基本操作

 ❏  メニューで操作する
メニューを表示して、現在の音源の再生モードな
どを切り替えることができます。また <設定 >
画面を表示し、設定を変更することもできます。
• 音源によって、使用可能なメニュー項目は異な
ります。

1 メニューウィンドウを表示する
音源操作画面を表示中に  Menuボタンを
タッチします。

  

2 項目を選ぶ

  

例：iPod再生時

• メニューウィンドウを消すには、モニターパネ
ルの  Menuボタンをもう一度タッチしま
す。

 ❏リスト画面の説明
リスト画面が表示されたときは、リストの項目を
選びます。

リスト画面の表示とボタン

21

3

3

4

4

5

例：USB再生時

1 Bluetooth機器の電池残量と受信電波の強さ
• Bluetooth機器を電話として接続したとき
に表示されます。

2 Bluetoothマークの表示
• Bluetooth機器を接続すると点灯します。

3 ［  ］/［  ］ボタン
 リストをページごとに移動します。

• 上端 /下端までスクロールすると、ボタン
が暗くなります。

4 ［  ］/［  ］ボタン
 リストをひとつずつ移動します。

• 上端 /下端までスクロールすると、ボタン
が暗くなります。

5 スライドバー
 リストをすばやくスクロールします。

• リストによっては、頭文字ごとにグループ
分けされて、その頭文字がスライドバーに
吹き出しで表示されることがあります。

 ❏  <設定 >画面の説明
各種メニュー項目の設定が可能です（49ペー
ジ）。

<設定 >画面の表示とボタン

1

6

5 5

432

1 メニュータブ
 設定したいメニュー（項目）を選びます。
2 ページ表示
 表示中のページをハイライト表示します。
3 Bluetooth機器の電池残量と受信電波の強さ

• Bluetooth機器を電話として接続したとき
に表示されます。

4 Bluetoothマークの表示
• Bluetooth機器を接続すると点灯します。

5 ［<<］/［>>］ボタン
 メニュータブを切り替えます。
6 ［  ］ボタン
 前の画面に戻ります。
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初期設定初期設定
 日付と時刻を設定する
はじめて本機を使うときは、まず日付と時刻を設
定します。

1 <設定 >画面を表示する
<Home>画面を表示中に［設定］をタッチ
します。

2 <時計 >画面を表示し（1）、設定
方法を選ぶ（2）
• <時計 >設定画面が表示されないときは
［<<］/［>>］をタッチします（9ペー
ジ）。

<自動 > GPS信号を使って日付と時刻を合
わせます（手順 4へ）。
• GPSの受信状況により、設定に
時間がかかることがあります。

<手動 > 日付と時刻を設定します（手順 3
へ）。

• タッチした項目のチェックボックスに
「 」が表示されます。

3 時刻設定画面を表示し（1）、日付
（2）、時刻（3）を設定して決定す
る（4）

• 12時間 /24時間表示を設定するには、
［12H］または［24H］を選びます。
手順 4の <12H/24H表示切替 >とこの
設定は連動しています。

• 12時間表示を選んだときは、［AM］/［PM］
を選び、午前 /午後の設定をします。

4 時刻表示の表示方法を選ぶ
<12H/24H表示
切替 >

時刻表示を選びます
（［12H］：12時間制 /
［24H］：24時間制）。

 5 <年月日表示／時計画面選択 >画面
を表示する
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初期設定初期設定

 6 年月日の表示方式（1）と時計の表
示タイプを選び（2）、決定する（3）

• 終了するには、モニターパネルの Homeボ
タンをタッチします。
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 機器を接続する 機器を接続する
V 注意
接続する機器は、ウィルス対策が施されてい
ることをご確認ください。

ケーブルを使って接続する
本機を起動する前に使いたい機器を接続します。
• 車種によって接続端子の位置や形状が異なりま
す。

• ケーブルは車内に放置しないでください。直射
日光や高温で変形や故障の原因となります。

USB入力端子

USB入力端子
以下の機器を接続します。
• iPod/iPhone
• Androidスマートフォン
• USB機器

 ❏  iPod/iPhoneを接続する
お使いの iPod/iPhoneに対応した適切なケーブ
ルを使って、本機の USB入力端子に接続します。
• Apple Inc. で認証されたケーブル以外を使用す
ると、正しく動作しないことがあります。

• 使用可能な iPod/iPhoneについては、71
ページをご覧ください。

Lightningコネクタモデルを使う場合
Lightning-USBコネクタ（iPod/iPhoneのアク
セサリー）を使ってください。

iPod/iPhone
（Lightningコネクタモデル）

USB入力端子

Lightning–USBケーブ
ル（iPod/iPhoneのア
クセサリー）

30ピンコネクタモデルを使う場合
30ピン –USBケーブル（iPod/iPhoneのアクセ
サリー）を使ってください。

USB入力端子

30ピン –USBケーブ
ル（iPod/iPhoneの
アクセサリー）

iPod/iPhone
（30ピンコネクタモデル）
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機器を接続する機器を接続する

 ❏  Androidスマートフォンを接続する
USB 2.0ケーブル（Android スマートフォンの
アクセサリー）を使って、お使いの Android ス
マートフォンに本機の USB 入力端子を接続しま
す。

USB入力端子

USB 2.0 ケーブル
（Android スマートフォン
のアクセサリー）

Android
スマートフォン

 ❏  USB機器を接続する
USBマスストレージクラス対応機器（USBメモ
リー、デジタルオーディオプレーヤーなど）を本
機の USB入力端子に接続します。
• お使いの USB機器に対応した市販の USB 2.0
ケーブルまたは USB延長ケーブルを使ってく
ださい。

• コンピューターやポータブル HDDは USB入
力端子には接続できません。

• 再生可能な USB機器やファイルについては
71ページをご覧ください。

USB入力端子

USB機器

USB 2.0 ケーブル（市販品）

USB 2.0 延長ケー
ブル（市販品）

 Bluetoothで接続する
 ❏  Bluetooth®機器の使いかた

Bluetoothは電話、ポータブル PCなどのモバイ
ル機器用の近距離無線通信規格です。Bluetooth
対応の機器をケーブルを使わず、無線での接続・
操作が可能です。
• Bluetooth機器の操作上の注意点については

72ページをご覧ください。

V 注意
電話番号を入力したり、アドレス帳を使うな
どの注意力を散漫にする操作は運転中に行わ
ないでください。安全な場所に停車してから
操作してください。
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機器を接続する機器を接続する
 ❏  Bluetooth機器を新規登録する
本機にはじめて Bluetooth機器を接続するとき
は、本機と接続する機器をペアリングする必要が
あります。ペアリングすることによって本機と接
続する機器との通信が可能になります。
• CarPlay対応の iPhoneを本機の USB入力端子
に接続しているときは、Bluetooth接続は使え
ません。電話をするときや曲を再生するときは
CarPlay画面で操作します（21ページ）。ま
た、Bluetooth接続中の iPhoneで CarPlayを
実行すると、Bluetooth接続は解除されます。

• Android Auto対応の Androidスマートフォ
ンを USB入力端子に接続したときは、同時に
Bluetoothでも接続され、自動的に登録、接
続されます。現在 Bluetooth接続中のほかの
Bluetooth機器は接続が解除されます。
 – 現在接続中の携帯電話が通話中のときは登録
されません。

• 一度接続すると、本機の電源をオフにしても
登録が削除されることはありません。本機は 5
台まで登録可能です。

• Bluetooth機能を使うには、接続する機器の
Bluetooth機能をオンにしてください。

 1 <設定 >画面を表示する
<Home>画面を表示中に［設定］をタッチ
します。

 2 <Bluetooth>設定画面を表示し
（1）、登録をする（2）

• <Bluetooth>設定画面が表示されないと
きは［<<］/［>>］をタッチします（9
ページ）。

• パスキーを変更するには（初期設定：
「0000」）15ページをご覧ください。

• ［本体機器詳細］をタッチすると本機の詳
細が確認できます。

 3 接続する機器の Bluetooth機能を
オンにして［次へ］をタッチする
• 登録を中止するときは、［やめる］をタッ
チします。

4 接続する機器の操作画面で
「Mitsubishi Motors Bluetooth」
を選ぶ
• パスキーの入力が要求されたときは、本機
の画面に表示されるパスキーを入力しま
す。

登録が完了すると <Bluetooth>設定画面に戻
ります。

JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   14JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   14 2018/03/12   17:392018/03/12   17:39



15

機器を接続する機器を接続する
 登録用のパスキーを変更する

1 <Bluetooth>設定画面を表示する
（14ページ）

2 <Bluetooth本体機器詳細 >画面
を表示する

3 <パスキー変更 >画面を表示する

4 4桁のパスキーを入力し（1）、決
定する（2）

• 数字の入力を間違えたときは、［  ］を
タッチします。最後に入力した数字が消去
されます。タッチし続けるとすべての数字
が消去されます。

 ❏  登録済みの Bluetooth機器を接続 /
解除する

Bluetooth機器を接続する
登録済みの機器の中から電話またはオーディオ
プレーヤーとして使用する機器を選び、接続しま
す。

1 <Bluetooth>設定画面を表示する
（14ページ）

2 接続機器の使用用途を選ぶ

［  ］ 電話として使用する

［  ］ オーディオプレーヤーとして使用す
る

接続機器の使用用途が設定されると、その設
定ボタンがハイライト表示されます。
• 同時に接続されている、ほかの Bluetooth
機器が手順 2で選んだ使用用途で使われて
いるときは、確認画面が表示されます。［は
い］をタッチすると、ほかの機器の接続は
解除されます。
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機器を接続する機器を接続する
• 機器名をタッチすると、登録済みの機器の
情報が確認できます。

• 機器が電話として接続されているときは、
タッチパネルの右上に電池残量と受信電波
の強さが表示されます。

Bluetooth機器の接続を解除する
使用用途ごとに解除します。

1 <Bluetooth>設定画面を表示する
（14ページ）

2 接続を解除する機器の使用用途を選
ぶ

確認画面が表示されます。［はい］をタッチし、
決定します。

Bluetooth機器を自動で接続する
<自動接続 >が［On］に設定されているときは、
最後に使われていた Bluetooth機器が自動的に
Bluetoothで接続されます。
• 最後に接続した機器が使用可能距離内にないと
きは、ほかの接続可能な機器が接続されます。

1 <Bluetooth>設定画面を表示する
（14ページ）

2 <自動接続の設定 >画面を表示する

3 <自動接続 >を［On］にする

• <自動接続 >を使用しないときは、［Off］
を選びます。

 ❏  Bluetooth機器の登録を削除する
登録済みの Bluetooth機器を削除することがで
きます。

1 <Bluetooth>設定画面を表示する
（14ページ）

2 削除したい機器を選ぶ

3 登録を削除する

確認画面が表示されます。［はい］をタッチし、
決定します。
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一般操作一般操作
 音量を調節する
本機は、以下の音量レベルを機能ごとに記憶して
おくことができます。
• 音源の音量（  ：0～ 45、初期設定：17）
• 交通情報の音量（  ：0～ 45、
初期設定：17）

• 電話の通話・着信・発信音量（  ：0～ 11、
初期設定：6）

• 音声ガイダンスの音量（  ：0～ 11、
初期設定：6）

1  ボタンまたは  ボタンをタッ
チする

 オーディオ機能をオフにする
オーディオ機能をオフにします。再生中の音源も
停止します。

1 PWRボタンをタッチする

オーディオ機能をオンにする
モニターパネルの PWRボタンをもう一
度タッチします。

 日付と時刻を全画面で表示する
日付と時刻を全画面で表示することができます。

1 <Home>画面を表示中に［時計］
をタッチする

<Home>画面に戻る
モニターパネルの  Homeボタンをタッチしま
す。

• 日付 /時刻の表示をタッチすると［時計］設定
画面が表示されます（10ページ）。<時計 >
設定画面で時刻設定を変更できます。
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一般操作一般操作

 画面の表示を消す
本機のタッチパネルの画面表示を消すことがで
きます。

1 <Home>画面を表示中に［画面オ
フ］をタッチする

タッチパネルに画面を表示する
タッチパネルをタッチするか、モニターパネル
の   Appsボタンまたは   Homeボタンを
タッチすると、タッチパネルに画面が表示されま
す。

• モニターパネルの PWRボタンをタッチし
続けると、音源の再生が停止し、画面表示も消
えます。
 – もう一度 PWRボタンをタッチすると、
タッチパネルに画面が表示されます。また、
音源の再生も再開します。

 画面の明るさを設定する
本機ではヘッドランプまたはポジションランプ
の点灯に連動して、本機の画面の明るさを変える
ことができます。

1 <Home>画面を表示中に［昼 /夜
画面］をタッチする

2 画面の明るさを設定する

［自動］ ヘッドランプまたはポジションラ
ンプを点灯したときに、画面表示
とボタンが暗くなります。

［昼画面］画面の明るさは通常のままです。
［夜画面］画面表示とボタンが暗くなります。

 マルチアラウンドモニター
ビュー/リヤビューを見る
マルチアラウンドモニタービューやリヤビュー
はシフトを R（リバース）に入れたときに表示さ
れます。
• マルチアラウンドモニタービューはステアリン
グのカメラボタンでも表示できます。

• マルチアラウンドモニタービュー /リヤビュー
の見かたについては、車両の取扱説明書をご覧
ください。
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一般操作一般操作

 音声認識機能を使う
本機の音声認識機能と、Bluetoothインター
フェースで使用する機器の音声認識機能、
CarPlayの音声認識または、Android Autoの音
声認識の 4種類があります。
• CarPlayの音声認識については 22ページ、

Android Autoの音声認識については 24
ページをご覧ください。

• 本機の <音声認識 >設定を変更するには 54
ページをご覧ください。

 ❏本機の音声認識機能を使う

1 ステアリングの  ボタンを押す
（48ページ）

• ［次回からこの画面を表示しない］にチェッ
クを入れると、次回から画面は表示されな
くなります。手順 1の操作は必要なくなり
ますので、手順 2から操作してください。

