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BLUETOOTH対応機器と組み合わせる
■ BLUETOOTH( ブルートゥース ) とは
電子機器同士をワイヤレス（無線）でつな
ぐことにより、ケーブルを使用することな
く通信できる技術のことです。

お知らせ

※ 1 データ通信での通信料 ※ 2 およびプロバ
イダ料金は、お客様のご負担となります。
※ 2 パケット定額制のサービスをご利用の場合
でも通信料がかかることがあります。お使
いの携帯電話会社にお問い合わせください。

■ オンラインでおでかけスポット・
おでかけプランのデータを取得する
（オンラインおでかけストラーダ）
当社サイト「CLUB`Strada」から、イン
ターネット経由で HDD にデータをダウン
ロードできます。
■ オンラインでタイトル情報を取得する
（オンライン検索）
新譜などのタイトル情報がない音楽デー
タに、インターネット経由でタイトル情報
を付与することができます。

データ通信に必要な機器・サービス・設定について
必要な登録・契約など
各種サービスや対応機器について
オンラインおでかけストラーダ
ユーザー登録が必要です。 下記サイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/car/fan/index.html
付属の「仮保証書兼ユーザー登録ハガキ」でご登録になった場合でも、
サイトでの登録が必要です。詳しくはサイトの案内をご覧ください。

パソコンで「おでかけスト 下記サイトをご覧ください。
ラ ー ダ 」に ア ク セ ス し、 http://club-strada.panasonic.jp
専用のアカウントを取得
してください。
ホームネットワークカメラ
お使いのプロバイダで固 対応機種
定IPアドレスを取得す BL-C111 ※3
BL-C131 ※3
BL-C161KT
BB-HCM511 ※4
るか、ダイナミックDNS BB-HCM515 ※4 BB-HCM527 ※4 BB-HCM531 ※4 BB-HCM547
サービスを別途契約して BB-HCM580 ※4 BB-HCM581 ※4 BB-HCM701 BB-HCM705
BB-HCM715 BB-HCM735
ください。
詳しくはホームネット ※3 ※4 利用するには、ホームネットワークカメラのバージョンアップが必要
な場合があります。下記サイトからダウンロード（無償）してください。
ワークカメラの取扱説
[※3の機種] http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/
明書をご覧ください。
support/download/
[※4の機種] http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/
support/download/index.html

■ 本機から自宅のネットワークに接続する

BLUETOOTH Audioを再生する
(P.116)
BLUETOOTH 対応の携帯電話やオーディ
オ機器の音楽を、車のスピーカーから楽し
めます。

(P.134)

BLUETOOTH 対応の携帯電話と組み合わ
せると、ハンズフリー通話ができます。

カメラで自宅の様子を確認する
( ホームネットワークカメラ）
別売のホームネットワークカメラを自宅
に設置している場合、車内から自宅の様
子(静止画)を確認することができます。
住まいの設備を遠隔操作する（Liﬁnity）910
自宅にライフィニティ対応の設備がある
場合、本機で遠隔操作(施錠確認やエア
コン・照明のON/OFFなど)ができます。
家族へ帰宅予定を通知する
（かえる通知）910
自宅にライフィニティ対応の設備があ
る場合、自車位置や自宅への到着予想時
刻などの情報を送信し、家族に知らせる
ことができます。
DIGAに遠隔録画する（Dimora）910
本機から自宅のディーガにデジタル TV
の遠隔録画・録画予約ができます。

ライフィニティ・かえる通知
ライフィニティの有料サー 下記サイトをご覧ください。
ビスの契約が必要です。
http://panasonic.jp/Lif
ディモーラ録画
ディモーラサービスへ 下記サイトをご覧ください。
の会員登録が必要です。 http://dimora.jp
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910

ご利用までの流れ
オンライン検索

910
オンライン
ホームネット 910
おでかけストラーダ ワークカメラ ライフィニティ かえる通知

910
ディモーラ

携帯電話を本機に登録する(P.132)

B
L
U
E
T
O
O
T
H

プロバイダの設定をする(P.142)