2 ステアリングの  ボタンを押す
<音声操作 >画面が表示されます。

3 ピッと鳴ったら、車載マイクに向
かってボイスコマンドの指示を出す
• 利用できるボイスコマンドについては

73ページをご覧ください。
1 2

3

5

4

1 音声認識の表示
• 音声認識の表示がハイライト表示されてい
ることを確認してからボイスコマンドを
使ってください。

2 操作メッセージ
 表示された操作メッセージに従ってください。
3 ［終了］ボタン
 音声認識機能を終了します。
4 ボイスコマンドのリスト
 リストの中のボイスコマンドを発話します。

• グレーアウトされている（灰色で表示）ボ
イスコマンドは利用できません。

• 音声操作を行うためのボイスコマンド一覧
をご確認ください。

5 ボイスコマンドのリストのページ数 /総ペー
ジ数を表示しています。

• <お気に入り >画面で電話の相手先にボイス
タグを登録しているときは、タグ名を発声して
電話をかけることができます（31ページ）。

本機の音声認識機能を終了するには
ステアリングの  を押し続ける、または［終了］
をタッチします。
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一般操作一般操作
 Bluetoothインターフェースで使用する機器の
音声認識機能を使う
音声認識機能に対応している携帯電話を
Bluetooth接続してください。携帯電話によって
は操作しても動作しないことがあります。

1 ステアリングの  ボタンを押す
（48ページ）

• ［次回からこの画面を表示しない］にチェッ
クを入れると、次回から画面は表示されな
くなります。手順 1の操作は必要なくなり
ますので、手順 2から操作してください。

2 ステアリングの  ボタンを押し続
ける
• ［開始］をタッチしてもボイスコマンドを
発話できる状態になります。

3 車載マイクで Bluetooth機器に指示
を出す
• Bluetoothの接続状態によっては、音声が
正しく認識されないことがあります。

本機の音声認識機能を終了するには
ステアリングの  を押し続ける、または［終了］
をタッチします。
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 Apps Apps
 iPhoneのアプリを使うー
Apple CarPlay

 ❏  CarPlayについて
• CarPlayについては、Apple公式サイト

<https://ssl.apple.com/jp/ios/carplay/>ま
たは <https://support.apple.com/ja-jp/
HT205634>をご覧ください。

• CarPlayで利用できるアプリについては、
<http://www.apple.com/jp/ios/carplay/>を
ご覧ください。

CarPlayについての最新情報は下記のサイトを
ご覧ください。
http://www.apple.com/jp/ios/feature-
availability/#applecarplay-applecarplay

 CarPlay対応の iPhone
以下の iPhone（iOS 8以上）で CarPlayがご利
用になれます。
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5

最新情報については <http://www.iopinfo-sda.
mitsubishimotors.com/cs/bt/index.php>をご
覧ください。

 ❏  CarPlay対応の iPhoneを接続する
Lightning-USBケーブル（iPhoneのアクセサ
リー）を使って、CarPlay対応の iPhoneを本機
の USB入力端子に、接続します。
• Apple Inc.で認証されたケーブル以外を使用す
ると、正しく動作しないことがあります。

CarPlay対応の
iPhone

USB入力端子

Lightning-USBケー
ブル（iPhoneのアク
セサリー）

• iPhoneが本機の USB入力端子に接続される
と、Bluetooth 接続は解除されます。電話や音
声プレーヤーの操作は CarPlay画面で行うこと
ができます。

• CarPlay 対応 iPhone を 2 台接続したときは、
後から接続した iPhone では CarPlay はご利用
になれません。

• AndrodAuto接続後、後から CarPlay対応
iPhone接続した場合も、CarPlayはご利用に
なれません。

 ❏CarPlayを本機で使う

準備：iPhoneのロックを解除します。

<Home>画面の［Apple CarPlay］を選び
CarPlay画面を表示して iPhoneの CarPlayを起
動します。

• 対応する iPhoneを接続したときのみ
［Apple CarPlay］が表示されます。

1 <Home>画面を表示中に［Apple 
CarPlay］をタッチする

CarPlayのホーム画面が表示されます。
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 ❏  CarPlayホーム画面の操作ボタン
接続した iPhoneのアプリを操作できます。
• お使いの iPhoneによって画面に表示される操
作ボタンは異なります。

1

2

3

1 アプリボタン
 タッチして、アプリを開きます。
2 ［  （ホーム）］ボタン

• CarPlayホーム画面に戻ります。
• タッチし続けると、Siriがオンになります（右
段参照）。

3 ［Main Menu］ボタン
 CarPlayを終了し、<Home>画面に戻ります。

 ❏  CarPlayの音声認識（Siri）を使う
本機の CarPlayのホーム画面で Siriをオンにしま
す。

1 ［  （ホームボタン）］をタッチし続
けて、Siriをオンにする

（タッチし続ける）

2 車載マイクで Siriに話かける
• Siriをオフにするには、もう一度［  （ホーム）］
をタッチします。

ステアリングのボタンで Siriをオンにするには
ステアリングの  ボタンを押し続けてください
（48ページ）。

• もう一度  ボタンをタッチすると、Siriがオ
フになります。

 ❏  ほかの画面を表示しているときに
CarPlay画面に切り替える

ほかの画面を表示している、ほかの音源を聞いて
いるときも、CarPlay画面に切り替えられます。
• シフトを R（リバース）に入れて、マルチアラ
ウンドモニタービュー /リヤビューの映像が表
示されているときは、画面を切り替えることは
できません。

1  Appsボタンをタッチする

CarPlay画面を終了するには
モニターパネルの  Homeボタンをタッチしま
す。

JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   22JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   22 2018/03/12   17:392018/03/12   17:39



23

AppsApps

 Androidスマートフォンのアプ
リを使う̶Android Auto™

 ❏  Android Autoについて
• Android Autoについては <https://www.

android.com/auto/> または <https://
support.google.com/androidauto>をご覧く
ださい。

• Android Autoで利用できるアプリについては、
<http://g.co/androidauto> をご覧ください。

Android Autoの利用についての最新情報は下
記のサイトをご覧ください。
http://www.android.com/auto/#hit-the-
road

 Android Auto対応の Androidスマートフォン
Android 5.0 （Lollipop）以降の OSを搭載した
Android Auto対応の Androidスマートフォン
がご利用になれます。

最新情報については <http://www.iopinfo-sda.
mitsubishimotors.com/cs/bt/index.php>をご
覧ください。

 ❏  Android Auto対応の Androidス
マートフォンを接続する

USB 2.0 ケーブル（Android スマートフォンの
アクセサリー）を使って、Android Auto 対応の
Android スマートフォンを本機の USB 入力端子に
接続します。
• Android Auto とアプリが準備できていないと
きは、Android Auto とアプリをインストール
してください。

USB入力端子

USB 2.0 ケーブル
（Android スマートフォン
のアクセサリー）

Android
スマートフォン

• Android Auto 対応Android スマートフォンを
2 台接続したときは、後から接続した Android
スマートフォンでは Android Auto はご利用に
なれません。

• CarPlay対応 iPhone接続後、後から
AndroidAuto対応のスマートフォンを接続し
た場合も、AndrodAutoはご利用になれません。

 ❏  Android Autoを開始する
<Home>画面の［Android Auto］を選び、
Android Auto画面を表示して Android Autoを
起動します。
• 対応する Androidスマートフォンを接続した
ときのみ［Android Auto］が表示されます。

準備：
• Android Auto対応の Androidスマートフォ
ンを本機の USB 入力端子に接続すると、同
時に Bluetoothが自動的に接続されます。

• はじめて接続したときには、Androidスマー
トフォンの画面に Android Autoの使用に同
意を求める画面が表示されます。

1 <Home>画面を表示中に
［Android Auto］をタッチする

Android Autoのホーム画面が表示されます。
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 ❏  Android Auto画面の操作ボタン
接続した Androidスマートフォンのアプリを操作
できます。
• お使いの Androidスマートフォンによって画
面に表示される操作ボタンは異なります。

1

1 アプリ /情報表示ボタン
 アプリを開いたり、情報を表示します。

 ❏  Android Autoの音声認識を使う

1 ［  ］をタッチして、音声認識機能
をオンにする

2 車載マイクで Androidスマート
フォンに話かける

• 音声認識機能をオフにするには、もう一度
［  ］をタッチします。

ステアリングのボタンで音声認識機能をオンにす
るには
ステアリングの  ボタンを押し続けてください。
（48ページ）

• もう一度  ボタンを押し続けると、音声認識
機能がオフになります。

 ❏  Android Auto画面に切り替える
ほかの画面を表示している、ほかの音源を聞いて
いるときでも、Android Auto画面に切り替えられ
ます。
• シフトを R（リバース）に入れて、マルチアラ
ウンドモニタービュー /リヤビューの映像が表
示されているときは、画面を切り替えることは
できません。

1  Appsボタンをタッチする

Android Auto画面を終了するには
モニターパネルの  Homeボタンをタッチしま
す。
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 ハンズフリー機能 ハンズフリー機能
準備：
Phone Book Access Profile （PBAP）と
Object Push Profile （OPP）対応の電話を
Bluetoothで接続します（13ページ）。
• PBAP/OPP対応の携帯電話については、契
約されている通信会社（キャリア）の製品情
報でご確認ください。

Phone Book Access Profile （PBAP）対応
の電話について
お使いの携帯電話が PBAPに対応していると
きは、機器を登録（ペアリング）すると自動
的にアドレス帳や着信履歴が本機に転送され
ます。
• アドレス帳：1,000件まで登録できます。
• 履歴（発信・着信・不在着信）：合計 12件
まで記録されます。

 電話を受ける
電話がかかってくると、着信画面が表示されます。
• <電話機能 >設定画面で着信画面のサイズを
選ぶことができます（33ページ）。

電話を受けるには
［応答］をタッチする

• <着信画面サイズ >が［小画面］に設定され
ているときは小画面の着信画面が表示されます
（33ページ）。

• <自動応答 >が［On］に設定されているとき
は（33ページ）、自動的に電話がつながりま
す。

• 音量を調節するときは、［+］/［－］をタッチ
します。

• 発信者名（登録済みの場合）や電話番号（通知
設定の場合）が表示されます。

• シフトを R（リバース）に入れて、マルチアラ
ウンドモニタービュー / リヤビューの映像が表
示されているときは、画面を切り替えることは
できません。

• ステアリングのボタンを押して、電話を受ける
こともできます（48ページ）。

電話を拒否するには
［拒否］をタッチする

• ステアリングのボタンを押して、電話を拒否す
ることもできます（48ページ）。
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 ハンズフリー機能 ハンズフリー機能

通話中に電話を操作する
通話中は、通話中に利用できる操作ボタンが表示
されます。通話画面で電話の設定や音量を調節す
ることができます。

 ❏通話を終了する
通話画面で［終了］をタッチすると、通話が終了
します。

 ❏通話中に音量を調節する
音量は、レベル「0」～「11」の範囲で調節でき
ます（初期設定：6）。 

• モニターパネルの  で音量を調節するこ
ともできます。

 ❏送話音声を消音する
マイク入力をミュートして送話音声を消音する
ことができます。

• 消音しているときは［消音］ボタンがハイライ
ト表示されます。

マイク音量を元に戻すには
もう一度［消音］ボタンをタッチします。

 ❏ハンズフリー機能をオフにする
ハンズフリー接続をオフにして携帯電話で直接話す
ことができます。

• ハンズフリー機能をオフにしているときは［終
了］、［小画面表示］、［ハンズフリーOFF］以
外のボタンは使用できません。

 ❏トーンダイヤルを使う

1 キーパッドを表示する

2 番号を入力する

• 通話画面に戻るには、［  ］をタッチします。
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 ハンズフリー機能 ハンズフリー機能
 ❏通話画面の表示サイズを変える
通話画面を全画面表示から小画面表示に切り替え
ることができます。
• <着信画面サイズ >が［小画面］に設定され
ているときは、応答後の通話中の画面も小画面
で表示されます（33ページ）。

小画面にするには
［小画面表示］をタッチする

全画面にするには
［全画面表示］をタッチする

• 小画面表示中に、［  ］タブをタッチすると
通話画面を最小化できます。小画面表示に戻す
には、再度［  ］をタッチします。

 電話をかける
 ❏  <電話 >画面を表示する

<電話 >画面ではダイアル入力、電話帳、履歴、
お気に入りリストなどがご利用できます。
• <電話機能ロック >が［On］に設定されてい
るときは、<電話 >画面を表示する前にパス
ワードの入力が必要になります（32ページ）。
パスワードを入力して［決定］をタッチすると、
ロックが解除されます。

1 <Home>画面を表示中に［電話］
をタッチする

1

2

3 4 5 6

1 電話番号を入力する（28ページ）
2 電話をかける
3 <電話帳リスト>を表示する（28ページ）
4 <履歴 >を表示する（29ページ）
5 <お気に入り>リストを表示する（29ページ）
6 <Bluetooth>設定画面を表示する（14
ページ）

• 電話が接続されていないときに、<電話 >画
面を表示しようとすると、次のメッセージ画面
が表示されます。 

 – Bluetooth機器を新規に登録するには、［新
規登録］をタッチします。

 – すでに登録済みの Bluetooth機器を選ぶとき
は、［機器選択］をタッチします。

 – 電話画面表示をやめるときは、［やめる］を
タッチします。
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 ❏   電話番号を入力して電話をかける

<電話 >画面で電話番号を入力して電話をかけま
す。

1 <電話 >画面を表示する（27ペー
ジ）

2 電話番号を入力して（1）、電話を
かける（2）
• 数字の入力を間違えたときは、［  ］をタッ
チします。最後に入力した数字が消去されま
す。タッチし続けるとすべての数字が消去さ
れます。

 ❏   電話帳から電話をかける
接続している携帯電話の電話帳から電話番号を選
べます。
• 本機の電話帳をカスタマイズするには 30
ページをご覧ください。

1 <電話 >画面を表示する（27ペー
ジ）

2 <電話帳リスト >画面を表示する

3  電話帳から連絡先を選ぶ

• 名前で検索するには、［検索］をタッチし
ます。キーパッドが表示されたら、頭文字
を入力します。入力した文字が先頭にくる
ように電話帳リストが表示されます。
 –［かな］と［英数］のキーパッドを選ぶ
ことができます。

 – 頭文字が文字や数字などでないときは、
［英数］キーパッドの［＃＄％］を選び
ます。

 – キーパッドを消すには、［  ］をタッチ
します。

4 連絡先を選んで（1）、電話をかけ
る（2）
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 ❏  履歴から電話をかける
接続した電話の履歴から連絡先を選べます。

1 <電話 >画面を表示する（27ペー
ジ）

2 <履歴 >画面を表示する

3 連絡先を選んで（1）、電話をかけ
る（2）
• 履歴のアイコンは電話番号の右側に表示さ
れます（［  ］：不在着信 /［  ］：着信 /［  ］：
発信）。

 ❏  <お気に入り >リストから電話をか
ける

電話帳から<お気に入り>リストに連絡先を登録
すると、よく電話する相手に簡単に電話をかけられ
るようになります。
• <お気に入り >リストに登録するには 30
ページをご覧ください。

1 <電話 >画面を表示する（27ペー
ジ）

2 <お気に入り >リストを表示する

3 <お気に入り >リストから連絡先を
選ぶ

• ボイスタグが登録されているときは、<お
気に入り >リストの相手先の行の右端に 

 が表示されます。

4 連絡先を選んで（1）、電話をかけ
る（2）
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 <電話帳>/<お気に入り>リスト
をカスタマイズする

 ❏携帯電話のアドレス帳を転送する
携帯電話のアドレス帳を本機の <電話帳 >に転
送できます。

1 <電話帳リスト >画面を表示する
（28ページ）

2 ［電話帳更新］を選ぶ

3 転送方法を選ぶ

［全件］ 携帯電話のアドレス帳にある
連絡先がすべて転送されます。

［個別］ 携帯電話から転送したい連絡
先を選び、個別に転送します。

• 転送をキャンセルするには、［やめる］を
選びます。

全件転送が終了すると「電話帳の更新が完了
しました。」と表示されます
• ［全件］を選んでも、一部の連絡先が転送さ
れないことがあります。

• 電話によっては、電話を操作して転送しな
くてはならない機種があります。

 ❏  <お気に入り >リストに連絡先を登
録する

<お気に入り >リストには連絡先を 8件まで登
録できます。
• 携帯電話の Bluetooth接続登録が削除される
と、<お気に入り >リストの登録も削除され
ます。

1 <お気に入り >リストを表示する
（29ページ）

2 <お気に入り登録 >画面を表示する

3 電話帳の連絡先を選び（1）、登録
する（2）
選んだ連絡先のチェックボックスに「 」
が表示されます。

確認画面が表示されます。［はい］をタッチし、
決定します。
• 名前で検索するには、［検索］をタッチし
ます。キーパッドが表示されるので、頭文
字を入力します。
 –［かな］と［英数］のキーパッドを選ぶ
ことができます。
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 – 頭文字が文字や数字などでないときは、
［英数］キーパッドの［＃＄％］を選び
ます。

 – キーパッドを消すには、［  ］をタッチ
します。

 ❏  <電話帳 >/<お気に入り >リストか
ら連絡先を削除する

連絡先をすべて一括で削除するのか、ひとつずつ
削除するのかを選びます。
• 本機で連絡先を削除しても、電話のアドレス帳
からは削除されません。

1 <電話帳リスト >（28ペー
ジ）または <お気に入り >リスト
（29ページ）画面を表示する

2 <削除画面 >を表示する

3 連絡先を選んで（1）、削除する（2）
選んだ項目のチェックボックスに「 」が表示
されます。

確認画面が表示されます。［はい］をタッチし、
決定します。

• すべての連絡先を削除するときは、［全件
選択］をタッチします。
 –［全件選択解除］をタッチすると、すべ
ての選択が解除されます。

• 名前で検索するには、［検索］をタッチし
ます。キーパッドが表示されるので、頭文
字を入力します。
 –［かな］と［英数］のキーパッドを選ぶ
ことができます。

 – 頭文字が文字や数字などでないときは、
［英数］キーパッドの［＃＄％］を選び
ます。

 – キーパッドを消すには、［  ］をタッチ
します。

 ❏  <お気に入り >リストにある連絡先
にボイスタグを登録する

<お気に入り >リストにある連絡先をボイスタ
グに登録すると、本機の音声認識機能で電話をか
けることができるようになります。
• 音声認識をオンにしてボイスタグを発声すると
電話がかけられます（19ページ）。

1 <お気に入り >リストから電話番号
を選ぶ（29ページ）

2 <ボイスタグ >画面を表示する

3 ボイスタグを録音する

R RECが点灯します。
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ハンズフリー機能ハンズフリー機能
• 録音を停止するには、もう一度［R 録音］
をタッチします。

• 録音したボイスタグを聞くには、［I 再生］
をタッチします。
 – ボイスタグの再生を停止するには、［W停
止］をタッチします。

• ボイスタグを削除するには、［消去］をタッ
チします。

• ボイスタグ登録後、<お気に入り>リストの
相手先の行の右端に  が表示されます。

 電話の機能を設定する
 ❏  電話の利用を制限する̶電話機能
ロック

電話機能ロックがオンになっているときは、電話
機能を使うにはパスワードが必要になります。
• 登録済携帯電話ごとに <電話機能ロック >が
かけられます。

• お買い上げ時には、パスワードは設定されてい
ません。パスワードはお忘れにならないように
メモなどの記録を残すことをおすすめします。

1 <電話機能 >設定画面を表示する
• メニューウィンドウから表示するには、

33ページをご覧ください。
• <設定 >画面から表示するには、52ペー
ジをご覧ください。

2 <電話機能ロック >を［On］にす
る

  

パスワードの設定画面が表示されます。

3 4桁のパスワードを入力し（1）、
決定する（2）

  

• 数字の入力を間違えたときは、［  ］をタッ
チします。最後に入力した数字が消去されま
す。タッチし続けるとすべての数字が消去さ
れます。

• ［電話機能ロックとは？］をタッチすると、
<電話機能ロック>の説明が表示されます。
 – 説明画面を消すには、［やめる］をタッ
チします。

4 手順 3をくり返して、もう一度パス
ワードを入力する
電話機能ロックがオンになりました。
• 電話機能ロックがオンのときに、<電話 >
画面を表示するには、パスワードが必要に
なります。パスワードを入力して［決定］
をタッチすると、ロックが解除されます。

携帯電話のロックを解除する
<電話機能ロック>を［Off］に設定します。
• パスワードを入力して［決定］をタッチすると、
ロックが解除されます。
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ハンズフリー機能ハンズフリー機能
 ❏  メニューウィンドウから設定メ
ニューを表示する

電話機能の設定は、メニューウィンドウから変更で
きます。

1 メニューウィンドウを表示する
<電話 >画面を表示中に  Menuボタンを
タッチします。

  

2 設定メニューを選ぶ

  

<電話機
器 >

接続する機器を選びます（15
ページ）。

<電話設
定 >

電話の設定をします（下記参照）。

<サウンド
設定 >

サウンドの設定をします（49
ページ）。

 ❏  電話の設定をする

1 <電話機能 >設定画面を表示する
• メニューウィンドウから表示するには、左
段をご覧ください。

• <設定 >画面を表示するには、52ページ
をご覧ください。

2 設定を変更する

  

<通話・
着信 /
発信音量 >

電話の音量を調節します。 

 <自動
応答 >

自動応答をオン /オフにできま
す。
• ［Off］ ：自動的には応答しま
せん。通常どおりに電話を受
けてください。

• ［On］ ：電話がかかってきて
から 5秒が経過すると、自動
的に電話を受けます。

 <着信画面
サイズ >

  着信画面の大きさを選べます。
• ［全画面］：着信画面をタッチ
パネル全体に表示します。

• ［小画面］：着信画面を小画面
で表示します。

<電話機能
ロック>

電話機能をロックします（32
ページ）。
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 iPod/iPhone iPod/iPhone
再生する

準備：
iPodまたは iPhoneを本機の USB入力端子に
接続します（12ページ）。
• 利用可能な iPod/iPhoneについては、71
ページをご覧ください。

 ❏  iPod/iPhoneの曲を再生する
iPhone が CarPlay として接続されているときに
は、［iPod］を押すと CarPlayのホーム画面が表
示されます（22ページ）。
• 本機では映像は再生できません。

1 <Home>画面を表示中に［iPod］
をタッチする

 ❏  <iPod>操作画面の表示とボタン

1 2 3

4 5

6

<iPod>操作画面
1 リピートモード表示（36ページ）
2 曲番号 /カテゴリー内の曲数

•  数字をタッチすると、再生中のカテゴリー
の曲のリストが表示されます。

3 シャッフルモード表示（36ページ）
4 アルバムアートワーク（アートワークがある
場合）
• アルバムアートワークの表示 /非表示につ
いては 36ページをご覧ください。

5 曲情報
• タッチすると再生中の曲の詳細情報が
表示されます。［  ］をタッチすると、
<iPod>操作画面に戻ります。

6 プログレスバー・経過時間 /総再生時間表示
• プログレスバーの（ ）をドラッグすると、
曲の再生位置を移動できます。

操作ボタン
［  ］ 再生中の曲の詳細情報を表示しま

す。
［S］ 
［T］

• 前 /次の曲を選択します。
• タッチし続けると早戻しまたは早
送りします。 

［W］* 一時停止します。
［I］* 再生を開始します。
［  ］ 曲 /カテゴリーリストを表示します

（35ページ）。

* 再生中は［W］が表示され、一時停止中は［I］が
表示されます。
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iPod/iPhoneiPod/iPhone
 ❏  曲 /カテゴリーリストから選ぶ

• <iPod>操作画面の曲番号 /総曲数の表示を
タッチしてリストを表示することもできます
（34ページ）。

1 リストを表示する

2 カテゴリーを選ぶ

最後に表示されたリストが表示されます。

3 聞きたい曲を選ぶ

• ほかのカテゴリーを選ぶには、<選曲 >画
面が表示されるまで、［  ］ボタンをくり
返しタッチします。

• 曲名で検索するには、［検索］をタッチし
ます。キーパッドが表示されたら、頭文字
を入力します。
 –［かな］と［英数］のキーパッドを選ぶ
ことができます。

 – 頭文字が文字や数字などでないときは、
［英数］キーパッドの［＃＄％］を選び
ます。

 – キーパッドを消すには、［  ］をタッチ
します。

• 再生中の曲の <iPod>操作画面に戻るに
は、［再生中画面］をタッチします。

 ❏  再生モードを選ぶ
リピートモードまたはシャッフルモードが選べ
ます。

1 メニューウィンドウを表示する
<iPod>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   35JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   35 2018/03/12   17:392018/03/12   17:39



36

iPod/iPhoneiPod/iPhone
 2 再生モードを選ぶ

［  曲をリピート］ 再生中の曲をくり返し
再生します。

［  リピートカテ
ゴリー］

選ばれているカテゴ
リーのすべての曲をく
り返し再生します。

［リピートしない］ リピートを解除しま
す。

［ シャッフル］ すべての曲をシャッフ
ルして再生します。

［シャッフルしない］ シャッフルを解除しま
す。

• <iPod>操作画面上のリピートモード表示や
シャッフルモードの表示をタッチして、再生
モードを選ぶこともできます（34ページ）。

 iPod/iPhoneの再生を設定する
iPod/iPhone機器の設定をメニュー画面から変
更できます。

 ❏ほかの iPod/iPhoneに切り替える
2台の iPod/iPhoneを接続しているときは、切
り替えることができます。
• CarPlay対応の iPhoneに切り替えることはで
きません。

1 メニューウィンドウを表示する
<iPod>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

2 ［iPod切替］を選ぶ

  

• タッチするたびに、iPod/iPhoneが切り替
わります。

 ❏  アートワークの表示 /表示を選ぶ
アートワークの表示 /非表示を設定します。

1 メニューウィンドウを表示する
<iPod>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

2 <iPod設定 >画面を表示する

  

3 設定を変更する
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iPod/iPhoneiPod/iPhone

［Off］ アートワークを表示しません。
［On］ アートワークを表示します。

 ❏Audiobookの読み上げ速度を選ぶ
Audiobookの読み上げ速度を設定します。

1 メニューウィンドウを表示する
<iPod>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

 2 <iPod設定 >画面を表示する

  

3 設定を変更する

  

［ゆっくり］ ゆっくりと読み上げます。

［普通］ 普通の速度で読み上げます。

［早い］ 少し早めに読み上げます。

 

 ❏再生中に<サウンド>を設定する
再生中にサウンドを設定できます。

1 メニューウィンドウを表示する
<iPod>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

2 <サウンド設定 >画面を表示する

  

3 設定を変更する
サウンド設定の操作については 49～ 51
ページをご覧ください。
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 USB USB
再生する

準備：
• USB機器を本機の USB入力端子に接続しま
す（13ページ）。

• 再生可能な USB機器やファイルについては
71ページをご覧ください。

 ❏  USB機器を再生する
<Home>画面で［USB］を選び、<USB>操作
画面を表示すると、再生が始まります。

1 <Home>画面を表示中に［USB］
をタッチする

 ❏  <USB>操作画面の表示とボタン

1 2 3

4 6

5

7

<USB>操作画面
1 リピートモード表示（39ページ）
2 ファイル番号 /フォルダー内のファイル数

•  数字をタッチすると、再生中のフォルダー
のファイルリストが表示されます。

3 シャッフルモード表示（39ページ）
4 アルバムアートワーク（ファイルにアートワー
クがある場合）
• アルバムアートワークの表示 /非表示につ
いては 41ページをご覧ください。

5 フォルダー表示
• ［  ］/［  ］をタッチすると、前後
のフォルダーへ移動します。

6 ファイル情報
• タッチすると再生中のファイルの詳細情報
が表示されます。［  ］をタッチすると、
<USB>操作画面に戻ります。

7 プログレスバー・経過時間 /総再生時間表示
• プログレスバーの （ ） をドラッグすると、
ファイルの再生位置を移動できます。

操作ボタン
［  ］ 再生中のファイルの詳細情報を表示しま

す。
［S］ 
［T］

• 前 /次のファイルを選択します。
• タッチし続けると早戻しまたは早送り
します。

［W］* 一時停止します。
［I］* 再生を開始します。
［  ］ ファイル /フォルダーリストを表示します。

* 再生中は［W］が表示され、一時停止中は［I］が
表示されます。

 ❏ファイル /フォルダーリストからファイ
ルを選ぶ

• <USB>操作画面のファイル番号 /ファイル数
の表示をタッチして、ファイルリストを表示す
ることもできます（左段参照）。

1 ファイル /フォルダーリストを表示す
る
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USBUSB
2 フォルダーを選ぶ

最後に表示されたリストが表示されます。
• 再生中のファイルを含むフォルダーは、
フォルダー名の右端に  が表示されま
す。

• 再生中のファイルの <USB>操作画面に戻
るには、［再生中画面］をタッチします。

 3 聞きたいファイルを選ぶ

• 再生中のファイルにはファイル名の右端に 
 が表示されます。

• 上の階層のフォルダーに戻るには、［上の
フォルダー］をタッチします。

• 最上位のフォルダーに戻るには、［TOPフォ
ルダー］をタッチします。

• 再生中のファイルの <USB>操作画面に戻
るには、［再生中画面］をタッチします。

 ❏  再生モードを選ぶ
リピートモードまたはシャッフルモードが選べ
ます。
• リピートモードとシャッフルモードを同時に使
用することはできません。

• シャッフルモードでは 65535曲までシャッフ
ルできます。

1 メニューウィンドウを表示する
<USB>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

 2 再生モードを選ぶ

［  曲をリピー
ト］

再生中のファイルをくり
返し再生します。

［  リピート
フォルダー］

現在のフォルダーのすべ
てのファイルをくり返し
再生します。

［リピートオー
ル］

すべてのファイルをくり
返し再生します。

［  シャッフル］ すべてのファイルを
シャッフルして再生しま
す。

［シャッフルしない］シャッフルを解除しま
す。

• <USB>操作画面上のリピートモード表示
やシャッフルモードの表示をタッチして、
再生モードを選ぶこともできます（38
ページ）。
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USBUSB
 ❏  ファイルのイントロ部分を聞くーファイ
ルスキャン

ファイルスキャンをすると、各ファイルのイント
ロ部分を 10秒間再生します。

1 メニューウィンドウを表示する
<USB>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

2 ファイルスキャンを開始する
• フォルダー内のすべてのファイルをスキャ
ンするには、［  スキャンフォルダー］を
タッチします。

• USB機器のすべてのファイルをスキャンす
るには、［  スキャン］をタッチします。

  

3 スキャンを中止する

スキャンを中止したファイルが、ファイルの
はじめから再生されます。

 USB再生の設定をする
USB機器の設定をメニュー画面から変更できま
す。

 ❏   ほかの USB機器に切り替える
2台の USB機器を接続しているときは、切り替
えることができます。

1 メニューウィンドウを表示する
<USB>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

2 ［USB切替］を選ぶ

  

• タッチするたびに、USB機器が切り替わり
ます。
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 ❏  アートワークの表示 /表示を選ぶ
アートワークの表示 /非表示を設定します。

1 メニューウィンドウを表示する
<USB>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

 2 <USB設定 >画面を表示する

3  設定を変更する

  

［Off］ アートワークを表示しない。
［On］ アートワークを表示する。

 ❏再生中に<サウンド>を設定する
再生中にサウンドを設定できます。

1 メニューウィンドウを表示する
<USB>操作画面を表示中に  Menuボタ
ンをタッチします。

  

2 <サウンド設定 >画面を表示する

  

3 設定を変更する
サウンド設定の操作については 49～ 51
ページをご覧ください。
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ラジオーFM/AM・交通情報ラジオーFM/AM・交通情報
ラジオを聞く

 ❏  FM/AM放送を聞く

1 <Home>画面を表示中に［AM］
または［FM］をタッチする

 ❏<FM>/<AM>操作画面の表示とボタ
ン

 FM/AM

2

3

1

<FM>/<AM>操作画面
1 FM/AM表示
2 受信中の周波数
3 プリセットリスト

操作ボタン
Tune ［<］/［>］ 放送局を選局します。
［  放送局］ 放送局のリストを表示します

（43ページ）。 

 放送局を選局する
 ❏  放送局を選局する

<FM>または<AM>画面で自動/手動で放送局
を選局します。

放送局を手動で選局する
Tune［<］/［>］をくり返しタッチすると、周
波数が1ステップずつ変わります。

放送局を自動で選局する
スキャンが始まるまで、Tune［<］/［>］をタッ
チします。
スキャンが始まったら、指を離します。受信可能
な放送局が検索されると、自動的に止まります。
• 次の受信可能な放送局を探すには、もう一度

Tune［<］/［>］をタッチし続けます。
• スキャンを途中で停止するには、Tune［<］/［>］
をタッチします。
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ラジオーFM/AM・交通情報ラジオーFM/AM・交通情報
 ❏  放送局をリストから選ぶ
受信可能な放送局のリストから選べます。

1 <放送局リスト>画面を表示する

2 リストから放送局を選ぶ

• 放送局リストをアップデートするには、［更
新］をタッチします。 
 –  AMのみ：アップデート画面の［やめる］
をタッチすると、アップデートが中止さ
れます。

放送局を登録する

 ❏放送局を登録する
FM/AM放送局をそれぞれ6局まで登録できます。
• よく聞く放送局を任意のプリセットボタンに登
録することができます。

 1 登録したい放送局を選ぶ（42
ページ）

2 登録するプリセットボタンをピッと
鳴るまでタッチし続ける

（タッチし続ける）

手順1で選んだ放送局が、タッチし続けたプ
リセットボタンに登録され、周波数がボタン
名として表示されます。
すでに登録された放送局があるときは、上書
きされます。

3 手順1と手順2をくり返し、ほかの
放送局をプリセットする

 ❏プリセットした放送局を選ぶ
プリセットボタンをタッチすると、簡単にプリ
セットしてある放送局を選ぶことができます。
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ラジオーFM/AM・交通情報ラジオーFM/AM・交通情報

 サウンドを設定する
FM/AM放送受信中に、サウンドの設定をメ
ニュー画面から変更できます。

1 メニューウィンドウを表示する
<FM>または<AM>操作画面を表示中に 

 Menuボタンをタッチします。

  

2 <サウンド設定>画面を表示する

  

3 設定を変更する
サウンド設定の操作については49～51
ページをご覧ください。

 交通情報を確認する
交通情報を聞くことができます。
本機では1620kHzまたは1629kHzのいずれか
の周波数を自動的に受信します。
• 音楽やラジオなどを聞いているときには、モ
ニターパネルの  Homeボタンをタッチし、
<Home>画面を表示します。

1 <Home>画面表示中に［交通情報］
をタッチする

• ［終了］をタッチすると、交通情報を終了します。
• 受信状態が悪いときは、交通情報の受信を終了
し、前の画面に戻ります。
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 Bluetoothオーディオ Bluetoothオーディオ
 再生する
準備：再生するBluetooth機器を本機に登録/
接続します（14ページ、15ページ）。
• お使いのBluetooth機器によってはご利用に
なれない機能があります。

 ❏  Bluetooth機器のファイルを再生す
る

1 <Home>画面表示中に
［Bluetoothオーディオ］をタッチ
する

 ❏  <Bluetoothオーディオ>操作画面の
表示とボタン

接続しているBluetooth機器のファイル再生操作
をします。
• 接続した機器によって表示されるボタンや情報
は異なります。

1 2 3

4

5

<Bluetoothオーディオ>操作画面
1 リピートモード表示（46ページ）*1

2 ファイル番号/合計ファイル数
3 シャッフルモード表示（46ページ）*1

4 ファイル情報*2

• タッチすると再生中のファイルの詳細情報
が表示されます。［  ］をタッチすると、
<Bluetoothオーディオ>操作画面に戻り
ます。

5 プログレスバー・経過時間/総再生時間表示

操作ボタン
［  ］*2 再生中のファイルの詳細情報を

表示します。
［S］ ［T］*1 • 前/次のファイルを選択しま

す。
• タッチし続けると早戻しまた
は早送りします。

 

［I］ 再生を開始します。
［W］ 一時停止します。

*1 接続機器が対応していない場合は使用できませ
ん。

*2 AVRCP 1.0の場合はファイル情報を表示しま
せん。

 ❏  再生モードを選ぶ
リピートモードまたはシャッフルモードが選べ
ます。

 1 メニューウィンドウを表示する
<Bluetoothオーディオ>操作画面を表示中
に  Menuボタンをタッチします。
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BluetoothオーディオBluetoothオーディオ
 2 再生モードを選ぶ

［ 曲をリピート］再生中のファイルをく
り返し再生します。

［リピートオール］ すべてのファイルをく
り返し再生します。

［ シャッフル］ すべてのファイルを
シャッフルして再生し
ます。

［シャッフルしな
い］

シャッフルを解除しま
す。

• <Bluetoothオーディオ>操作画面上のリピー
トモード表示やシャッフルモードの表示をタッ
チして、再生モードを選ぶこともできます
（45ページ）。

 ❏  ファイルのイントロ部分を聞く ̶ 
ファイルスキャン

ファイルスキャンをすると、各ファイルのイント
ロ部分を10秒間再生します。

1 メニューウィンドウを表示する
<Bluetoothオーディオ>操作画面を表示中
に  Menuボタンをタッチします。

  

2 ファイルスキャンを開始する

  

3 スキャンを中止する

スキャンを中止したファイルが、ファイルの
はじめから再生されます。

Bluetooth機器再生の設定を
する

Bluetooth機器の設定をメニュー画面から変更で
きます。

 ❏ほかのBluetooth機器に切り替える
2つのBluetooth機器が登録されている場合は、
どちらかのBluetooth機器に切り替えられます。

1 メニューウィンドウを表示する
<Bluetoothオーディオ>操作画面を表示中
に  Menuボタンをタッチします。

2 <接続機器切替>設定画面を表示する
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BluetoothオーディオBluetoothオーディオ

3 接続機器の［ ］を選ぶ（53ペー
ジ）

確認画面が表示されます。［はい］をタッチし、
決定します。

 ❏  Bluetooth機器の設定をする

1 メニューウィンドウを表示する
<Bluetoothオーディオ>操作画面を表示中
に  Menuボタンをタッチします。

  

2 ［Bluetooth設定］を選ぶ

  

3 設定を変更する

• Bluetooth設定については53ページをご
覧ください。

 ❏再生中に<サウンド>を設定する
再生中にサウンドを設定できます。

1 メニューウィンドウを表示する
<Bluetoothオーディオ>操作画面を表示中
に  Menuボタンをタッチします。 

2 <サウンド設定>画面を表示する

3 設定を変更する
サウンド設定の操作については49～51
ページをご覧ください。
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 ステアリングで操作をする ステアリングで操作をする
ステアリングのボタンで操作をします。
• ステアリングによってボタンの種類、形状や、
その位置が異なります。

タイプ A

  

タイプ B

  

∧

MODE

+

－

∧

タイプ C

  

1 音量ボタン/スイッチ
 音量を調節します。
2 タイプA/B/C：MODEボタン
タイプD：SOURCEボタン
• 音源を選びます。
• 押し続けると音源が再生/停止します。 

3  ボタン
 音声認識機能で使用します。

• 本機での音声認識機能は19ページをご覧
ください。

• Bluetoothインターフェースでの音声認識
機能は20ページをご覧ください。

• CarPlayでの音声認識機能は22ページを
ご覧ください。

• Android Autoでの音声認識機能は24
ページをご覧ください。

4 通話ボタン
 電話を受けます。
5 終話ボタン
 通話を終了します。または着信を拒否します。
6 選局（曲）・操作ボタン

• 押すと曲またはファイルおよび放送局が選
べます。

• 押し続けると曲またはファイルの早戻し/早
送り、または放送局の検索を行います。

7 カメラボタン
• マルチアラウンドモニタービューを表示し
ます（18ページ）。

タイプ D
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 各種の設定をする 各種の設定をする
 サウンドを設定する

<サウンド>設定画面で再生音源のサウンドの設
定ができます。

1 <設定>画面を表示する
<Home>画面を表示中に［設定］をタッチしま
す。

 2 <サウンド>設定画面を表示し（1）、
設定項目を選ぶ（2）
• ［サウンド］メニュータブが表示されない
ときは、［<<］/［>>］をくり返しタッチ
します。

*

• すべての<サウンド>設定を初期化したい
ときは、［初期化］をタッチします。確認
画面が表示されます。［はい］をタッチし
ます。

* プレミアムオーディオシステム搭載車のみ［サ
ラウンド］が表示されます。

3 選んだ設定項目を調節する
• <サウンド>設定画面のタブをタッチして
項目を選ぶこともできます。

 ❏  トーンコントロールを設定する
トレブル（高音）/ミドル（中音）/バス（低音）/
パンチ*の調節ができます。

1 <サウンド>設定画面で［トーン］
を選ぶ（左段参照）

2 各音質を調節する

*

• ［+］で数値を上げ、［–］で下げます。
• すべての<トーン>の設定を元に戻すには、
［初期化］をタッチします。

*  プレミアムオーディオシステム搭載車のみ
<パンチ>の調節ができます。

 ❏  バランス /フェーダーを設定する
前/後スピーカーと右/左スピーカーの出力バラ
ンスを設定します。

1 <サウンド>設定画面で［フェーダー
/バランス］を選ぶ（左段参照）

2 バランスを設定する
• ［J］/［K］をタッチして前スピーカーと
後スピーカーの出力バランス（フェーダー）
を調節します。

• ［H］/［I］をタッチして右スピーカーと
左スピーカーの出力バランス（バランス）
を調節します。

• カーソル（ ）をドラッグして調節するこ
ともできます。

• <フェーダー /バランス>の設定を元に戻
すには、［初期化］をタッチします。
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各種の設定をする各種の設定をする
 ❏  ミュージックタイプを選ぶ
再生中のファイルや曲にあったミュージックタ
イプを選びます。

1 <サウンド>設定画面で［ミュージッ
クタイプ］を選ぶ（49ページ）

2 再生中のファイルや曲に合った
ミュージックタイプを選ぶ

 ❏  サラウンドを設定する（プレミアム
オーディオシステム搭載車のみ）

プレミアムオーディオシステム搭載車の場合は
サラウンドをオンにしてリスニングポジション
を選びます。

1 <サウンド>設定画面で［サラウン
ド］を選ぶ（49ページ）

2 サラウンド設定を変更する

 <サラウンド> サラウンドの種類を設定し
ます。
• ［Off］（初期設定）：サラ
ウンド機能をオフにしま
す。

• ［dts Neural 
Surround］*

• ［PremiDIA WIDE］*
<リスニングポ
ジション>

音場の中心位置を設定しま
す。
• ［ドライバー］：運転手だ
けしか乗っていない場合
に選びます。

• ［フロント］（初期設定）：
助手席にも人が乗ってい
る場合に選びます。

• ［オール］：前／後シート
にも人が乗っている場合
に選びます。

• <サラウンド>の設定を元に戻すには、［初
期化］をタッチします。

* この機能は音源がラジオのときは無効になりま
す。
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各種の設定をする各種の設定をする
 ❏  その他の音声 /音量を調節する
車速連動音量やPremiDIA HD、DOLBY VOLUME
の設定をします。

1 <サウンド>設定画面で［その他］
を選ぶ（49ページ）

2 サラウンド設定を変更する
• プレミアムオーディオシステム搭載車の場
合：

• プレミアムオーディオシステム非搭載車の
場合：

 <車速連動音
量>

走行中の車速に合わせて自動
で音量を調節するレベルを選
びます。
• ［弱］ / ［中］（初期設定） / 
［強］

• ［Off］：この機能を使用し
ないときに選びます。

<PremiDIA 
HD>*

圧縮音声補正レベルを選びま
す。
• ［低］ / ［高］
• ［Off］（初期設定）：この機
能を使用しないときに選び
ます。

<DOLBY 
VOLUME>*

自動音量調節レベルを選びま
す。
• ［低］ / ［中］ / ［高］
• ［Off］（初期設定）：この機
能を使用しないときに選び
ます。

• <その他>の設定を元に戻すには、［初期化］
をタッチします。

* プレミアムオーディオシステム搭載車のみ表
示されます。

 設定を初期化する
 本機の設定をお買い上げ時の設定に戻します。

1 <設定>画面を表示する
<Home>画面を表示中に［設定］をタッチ
します。

 2 <システム>設定画面を表示し（1）、
［システム初期化］を選ぶ（2）

• ［システム］メニュータブが表示されない
ときは［<<］/［>>］をタッチします。

確認画面が表示されます。［はい］をタッチし、
決定します。もう一度確認画面が表示されま
すので［はい］をタッチしてください。
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各種の設定をする各種の設定をする

 各種の設定を変更する
<設定>画面で各種の設定ができます。

1 <設定>画面を表示する
<Home>画面を表示中に［設定］をタッチ
します。

 2 メニュータブを選んで（1）、項目
を選ぶ（2）
• 使いたいメニュータブが表示されないとき
は、メニュータブが表示されるまで［<<］
/［>>］をくり返しタッチします。

 ❏  <サウンド>設定画面
音源のサウンドを調節します。
• 設定方法について、詳しくは49～ 51ペー
ジをご覧ください。

 ❏<輝度・コントラスト>設定画面
画面の明るさとコントラストを調節します。

<輝度>
画面の明るさを調節します。
• -5～ +5（初期設定：+3<昼画面>/+2<夜画
面>）

<コントラスト>
画面のコントラストを調節します。
• -5～ +5（初期設定：0）

• <輝度・コントラスト>の設定を元に戻すには
［初期化］をタッチします。
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各種の設定をする各種の設定をする
 ❏  <システム>設定画面
本機の動作の設定を変更します。

 <操作音>
操作音をオン/オフにします。
• Off/On（初期設定）
<テロップ表示時間>
テロップの表示時間を選びます。
• 3 秒（初期設定）/7 秒/10 秒
<音声ガイダンス音量>
音声ガイダンスの音量を調節します。
• ほかの<設定>画面の音声ガイダンス音量も一
緒に変わりますので、ご注意ください。

• 0～ 11（初期設定：6）

 ❏<情報>画面
本機の情報を表示します。

<バージョン情報>
バージョンを表示します。
<オープンソースライセンス>
• ［表示］をタッチすると、オープンソースライ
センスの詳細が表示されます。
 – オープンソースライセンス詳細表示画面を消
すには、［  ］をタッチします。

 

 ❏  <Bluetooth>設定画面
Bluetoothの登録・接続、その他の基本操作の設
定を行います。
• 詳しくは13～ 16ページをご覧ください。
• 各音源の操作画面上部のBluetoothマーク（  ）
をタッチして<Bluetooth>設定画面を表示す
ることもできます。

［  ］/［  ］
Bluetooth機器を電話またはオーディオプレーヤー
のどちらとして使うかを設定します。
 <新規登録>
ペアリングを開始します。
<本体機器詳細>
Bluetooth機器の詳細情報を表示します。
• パスキーの変更もこの画面から行います。
<自動接続の設定>
<自動接続>を設定します。 
• Off / On（初期設定）
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各種の設定をする各種の設定をする
 ❏  <電話機能>設定画面
電話の操作設定をします。
• 詳しくは32～33ページをご覧ください。

<通話・着信 /発信音量>
電話の音量を調節します。 
• 0～ 11（初期設定：6）
 <自動応答>
自動応答をするかしないかを設定します。
•  Off（初期設定）/On
<着信画面サイズ>
受信画面の大きさを選びます。
• 全画面（初期設定）/小画面
<電話機能ロック>
電話のロックをオン/オフにします。
• この機能は携帯電話がBluetooth接続されてい
るときのみご利用になれます。

•  Off（初期設定）/On

 ❏  <音声認識>設定画面
本機の音声認識の設定をします。

<トークバック>
本機の音声認識機能で、トークバック機能を使用
するかしないかを設定します。
•  Off/On（初期設定）
<声を覚えさせる>
本機の音声認識機能の認識率を上げるために学
習させることができます。
• 手動：よりよく声を認識するようにボイスコマ
ンドを学習させます。
 –［手動］をタッチすると、確認画面が表示さ
れます。［はい］をタッチします。メッセー
ジ画面が表示されたら、［開始］をタッチし
てボイスコマンドを学習させます。

 – 学習は安全な場所に停車してから行ってくだ
さい。

• 自動 （初期設定）：ボイスコマンドを使用する
ごとに本機が自動で学習していきます。

<音声ガイダンス音量>
音声ガイダンスの音量を調節します。
• ほかの<設定>画面の音声ガイダンス音量も一
緒に変わりますので、ご注意ください。

• 0～ 11（初期設定：6）

 ❏  <iPod>設定画面
iPod/iPhoneの設定をします。
• この機能は iPod/iPhoneがUSB端子に接続さ
れているときにのみご利用になれます。

• 詳しくは36ページをご覧ください。

 <アートワーク表示>
iPod/iPhoneのアートワークの表示/非表示を設
定します。
• Off / On（初期設定）
<Audiobook読み上げ>
Audiobookの読み上げ速度を選びます。
• ゆっくり／普通（初期設定）／早い
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各種の設定をする各種の設定をする
 ❏  <USB>設定画面

USB機器の再生の設定をします。
• 詳しくは41ページをご覧ください。

 <アートワーク表示>
USB機器のアートワークを表示/非表示します。
• Off / On（初期設定）

 ❏  <時計>設定画面
日付と時刻を設定して、表示される時計のデザイ
ンを決めます。 
• 詳しくは10～ 11ページをご覧ください。
• 各音源の操作画面上部の時刻表示をタッチして

<時計>設定画面を表示することもできます。

<自動>
GPS信号を使って日付と時刻を合わせます。 
• オフ/オン（初期設定）
 <手動>
日付と時刻を手動で設定します。
•  オフ（初期設定）/オン
<12H/24H表示切替>
12時間/24時間表示の設定をします。
• 12H / 24H（初期設定）
<年月日表示 /時計画面選択>
年月日の表示方法と時計の表示タイプを設定し
ます。

 ❏<ETC>設定画面
ETC車載器を搭載している車両のみ表示されま
す。
• 詳しくは69ページをご覧ください。

<ETC通過音>
ETCゲートを通過時に音でお知らせする設定をし
ます。
• Off / On（初期設定）
 <ETCカード挿入案内音>
ETCカードが正しく挿入されたかどうかを音でお
知らせする設定をします。
• Off / On（初期設定）
<音声ガイダンス音量>
音声ガイダンスの音量を調節します。 
• ほかの<設定>画面の音声ガイダンス音量も一
緒に変わりますので、ご注意ください。

• 0～ 11（初期設定：6）

• 音声ガイダンス音量を「0」から「5」 に設定し
ているときでもエラー音声に関しては、案内音
量「6」にて音声案内します。
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各種の設定をする各種の設定をする
 ❏  <エネルギーモニター >設定画面
プラグインハイブリッド車のみ：<Charge>グ
ラフのピーク表示および回生積算量上限値の設
定をします。
• 詳しくは57ページをご覧ください。

<ピークホールド>
その時点までの<Charge>グラフの瞬間最大値
を表示します。
• Off / On （初期設定）
 <リセットタイミング>
ピークホールドのリセットタイミングを設定し
ます（<ピークホールド>が［On］のときのみ）。
• Power Off（初期設定）/発進
<積算量表示上限>
<積算量>グラフの表示上限値を選びます。
• 3 kWh / 6 kWh （初期設定）/ 12 kWh

• ［ピークホールドとは？］をタッチすると、本
設定の説明が表示されます。
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 車両情報を確認する
以下の情報が確認できます。ご利用になれる機能
は車種により異なります。
• プラグインハイブリッド車

 – エネルギーモニター
 – エネルギーフロー
 – エコ情報
 – 履歴情報

• ガソリン車
 – 燃費情報
 – エコ情報（アイドリングストップ搭載車のみ）
 – 履歴情報

 ❏  プラグインハイブリッド車
エネルギー消費量を確認する ー［エネルギーモ
ニター］
瞬間的なモーターの出力/回生量を半円形のグラ
フで表示します。

1 <Home>画面を表示中に［走行情
報］をタッチする

2 <エネルギーモニター >画面を表示
する
• ［エネルギーモニター］メニュータブが表
示されないときは［<<］/［>>］をタッチ
します。

<EV Power> 瞬間消費電力を表示します。
<瞬間燃費> 瞬間燃費を表示します。
<Charge> 瞬間回生量を表示します。

• 回生ブレーキによる充電量で
す。

<積算量> 回生量の積算を表示します。

画面の操作ボタン
［機能の説
明］

機能の説明が表示されます。
画面を閉じるには、［  ］ をタッ
チします。

［積算量リ
セット］

回生量の積算をリセットします。
リセットするかどうかの確認画面
が表示されます。リセットすると
きは［はい］、中止するときは［い
いえ］をタッチします。

［設定変更］ <Charge>のグラフの表示形式
と<積算量>の表示上限を設定し
ます（58ページ）。

メニューウィンドウから設定メニューを表示す
る

1 メニューウィンドウを表示する
<エネルギーモニター >画面を表示中に 

 Menuボタンをタッチします。

  

2 設定メニューを選ぶ

  

<エネルギーモニター >設定画面が表示され
ます（56ページ）。
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<ピークホール
ド>

その時点までの<Charge>グ
ラフの瞬間最大値を表示しま
す。
• On （初期設定）：瞬間最大値
を表示します。

• Off：瞬間最大値を表示しま
せん。

<リセットタイ
ミング>

ピークホールドのリセットタイ
ミングを設定します（<ピーク
ホールド>が［On］のときのみ）。
• ［Power Off］（初期設定）：
車のパワースイッチを「OFF」
または「ACC」にすると、リ
セットされます。

• ［発進］：車両が発進すると、
リセットされます。

 <積算量表示上
限>

<積算量>グラフの表示上限値
を選びます。
• 3 kWh / 6 kWh （初期設定）

/ 12 kWh
• ［ピークホールドとは？］をタッチすると、本
設定の説明が表示されます。

エネルギーフローを確認する ̶ ［エネルギーフ
ロー］
エネルギーの消費/回生のフローを確認できます。

1 <Home>画面を表示中に［走行情
報］をタッチする

2 <エネルギーフロー >画面を表示す
る

［エネルギーフロー］メニュータブが表示されな
いときは［<<］/［>>］をタッチします。

21

5 763 4 4

<エネルギーフロー >画面の表示
1 電力のみで走行可能な距離
2 電力とガソリンで走行可能な距離
3 エンジン状況の表示
4 エネルギーの流動表示

• 走行状態によって表示する場所、流れる方
向、色が変わります。

5 前輪駆動の状態
6 バッテリー許容量表示（16ステップ）
7 後輪駆動の状態

<エネルギーフロー >画面の表示についての詳細
• 電力で走行中：

• ガソリンで走行中：

 – 実際の走行は4輪駆動 (4WD)です。
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• 電力とガソリンで走行中：

• エンジンを使って充電中：

• 回生ブレーキ使用中：

 

エネルギー消費量を確認する̶［エコ情報］
走行中のエコ情報（平均燃費/平均電費）を確認
できます。

1 <Home>画面を表示中に［走行情
報］をタッチする

2 <エコ情報>画面を表示する
• ［エコ情報］メニュータブが表示されない
ときは［<<］/［>>］をタッチします。

<EV走行比率>：電気エネルギーのみで走行し
た比率が表示されます。

［走行情報
リセット］

平均燃費/平均電費および履歴情報
データをリセットします。リセット
するかどうかの確認画面が表示され
ます。リセットするときは［はい］、
中止するときは［いいえ］をタッチ
します。

［オート
リセット 
モード］*

オートリセットモードの設定をしま
す。確認画面が表示されたら、［適
用］をタッチします。ボタンのイン
ジケーターが点灯します（オートリ
セットモード）。
• オートリセットモード時は、車の
パワースイッチを「OFF」にして
から4時間が経過すると、平均燃
費/平均電費データが自動的にリ
セットされます。

• 手動でリセットするときは、［適
用しない］をタッチします。マニュ
アルリセットが実行され、平均燃
費/ 平均電費データがリセットさ
れます。

* オートリセットモード、マニュアルリセット
モードは、メーターと設定を共有しています。
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ガソリンおよび電気消費量を確認する ̶ ［履歴
情報］
長期または短期での燃費と電費を確認できます。

1 <Home>画面を表示中に［走行情
報］をタッチする

2 <履歴情報>画面を表示する
• ［履歴情報］メニュータブが表示されない
ときは［<<］/［>>］をタッチします。

［燃費］ 燃費情報を長期履歴と短期履歴で
表示します。

［電費］ 電費情報を長期履歴と短期履歴で
表示します。

［電力］ 走行とエアコンに使われた消費電
力量を長期履歴と短期履歴で表示
します。
• 回生電力量も表示されます。

• グラフ上の［長期］または［短期］をタッチす
ることにより、燃費、電費、電力の情報を長期
履歴と短期履歴に切り替えることができます。

［走行情報
リセット］

平均燃費/平均電費および履歴情
報データをリセットします。リ
セットするかどうかの確認画面が
表示されます。リセットするとき
は［はい］、中止するときは［い
いえ］をタッチします。

［オート
リセット
モード］*

オートリセットモードの設定をし
ます。確認画面が表示されたら、
［適用］をタッチします。ボタン
のインジケーターが点灯します
（オートリセットモード）。
• オートリセットモード時は、車
のパワースイッチを「OFF」に
してから4時間が経過すると、
平均燃費/平均電費データが自
動的にリセットされます。

• 手動でリセットするときは、［適
用しない］をタッチします。マ
ニュアルリセットが実行され、
平均燃費/平均電費データがリ
セットされます。

* オートリセットモード、マニュアルリセット
モードは、メーターと設定を共有しています。

<履歴情報>画面の表示についての詳細
• 長期履歴は、車のパワースイッチがオンになっ
てからオフになるまでの情報を記録し、表示し
ます。

• 短期履歴は、5分毎の情報を記録し、表示します。
車のパワースイッチを「ON」にしてから５分
以内に「OFF」にしたときは、その時の情報は
履歴には表示されません。

<燃費> 履歴
• 長期履歴

• 短期履歴
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<電費> 履歴
• 長期履歴

• 短期履歴

<電力> 履歴
• 長期履歴

• 短期履歴

 ❏  ガソリン車
燃費を確認する ̶ ［燃費情報］
瞬間燃費と平均燃費を確認できます。

1 <Home>画面を表示中に［走行情
報］をタッチする

2 <燃費情報>画面を表示する
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［平均燃費
リセット］

平均燃費データをリセットしま
す。リセットするかどうかの確
認画面が表示されます。リセッ
トするときは［はい］、中止す
るときは［いいえ］をタッチし
ます。

［オートリセッ
ト モード］*

オートリセットモードの設定を
します。確認画面が表示された
ら、［適用］をタッチします。ボ
タンのインジケーターが点灯し
ます（オートリセットモード）。
• オートリセットモード時は、
車のパワースイッチを「OFF」
にしてから4時間が経過する
と、平均燃費データが自動的
にリセットされます。

• 手動でリセットするときは、
［適用しない］をタッチします。
マニュアルリセットが実行さ
れ、平均燃費データがリセッ
トされます。

* オートリセットモード、マニュアルリセット
モードは、メーターと設定を共有しています。

エコ情報を確認する ̶ ［エコ情報］
エコ運転情報を確認できます。
• この機能は、アイドリングストップ機能搭載車
のみご利用になれます。

1 <Home>画面を表示中に［走行情
報］をタッチする

2 <エコ情報>画面を表示する
• 表示される画面は車種によって異なります。誤
操作をしないように車両タイプを確認してくだ
さい。

アイドリングストップ機能非搭載車の場合：

エコドライブスコア機能とアイドリングス
トップ機能搭載車の場合：

アイドリングストップ機能のみの搭載車の場
合：

<エコドライブ
スコア>*1

アクセルやブレーキの踏みか
たを採点します。星マークが多
いほど、より経済的な運転をし
ています。

<エンジン始
動ー停止　アイ
ドリングストッ
プ時間>

エンジンを始動してから現在
までのアイドリングストップを
使用した時間です。

<累積アイドリ
ングストップ時
間>

各走行情報がリセットされてか
ら今までのアイドリングストッ
プを使用した時間の累積です。

• ［ドライブスコアとは？］をタッチすると、ド
ライブスコアの説明が表示されます。
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*1 エコドライブスコアでは、エンジン始動からパワ
ースイッチを「OFF」にするまでの間の運転を
採点します。採点結果は、メーターに表示される
ECOスコアとは異なります。

燃費を確認する ̶ ［履歴情報］
長期または短期での燃費およびドライブスコア
の履歴を確認できます。

1 <Home>画面を表示中に［走行情
報］をタッチする

2 <履歴情報>画面を表示する

例：燃費短期の履歴

［燃費短期］ 車のイグニッションが「ON」の
状態のときの短期（5分ごと）の
燃費を表示します。

［燃費長期］ 車のイグニッション「ON」から
「OFF」までの間の燃費を長期で
表示します。

［ドライブス
コア］*2

ドライブスコアの履歴を表示しま
す。
• ［ドライブスコアとは？］をタッ
チすると、ドライブスコアの説
明が表示されます。

*2 この機能の搭載されていない車種では表示され
ません。

 充電料金を確認する
バッテリーの充電料金を確認します。
はじめてお使いのときは、充電料金の履歴はグラ
フには表示されません。手順2と手順3へ進み、
電気料金を設定してください。
• この機能はプラグインハイブリッド車でのみ
ご利用になれます。

1 <Home>画面を表示中に［充電料
金］をタッチする

［長期履歴］または［短期履歴］を選ぶ

短期履歴

2

1

1 直前の充電料金
2 今月の合計充電料金
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長期履歴

• ［履歴リセット］をタッチすると、すべて
の履歴がリセットされます。

• ［充電料金とは？］をタッチすると、充電
料金の説明が表示されます。

• 電気料金を設定後に、［料金］をタッチす
ると、過去12ヶ月間の充電料金が確認で
きます。

2 ［料金単価入力］をタッチする

3 kWhごとの電気代を入力する 

• 数字の入力を間違えたときは、［  ］を
タッチします。最後に入力した数字が消去
されます。

金額を入力すると、以下が確認できるようになり
ます。 
• ［長期履歴］画面では、［料金］をタッチすると
過去12カ月間の充電料金が確認できます。

• ［短期履歴］画面では、毎回の充電料金および、
その月の合計充電料金が確認できます。また、
毎日の充電料金がグラフでも確認できます。

 エアコンの情報を確認する
現在のエアコン設定と車外温度を確認できます。
• 車種によっては、この機能はご利用になれません。
• 車種によってエアコンの情報画面が異なりま
す。以下の画面はその一例です。

1 <Home>画面を表示中に［エアコ
ン］をタッチする

2

5 643 7 8 9 p

q

1 1

1 エアコン送風表示
上半身に送風/足元に送風/ウィンドウガラス
に送風

2 外気導入/内気循環表示
3 エアコン表示
 エアコンがオンのときに表示されます。
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4 フロントデフロスター表示
 フロントデフロスターがオンのときに表示さ
れます。

5 リヤデフォッガー表示
 リヤデフォッガーがオンのときに表示されま
す。

6 助手席側エアコンの設定温度表示
7 AUTO表示
エアコンがAUTOに設定されているときに表
示されます。

8 DUAL表示
左右独立の温度設定時に表示されます。助手
席側と運転席側で別々の温度設定ができます。

9 運転席側エアコンの設定温度表示
p 風量表示
q 外気温度表示

エアコンを操作すると、情報画面が一時的に表示
されます。

例：＜ iPod＞操作画面

 車両の現在位置を確認する
車両の現在位置と電波を受信しているGPS衛星
の数を確認できます。

1 <Home>画面を表示中に［GPS］
をタッチする
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 車両設定をする̶ETACS

<車両設定>画面で、以下の機能を設定します（車
種・装備によっては利用できない機能、画面、ボ
タンがあります）。

• キーレスエントリーシステムまたはキーレスオ
ペレーション（車種・装備によって、どちらか
が表示されます。）

• ワイパー
• ライト
• 警告音（セキュリティアラーム）
• 方向指示灯
• ドア解錠/施錠
• エアコン
• その他

1 <Home>画面を表示中に［車両設
定］をタッチする

2 設定したい機能を選択する
• 設定したい機能が表示されないときは
［<<］/［>>］をタッチします。

機能名と現在の設定値が表示されます。 
（例：<キーレスエントリー >画面）

3 設定したい項目を選んで（1）、設
定画面を表示する（2）

• ［説明］をタッチすると、機能の説明が表示さ
れます。

• 設定をリセットするときは、［初期化］をタッ
チします。リセットするかどうかの確認画面
が表示されます。リセットするときは［はい］、
中止するときは［いいえ］をタッチします。

4 設定を選んで（①）決定する（②）

変更できる設定値のリストが画面に表示され
ます。

• 各設定項目の詳細は車両の取扱説明書をご
覧ください。
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 エアコンタイマーを設定する
タイマーを5パターンまで設定できます。
• この機能は、三菱リモートコントロール
（MITSUBISHI REMOTE CONTROL）搭載のプ
ラグインハイブリッド車のみでご利用になれま
す。

• 運転中は設定できません。

タイマーを設定する

1 <Home>画面を表示中に［プレ空
調］をタッチする

2 設定したいタイマーを選ぶ

• ［プレ空調とは?］をタッチすると、この機
能の説明が表示されます。

• 使用中のエアコン（冷房/暖房/デフロス
ター）が画面で確認できます。エアコンの
タイプをタッチして設定を変更できます
（電気温水式ヒーター搭載車以外の車両で
は［暖房］および［デフロスター］は表示
されません）。

• すべてのタイマーをリセットするには、
［オールリセット］をタッチします。リセッ
トするかどうかの確認画面が表示されま
す。リセットするときは［はい］、中止す
るときは［いいえ］をタッチします。

3 タイマーを設定する
• 曜日 (1)、開始時刻 (2)、作動時間 (3)を選
び、決定 (4)します。

• 選択中のタイマーをリセットするには、［リ
セット］をタッチします。リセットするか
どうかの確認画面が表示されます。リセッ
トするときは［はい］、中止するときは［い
いえ］をタッチします。

4 手順2と手順3をくり返し、ほかの
タイマーを設定する

タイマーをオンにする
本機の時計または接続機器の時計でタイマーは
作動します。タイマーの設定によっては思わぬ時
間に作動することがあります。

1 <Home>画面を表示中に［プレ空
調］をタッチする

2 使いたいタイマーをオンにする

• タイマーを解除するには、［Off］をタッチ
します。
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 充電タイマーを設定する
タイマーを5パターンまで設定できます。
• この機能は、三菱リモートコントロール
（MITSUBISHI REMOTE CONTROL）搭載のプ
ラグインハイブリッド車のみでご利用になれま
す。

• 運転中は設定できません。

タイマーを設定する

1 <Home>画面を表示中に［タイマー
充電］をタッチする

2 設定したいタイマーを選ぶ

• ［タイマー充電とは?］をタッチすると、こ
の機能の説明が表示されます。

• すべてのタイマーをリセットするには、
［オールリセット］をタッチします。リセッ
トするかどうかの確認画面が表示されま
す。リセットするときは［はい］、中止す
るときは［いいえ］をタッチします。

3 タイマーを設定する
• 曜日 (① )、開始時刻 (② )、終了時間 (③ )を
選び、決定 (④ )します。

*

* 設定された充電時間は、ここに表示されま
す。

• フル充電するには、<フル充電>で［On］
をタッチします。［On］選択時は、設定さ
れている終了時刻に関係なくフル充電する
まで終了しません。

• 選択中のタイマーをリセットするには、［リ
セット］をタッチします。リセットするか
どうかの確認画面が表示されます。リセッ
トするときは［はい］、中止するときは［い
いえ］をタッチします。

4 手順2と手順3をくり返し、ほかの
タイマーを設定する

タイマーをオンにする
本機の時計または接続機器の時計でタイマーは
作動します。タイマーの設定によっては思わぬ時
間に作動することがあります。

1 <Home>画面を表示中に［タイマー
充電］をタッチする

2 使いたいタイマーをオンにする

• タイマーを解除するには、［Off］をタッチ
します。

JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   68JP_LinkDisplayAudio_DOM.indb   68 2018/03/12   17:402018/03/12   17:40



69

 ETC ETC
ETC車載器が搭載されているときは、以下の機能
がお使いになれます。

 ETCの情報を見る
ETC 利用履歴（日時、乗り降りしたインターチェ
ンジ、料金など）と車載器情報を見ることができ
ます。

1 <Home>画面を表示中に［ETC］
をタッチする

利用履歴を見る

• 履歴リストの続きを確認するには、［  ］/
［  ］、［  ］/［  ］やスクロールバーで画
面をスクロールします。

車載器登録情報を見る
［車載器登録情報］をタッチすると、搭載し
ている ETC機器の登録情報や ETCカードの
有効期限などが確認できます。

 ETCを設定する
ETCに関する案内音声などの設定をします。
<ETC>画面を表示中に、メニューで変更するこ
とができます。

1 メニューウインドウを表示する
<ETC>画面を表示中に  Menuボタンを
タッチします。

2 <ETC設定 >画面を表示する

  

設定画面が表示されます。
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 ETC ETC
3 変更する

  

<ETC通過音 > ETCゲートを通過時に音で
お知らせする設定をします。
• ［Off］：音で通知をしませ
ん。

• ［On］：音で通知をします。
<ETCカード
挿入案内音 >

ETCカードが正しく挿入さ
れたかどうかを音でお知ら
せする設定をします。
• ［Off］：音で通知をしませ
ん。

• ［On］：音で通知をします。
<音声ガイダ
ンス音量 >

音声ガイダンスの音量を調
節します。
• ほかの <設定 >画面の音
声ガイダンス音量も一緒
に変わりますので、ご注
意ください。

• 0~11
• 音声ガイダンス音量を「0」から「5」 に
設定しているときでもエラー音声に関して
は、案内音量「6」にて音声案内します。
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お手入れについて

 ❏掃除の仕かたについての注意
ベンジン、またはシンナー、帯電防止剤、その他
の化学薬品を使って本機を拭かないでください。
画面を傷つけるおそれがあります。

掃除の仕かた
乾いたやわらかい布で、タッチパネルやモニター
パネルを軽く拭いてください。

 ❏結露について
以下の環境では、本機内に結露が生じるおそれが
あります。
• 車内のヒーターをつけた場合
• 車内の湿度が急激に上がった場合
結露は誤作動の原因となります。結露がなくなる
まで数時間、本機の電源をオンにしておいてくだ
さい。

その他の情報
 ❏  Androidスマートフォンについて

• 本機の電源をオンにするとUSB入力端子に接
続しているAndroidスマートフォンが充電さ
れます。

• 万一の消失に備えて、Androidスマートフォ
ンに保存されている大切なデータは必ずパック
アップをとっておいてください。

• 運転の妨げになる場合は使用しないでください。

• 本機の対応Androidスマートフォンについては
http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.
com/cs/bt/index.php?lang=japaneseをご覧
ください。

 ❏  iPod/iPhoneについて
• 本機では以下の iPod/iPhoneが利用できます。

 – iPhoneの対応モデルについての最新情報は
<http://www.iopinfo-sda.
mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.
php?lang=japanese>をご覧ください。

 Made for
 – iPod classic
 – iPod nano （7th Generation）
 – iPod nano （6th Generation）
 – iPod nano （5th Generation）
 – iPod nano （4th Generation）
 – iPod nano （3rd Generation）
 – iPod nano （2nd Generation）
 – iPod touch (6th Generation)
 – iPod touch （5th Generation）
 – iPod touch （4th Generation）
 – iPod touch （3rd Generation）
 – iPod touch （2nd Generation）
 – iPod touch （1st Generation）
 – iPhone 6s Plus
 – iPhone 6s
 – iPhone 6 Plus
 – iPhone 6
 – iPhone 5s
 – iPhone 5c
 – iPhone 5
 – iPhone 4s

 – iPhone 4
 – iPhone 3GS
 – iPhone 3G

• iPod/iPhoneのモデルによっては、操作中に動
作が不安定になる場合があります。その場合は、
iPod/iPhoneの接続を解除して、接続状態を確
認してください。
動作が改善されなかったり遅い場合は、iPod/
iPhoneをリセットしてください。

• 本機の電源をオンにするとUSB入力端子に接
続している iPod/iPhoneは充電されます。

• テキスト情報は正しく表示されない場合があり
ます。

• 万一の消失に備えて、iPod/iPhoneに保存され
ている大切なデータは必ずパックアップをとっ
ておいてください。

• 運転の妨げになる場合は使用しないでください。

 ❏  USB機器について
 USB機器で再生可能なファイル
• USBマスストレージクラス機器に保存された

MP3/WMA/AAC/FLAC/Vorbis/WAVファイル
が再生可能です。

• USB機器に保存されたデータをバックアップし
ておいてください。

オーディオファイル作成について（MP3/WMA/
AAC/FLAC/Vorbis/WAV）
• 本機では<.mp3>および、<.wma>、<.m4a>、

<.flac>、<.fla>、<.ogg>、<.wav>の拡張子
のファイル（大文字/小文字に関係なく）が再生
できます。
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• 本機では以下の条件に合ったファイルが再生で
きます。
 – ビットレート：
MP3/WMA/AAC：8 kbps ～ 320 kbps

 – サンプリング周波数：
MP3/WMA/AAC/Vorbis：16 kHz～ 48 kHz
FLAC/WAV：16 kHz～ 88.2 kHz

• 本機では ID3タグのバージョン1.0/1.1/2.2/
2.3/2.4を表示できます（MP3）。

• WMA/AAC/Vorbis Comment/RIFF LISTタグ
も表示できます。

• 本機ではMP3/AAC/VorbisのVBR（可変ビッ
トレート）で録音されたファイルが再生できま
す。

• VBRで録音されたファイルは経過時間の表示に
ずれが生じます。

• 本機では以下のファイルは再生できません。
 – MP3iまたはMP3 PROフォーマットでエン
コードされたMP3ファイル

 – Layer 1/2でエンコードされたMP3ファイル
 – Losslessまたはprofessional、 voice方式でエ
ンコードされたWMAファイル

 – Windows Media® Audio以外のWMAファ
イル

 – DRMでコピーガードされているWMA/AAC
ファイル

 – iTunes以外のアプリでエンコードされた
AACファイル

 – FairPlayでコピーガードされたAACファイル
（iPodに保存されたものを除く）
 – AIFFやATRAC3などのデータを含むファイル

USB機器について
• USB延長コード使用時はUSBのファイルが正
しく再生されない場合があります。

• データ保護機能などが搭載されたUSB機器は
使用できない場合があります。

• 複数のパーテーションに分けられたUSBメモ
リーは使わないでください。

• USB機器や接続ポートの形状によっては、しっ
かりと接続できない場合があります。

• USBカードリーダーに入っているメモリーカー
ドは認識できない場合があります。

• USBケーブルで接続する場合はUSB 2.0ケーブ
ルを使ってください。

• 表示できる最大文字数（半角文字の場合）
 – フォルダー名：255 bytes
 – ファイル名：255 bytes（拡張子を含む）

• 運転の妨げになる場合は使用しないでくださ
い。

• 「ファイルチェック中…」と画面に表示されて
いるときは、USB機器の接続・取りはずしはし
ないでください。

• USB機器接続時の静電気により正しく再生され
ない場合があります。この場合は、USB機器と
本機をリセットしてください。

• USB機器によっては電源供給や操作が思うよう
にできない場合があります。

• USB機器を高温の車内に放置したり、直射日光
にさらしたりしないでください。機器が変形し
たり、破損する原因となります。

 ❏  Bluetooth機器について
• Bluetoothのバージョンによっては、本機には
接続できない場合があります。

• Bluetooth機器によっては本機ではご利用にな
れない場合があります。

• 環境により接続状況が異なる場合があります。
• 運転の妨げになる場合は使用しないでください。

音声認識機能について
音声操作を使用中は、以下に注意してください。
音声認識エラーの原因となります。
• 大きな声ではっきりと話してください。
• 登録されていないコマンドは認識することがで
きません。

• コマンドを使用（発声）する前に車の窓を閉め
てください。周囲の騒音により、間違って認識
されることがあります。

• 複数の人数が同時に発声しないでください。
• トンネル内やチェーンを付けての走行中は音声
操作の使用を避けてください。

• エアコンの風量が大きい場合はコマンドが認識
されにくい場合があります。
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 ❏  ボイスコマンド
共通操作

音声操作 ボイス
コマンド

操作

終了 シューリョー ー

戻る モドル ひとつ前の画面を
表示します。

はい ハイ ー

いいえ イイエ ー

次のページ ツギノページ 次のページを表示し
ます。

前のページ マエノページ 前のページを表示し
ます。

最初のページ サイショノ
ページ

最初のページを表
示します。

リスト リスト リストを表示します。

オン オン ー

音源を切り替える

音声操作 ボイス
コマンド

操作

オーディオ
オン

オーディオ
オン

オーディオをオンに
します。

オーディオ
オフ

オーディオ
オフ

オーディオをオフに
します。

ソースリスト ソースリスト 音源名を読み上げ
ます。終了後、元
の画面に戻ります。

AM エーエム 音源をAM放送にし
ます。

FM エフエム 音源をFM放送にし
ます。

Bluetooth
オーディオ

ブルートゥース
オーディオ

音源をBluetooth
オーディオにしま
す。

iPod アイポッド 音源を iPodにしま
す。

USB ユーエスビー 音源をUSBにしま
す。

FM/AM放送・交通情報の操作をする
音声操作 ボイス

コマンド
操作

Seek Up シークアップ 放送局を検索します
（低周波数→高周波
数へ）。

Seek 
Down

シークダウン 放送局を検索します
（高周波数→低周波
数へ）。

Tune Up チューンアップ 周波数を上げます。

Tune 
Down

チューンダウン 周波数を下げます。

Direct 
Tune

ダイレクト
チューン

周波数の直接入力画
面を表示します。

Direct 
Tune XX.X
（周波数）

ダイレクト
チューン

決まった周波数に合
わせます。

放送局リス
ト

ホーソーキョク
リスト

放送局のリストを表
示します。

プリセット
リスト

プリセット
リスト

登録している放送局
リストを表示しま
す。

交通情報 コーツー
ジョーホー

交通情報の受信をし
ます。

交通情報Off コーツー
ジョーホー
オフ

交通情報の受信を終
了します。
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再生する

音声操作 ボイス
コマンド

操作

Track Up トラック
アップ

次のファイルを再生
します。

Track 
Down

トラックダウン ひとつ前のファイルを
再生します。

Track トラック ファイルを選びます。

Folder 
Up*1

フォルダー
アップ

次のフォルダーに移
動します。

Folder 
Down*1

フォルダ－
ダウン

ひとつ前のフォル
ダーに移動します。

Folder フォルダー フォルダを選びます。

Shuffle*3 シャッフル ファイルをシャッフ
ルして再生します。

Shuffle 
Off *3

シャッフル
オフ

シャッフルを解除し
ます。

Repeat リピート リピートの種類を選
択する画面を表示し
ます。

Repeat 
On*2

リピートオン リピートモードにし
ます。

Repeat 
Track*1*3

リピート
トラック

再生中のファイルを
くり返し再生します。

Repeat 
Catergory*3

リピート
カテゴリー

カテゴリー内のすべ
てのファイルをくり
返し再生します。

Repeat 
Folder*1

リピート
フォルダー

フォルダー内のファ
イルをくり返し再生
します。

Repeat 
Off *2*3

リピートオフ リピートモードを解
除します。

音声操作 ボイス
コマンド

操作

Repeat 
All*1*2

リピート
オール

ファイルをくり返し
再生します。

Scan*1*2 スキャン USBの場合：Allと
Folderから選択し
て、スキャンを開始
します。
Bluetoothオーディ
オの場合：スキャン
を開始します。

Scan On*2 スキャンオン スキャンを開始しま
す。

Scan 
Folder*1

スキャン
フォルダー

フォルダー内のすべ
てのファイルをス
キャンします。

Scan All*1 スキャン
オール

すべてのファイルを
スキャンします。

オン オン 再生モードをオンに
します。

オフ オフ 再生モードをオフに
します。

All*1*2 オール 再生モードがAllに
なります。

カテゴリー *3 カテゴリー カテゴリーから選び
たいときに表示しま
す。

*1 USB機器でご利用になれます。
*2 Bluetoothオーディオでご利用になれます。
*3 iPod/iPhoneでご利用になれます。

電話を操作する

音声操作 ボイス
コマンド

操作

電話帳 デンワチョー <電話帳リスト>
画面を表示します。

電話帳 XXXX
（名前）

デンワチョー
XXXX（名前）

電話帳の連絡先に
電話をかけます。

電話番号 デンワバンゴウ 電話番号の入力画
面を表示します。

電話番
号 XXXX-
XXXX-XXXX
（番号）

デンワバンゴウ
XXXX-XXXX-XXXX
（番号）

入力した番号に電
話をかけます。

履歴 リレキ 履歴を表示します。

履歴 着信 リレキ
チャクシン

着信履歴を表示し
ます。

履歴 発信 リレキハッシン 発信履歴を表示しま
す。

ミュート ミュート マイク入力を
ミュートします。

通話モード ツーワモード 普通通話モードと
ハンズフリーモー
ドを切り替えます。

キャッチホン キャッチホン 三者通話時に通話
相手を切り替えま
す。

発信 ハッシン 電話をかけます。
着信 チャクシン 電話を受けます。
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<設定>画面の操作をする

音声操作 ボイス
コマンド

操作

設定 セッテー <設定>画面を表
示します。

設定電話選択 セッテーデンワ
センタク

登録済みの電話を
選びます。

設定
Bluetooth
オーディオ
選択

セッテー
ブルートゥース
オーディオ
センタク

登録済みの
Bluetoothオー
ディオ機器を選び
ます。

設定電話
ロック

セッテーデンワ
ロック

電話のロックをオ
ン/オフします。

エラーメッセージリスト
エラーが発生するとメッセージが表示されます。以
下のメッセージに従って適切な処置を行ってくださ
い。

「車両との接続に異常があります。販売店で点検
してください。」
• 本機と車両間で接続エラーが発生しました。お
買い上げの三菱自動車販売店にお問い合わせく
ださい。

「GPSアンテナに異常があります。販売店で点検
してください。」
• GPSアンテナが正しく接続されていません。お
買い上げの三菱自動車販売店にお問い合わせく
ださい。

「車両のマイクが接続不良です。販売店で点検し
てください。」
• マイクが接続されていません。
お買い上げの三菱自動車販売店にお問い合わせ
ください。

 故障かな？と思ったら
問題がその場で解決できる場合もあります。お買
い上げの三菱自動車販売店にお問い合わせになる
前に以下の項目をご確認ください。
• 外部機器の操作については、接続に使用してい
るアダプターの説明書をご覧ください（外部機
器の取扱説明書もご覧ください）。

 ❏一般
スピーカーから音声が出力されない
• 音量を調節してください。

画面に何も表示されない
• 画面をオンにしてください（18ページ）。

本機が正しく動作しない
• 車のパワースイッチ（またはエンジン）を「OFF」
→「ON」してみてください。
それでも正しく機能しない場合は、お買い上げ
の三菱自動車販売店にお問い合わせください。

 ❏Bluetooth接続
Bluetoothが本機に反応しない
• Bluetooth機器の電源をオフにして、もう一度オ
ンにしてください。

• 本機の電源をオフにして、もう一度オンにしてく
ださい。

ペアリングができない
• 該当のBluetooth機器が本機にUSBケーブルで
接続されている場合は、ケーブルを取りはずして
ください。

• Bluetooth機器の電源をオフにして、もう一度オ
ンにしてください。

• Apps（Android Auto）音源としてBluetooth
機器を接続中は、ペアリングはできません。

自動的に接続が解除される、または接続ができない
• CarPlay対応の iPhoneをUSB入力端子に接続し
たときは、Bluetooth接続は解除されます。電
話やオーディオプレーヤー機能はCarPlay画面で
操作できます（21ページ）。
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• Android Auto対応のAndroidスマートフォン
をUSB入力端子に接続したときは、同時に
Bluetoothで自動的に接続されます。
Bluetooth接続中のほかの携帯電話は自動的に
接続が解除されます。

Bluetooth登録パスキーを忘れた
• <Bluetooth本体機器詳細>画面でパスキーを
確認してください（14ページ）。

 ❏Apps（Apple CarPlay/Android 
Auto）

<Home>画面で［Apple CarPlay］または
［Android Auto］が表示されない
• 接続している機器がCarPlayまたはAndroid 

Autoに対応しているかは<http://www.
iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/
index.php?lang=japanese>をご覧ください。
また、接続ケーブルはCarPlayまたはAndroid 
Autoに対応しているか確認してください。

• iPhoneの場合は、ケーブルがApple Inc.製か
を確認してください。

• 機器を取りはずして、もう一度接続してくださ
い。

• iPhoneの制限機能がオンになっているかを確
認してください。

Apps（マップなど）が正しく動作しない
• 接続機器の受信状態が良くないときは、アプリ
によっては使用できません。誤作動ではありま
せん。

 ❏電話（Bluetooth）
通話時の音質が悪い
• 本機と電話の距離を近づけてください。
• 電波が届く場所に車両を移動させてください。

 ❏iPod/iPhone
スピーカーから音声が出力されない
• USB接続の場合は、USBケーブルを抜いて

iPod/iPhoneを取りはずし、もう一度接続して
ください。

• ほかの音源を選んで、もう一度［iPod］を選
んでください。

iPod/iPhoneがオンにならない、または動作し
ない
• ケーブルがしっかり接続されているか確認して
ください。

• iPod/iPhoneのファームウェアのバージョンを
アップデートしてください。

• iPod/iPhoneを充電してください。
• iPod/iPhoneをリセットしてください。

音声がひずむ
• iPod/iPhoneのイコライザーをオフにして

<ミュージックタイプ>を［ノーマル］にしてく
ださい（50ページ）。

ノイズがする
• iPod/iPhoneの「VoiceOver」をオフにして
ください。詳しくは<http：//www.apple.
com>をご覧ください。

アートワークを含むファイルを再生中に操作ができ
ない
• アートワークが表示されてから操作をしてくだ
さい。

 ❏USB
<USB>操作画面表示中にUSB機器を接続しても、
画面に「ファイルチェック中…」が表示されない
• USB機器を抜き差ししてみてください。

再生中に音声が途切れる
• ファイルが正しく保存されていない可能性があ
ります。ファイルを保存し直してください。

録音した通りの順番で曲が再生できない
• 再生機器によって再生順が異なる場合があります。

 ❏FM/AM
ラジオに雑音が入る
• アンテナが正しく接続されていない可能性があ
ります。お買い上げの三菱自動車販売店にお問
い合わせください。

 ❏  Bluetoothオーディオ
オーディオプレーヤーが操作できない
• 接続したオーディオプレーヤーがAVRCP
（Audio Video Remote Control Profile）に対
応しているか確認してください。

Bluetoothオーディオプレーヤーで音声が飛ぶ、
途切れる
• Bluetoothオーディオプレーヤーと本機の距離を
近づけてください。
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• 電話としてBluetooth接続している機器の接続
を解除してください。

• 本機の電源をオフにして、もう一度オンにしてく
ださい。

主な仕様
 ❏モニター部

画面サイズ 156.6 mm （横） × 81.6 mm（縦）
ディスプレイ方式 トランジスタTN LCDパネル
駆動方式 TFTアクティブマトリクス方式
画素数 1 152 000 （800H × 480V × 

RGB）
画素配列 RGBストライプ
バックライト LED

 ❏Bluetooth部
規格 Bluetooth 3.0 + EDR
周波数 2.402 GHz ～ 2.480 GHz
出力電力 +1 dBm ±1dB (AVE), Power 

Class 2
最大通信範囲 約10 m
オーディオコーデック

SBC/AAC/MP3
プロファイル Object Push Profile （OPP）

 HFP （Hands-Free Profile）
 PBAP （Phone Book Access 

Profile）
 A2DP （Advanced Audio 

Distribution Profile）
 AVRCP （Audio/Video Remote 

Control Profile）

 ❏USB
USB規格 USB 2.0 High Speed
ファイルシステム FAT 16/32
最大供給電力 DC 5 V  1 A
D/Aコンバータ 32 bit
オーディオデコーダ

MP3/WMA/AAC/FLAC/
Vorbis/WAV

 ❏FM
受信周波数範囲 （100 kHz）

 76.0 MHz ～ 95.0 MHz

実用感度 6.2 dBf （0.56 μV/75 Ω）

 ❏AM
受信周波数範囲（9 kHz）

 522 kHz ～ 1 629 kHz

実用感度（S/N：20dB）
 28 dBμ
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 ❏オーディオ

最大出力 （フロントおよびリヤ）
 35 W × 4 （14.4 V時）

定格出力 （1%歪時）
 24 W × 4

スピーカーインピーダンス
 4 Ω

 ❏一般

電源電圧 13.2 V （10 V ～16 V）
最大消費電流 10 A
外形寸法（幅×高さ×奥行き）

 209.5 mm × 108.0 mm × 
158.2 mm

動作温度 –30°C ～ +70°C
質量 1.87 kg

これらの仕様およびデザインは、技術開発にとも
ない予告なく変更になる場合があります。

商標および使用許諾
• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE 

VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE 
OF A CONSUMER TO （i） ENCODE VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD 
（“VC-1 VIDEO”） AND/OR （ii） DECODE 
VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A 
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL 
AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR 
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER 
LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE 
IMPLIED FOR ANY OTHER USE.ADDITIONAL 
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM 
MPEG LA, L.L.C.SEE HTTP：//WWW.MPEGLA.
COM

• The “AAC” logo is a trademark of Dolby 
Laboratories.

• ｢Microsoft｣、｢Windows｣、｢Windows 
Media｣は、米国Microsoft Corporation の米
国およびその他の国や地域における登録商標ま
たは商標です。

• “PremiDIA HD” and “PremiDIA WIDE” 
are trademarks of Mitsubishi Electric 
Corporation.

• Manufactured under license from Dolby 
Laboratories.Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories.

• Manufactured under license from DTS 
Licensing Limited.DTS, the Symbol, & DTS 
and the Symbol together are registered 
trademarks & DTS Neural Surround is a 
trademark of DTS, Inc. Product includes 
software.© DTS, Inc. All Rights Reserved.

• “Made for iPod,” and “Made for iPhone” 
mean that an electronic accessory has 
been designed to connect specifically 
to iPod, or iPhone, respectively, and has 
been certified by the developer to meet 
Apple performance standards.Apple is not 
responsible for the operation of this device 
or its compliance with safety and regulatory 
standards.Please note that the use of this 
accessory with iPod, or iPhone may affect 
wireless performance. iPhone, iPod, iPod 
classic, iPod nano, and iPod touch are 
trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. The trademark 
“iPhone” is used with a license from 

Aiphone K.K. 
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• Lightning is a trademark of Apple Inc.
• Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay 

logo are trademarks of Apple Inc., registered 
in the U.S. and other countries.

• 「Android™」および「Android ロゴ™」、「Google 
Play™」はGoogle Inc. の商標または登録商標
です。

• Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth 
SIG, INC の登録商標で、株式会社 JVC ケンウッ
ドはライセンスを受けて使用しています。その
他の商標および名称はそれそれの所有者に帰属
します。

• libogg
Copyright （c） 2002, Xiph.org Foundation 
Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following 
conditions are met：
 – Redistributions of source code must retain 
the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

 – Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution.

 – Neither the name of the Xiph.org 
Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES （INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION） 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT （INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE） ARISING 
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• libFLAC
Copyright （C） 
2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following 
conditions are met：

 – Redistributions of source code must retain 
the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

 – Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution.

 – Neither the name of the Xiph.org 
Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES （INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION） 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT （INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE） ARISING 
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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【本製品をご使用前に必ずお読みください】

この製品本体（以下、「本システム」）および同梱品（併
せて、以下、「本製品」）には、株式会社 JVC ケンウッド（以
下、「ライセンサー」）のソフトウェア、および / または
複数のソフトウェアライセンサー（以下、「ソフトウェ
ア供給者」）から当社に対して許諾されたソフトウェア
（併せて、以下、「許諾ソフトウェア」）が含まれています。
許諾ソフトウェアは、ソフトウェアに関連する書類、マ
ニュアルその他の印刷物を含みます。書類および印刷物
は、オンラインまたは電子媒体で供給するものを含みま
す。

お客様（以下、｢使用者 ｣）は本件使用許諾契約書の内
容にご同意のうえ、本製品をご使用いただくものと致し
ます。使用者が本製品をご使用された時点で本契約が成
立したものと見なされます。

なお、許諾ソフトウェアにはライセンサーが第三者より
直接的にまたは間接的に使用の許諾を受けたソフトウェ
アが含まれている場合があります。その場合には一部の
第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別に使用者
に対して使用条件を定めております。かかるソフトウェ
アについては本契約書は適用されませんので別途提示さ
せていただきます「ソフトウェアに関する重要なお知ら
せ」を必ずご覧ください

【使用許諾契約書】

第 1 条（総則）

ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独
占的かつ第３条第１項に定める例外を除き譲渡不能な使
用権を使用者に許諾します。

第 2 条（使用権）

1. 本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェ
アのを本製品を使用する権利をいいます。

2. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を
複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすること
ができません。

3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるも
のとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含と否とに
関わらず、いかなる目的でも頒布することができま
せん。

4. 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘル
プファイルに記載の使用方法に沿って使用するものと
し、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作
権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行って
はならないものとします。また、指定 PC へのネット
ワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使
用させることは許されていません。

第 3 条（許諾条件）

1. 使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾ソ
フトウェア（その関連資料、アップデート版、アッ
プグレード版を含む）の使用権については、自らの
手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残
さない事、又譲受人を本ソフトウエア使用許諾契約
に従わせる事を条件に、移転できるものとします。

2. 使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジ
ニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソー
スコード解析作業を行ってはならないものとします。

第 4 条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一
切の権利は、ライセンサーまたはライセンサーに許諾ソ
フトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者（以下、
原権利者）に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェ
ア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された
使用権以外の権利を有しないものとします。

第 5 条（ライセンサーの免責）

1. ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基
づき許諾された使用権を行使することにより生じた
使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任
も負わないものとします。但し、これを制限する別
途法律の定めがある場合はこの限りではありません。

2. ライセンサーは「許諾ソフトウエア」について商品
性 ､互換性及び特定目的に合致していることを保証
致しません。

第 6 条（第三者に対する責任）

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三
者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を
理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費
用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一
切の迷惑をかけないものとします。

第 7 条（秘密保持）

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、
その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知
られていないものについて秘密を保持するものとし、ラ
イセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏
洩しないものとします。

第 8 条（契約の解除）

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当す
る事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそ
れによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できる
ものとします。
1. 本契約に定める条項に違反したとき
2.  差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受け
たとき

第 9 条（許諾ソフトウェアの廃棄）

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約
の終了した日から 2 週間以内に許諾ソフトウェア、関
連書類及びその複製物を廃棄するものとします。

第 10 条（著作権保護）

1. 許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の
知的財産権は、ライセンサー及び現権利者に帰属す
るものでありいかなる権利も使用者が有するもので
はありません。

2. 使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法
及びその関連の法律に従うものとします。
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第 11 条（輸出規制）

1.許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること（イン
ターネット等を利用した国外送信を含みます）はで
きないものといたします。

2. 使用者は、許諾ソフトウェアが使用者の居住国およ
びその他すべての国における輸出に関する規制の対
象となることを了承するものとします。

3. 使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の国
際法および国内法（使用者の移住国およびその他全
ての国における輸出管理規則、使用者の移住国、そ
の他全ての国と政府機関が定めるエンドユーザー、
エンドユーザーによる使用と輸入国に関する規制を
含みます）に従うことに同意するものとします。

第 12 条（その他）

1. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、
当該条項以外は有効に存続するものとします。

2. 本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義
を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意を
もって協議し、解決するものとします。

3. ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国の法律
に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争
については、東京地方裁判所をもって第一審の専属
管轄裁判所とする事に合意するものとします。

4. 本契約書の各条項は、代わりの契約書が提供されな
い限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後の
ソフトウェアにも適用されるものとします。

以上

ソフトウェアに関する重要なお知らせソフトウェアに関する重要なお知らせ
本製品のソフトウェアライセンスについて
本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立した
ソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフト
ウェアコンポーネントは、それぞれに株式会社 JVC ケ
ンウッドまたは第三者の著作権が存在します。

本製品は、株式会社 JVC ケンウッド及び第三者が規定
したエンドユーザーライセンスアグリーメント（以下、
「EULA」といいます）に基づくソフトウェアコンポーネ
ントを使用しております。

「EULA」の中には、フリーソフトウェアに該当するも
のがあり、GNU General Public License または Lesser 
General Public License（ 以下、「GPL/LGPL」といい
ます）のライセンスに基づき実行形式のソフトウェアコ
ンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネン
トのソースコードの入手を可能にするように求めていま
す。当該「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコン
ポーネントに関しては、以下のホームページをご覧頂く
ようお願い致します。
ホームページアドレス
http://www2.jvckenwood.com/gpl/j.html

なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答
えしかねますので、予め御了承ください。「GPL/LGPL」
の適用を受けない「EULA」に基づくソフトウェアコン
ポーネント及び株式会社 JVC ケンウッド自身が開発も
しくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソース
コード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

「GPL/LGPL」に基づいて配布されるソフトウェアコン
ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適
用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの
保証は、明示かつ黙示であるかを問わず一切ありません。
適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、
著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポー
ネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェ
アコンポーネントを使用したこと、又は使用できないこ
とに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いま
せん。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵
守いただかなければならない事項等の詳細は、各「GPL/
LGPL」をお読みください。

本製品に組み込まれた「GPL/LGPL」の対象となるソフ
トウェアコンポーネントをお客様自身でご利用頂く場合
は、対応するライセンスをよく読んでから、ご利用くだ
さるようお願い致します。なお各ライセンスは株式会社
JVC ケンウッド以外の第三者による規定のため、原文（英
文）を本製品に掲載します。掲載場所は［設定］-［情報］
-［オープンソースライセンス］です。
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