お願い
万一、本機と携帯電話を盗難された場合は、
第三者による不正な使用を避けるため、直
ちに加入している通信事業者、対応サービ
ス提供者へ連絡してください。

910

対応機器と組み合わせる

BLUETOOTH対応機器であっても本機と
接続できない場合があります。
BLUETOOTH対応機器を本機と接続する
と、BLUETOOTH対応機器の電池の消耗
が早くなりますので、ご注意ください。
当社サイトの URL は、予告なく変更するこ
とがあります。

ハンズフリーで通話する

(P.131)

BLUETOOTH 対応の携帯電話と組み合わ
せると、本機でデータ通信※ 1 を介した様々
なサービスを利用することができます。

BLUETOOTH

■ BLUETOOTH 対応機器
ハンズフリー通話・データ通信にはBLUETOOTH
対応の携帯電話が、BLUETOOTH Audioには、
BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機
器が別途必要です。
BLUETOOTH対応携帯電話の適合機種に
ついては下記サイトでご確認ください。
http://panasonic.jp/car/
BLUETOOTH対応機器は、
BLUETOOTH
Audio用・ハンズフリー用それぞれ5台ま
で登録できます。
本書では、BLUETOOTH対応機器の操
作を、docomo P-02Bを例に説明して
います。
操作方法は機器によって異なります。詳
しくは、BLUETOOTH対応機器の説明
書をご覧ください。

データ通信する

「BLUETOOTHについて」(P.192)をよくお読みください。

910 890

オンラインで
タイトル情報
を取得する
(P.106)

おでかけ
ストラーダの
設定をする
(P.142)

ホームネット
ワークカメラ
の設定をする
(P.142)

おでかけ
ストラーダ
で探す
(P.48)

ホームネット ライフィニティ かえる通知を 自宅のディーガ
を利用する
送信する
を遠隔録画する
ワークカメラ
を利用する
(P.144)
(P.145)
(P.145)
(P.144)

ライフィニティの設定をする
(P.142)

ディモーラの
設定をする
(P.142)
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携帯電話を本機に登録する

910 890

携帯電話を本機に登録する

接続する携帯電話を変更する

携帯電話は、5 台まで登録できます。

準備

すでに 5 台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。
（P.133）

携帯電話を本機に登録する

1

本機での操作

オーディオメニュー（P.80）から
ハンズフリー を選ぶ

2

設定 を選ぶ

ハンズフリー設定画面が表示されます。

3

BLUETOOTH を選ぶ

携帯電話登録画面が表示されます。

▼

携帯電話に本機を機器登録する

5

携帯電話での操作

周辺のBLUETOOTH 対応機器を
探す

を押す
 LifeKit を選ぶ
 Bluetooth を選ぶ
新規で登録する場合
新規機器登録 を選ぶ
「Strada」が登録済みの場合
登録機器リスト を選び、Strada を
選ぶ(手順8へ)
OK を選ぶ

BLUETOOTHデバイスアドレス

4

登録 を選ぶ

BLUETOOTH 接続中画面が表示さ
れます。

▼

1 ハンズフリー設定画面（P.132）から

1 携帯電話登録画面（P.132）から
削除 を選ぶ

電話機選択 を選ぶ

2 接続したい携帯電話を選び、
完了 を選ぶ

2 削除したい携帯電話を選び、
完了 を選ぶ

状態表示について

詳細情報表示 ：
選んだ携帯電話の詳細情報を表示

：BLUETOOTH接続中
：ディモーラ利用可能
：ライフィニティ利用可能
：ホームネットワーク
カメラ利用可能
：オンラインおでかけ
ストラーダ利用可能
詳細情報表示 ：選んだ携帯電話の詳細

6 携帯電話に登録する機器 ( 本機 ) を

3

はい を選ぶ

削除完了のメッセージが表示される
まで、本機の電源を切らないでくだ
さ い。登 録 デ ー タ の 削 除 が 正 し く
行われない場合があります。

情報を表示

選ぶ

お知らせ

 Strada を選ぶ
 YES を選ぶ

7 本機のBLUETOOTHパスキー (P.133) を
携帯電話に入力する

 BLUETOOTH パスキーのテキスト
ボックスを選ぶ
 本 機 の BLUETOOTHパ ス キ ー を
入力し、確定 を選ぶ
( お買い上げ時の設定：0000)

8 本機と携帯電話を接続する
 ダイヤルアップ を選ぶ
 YES を選ぶ
 ハンズフリー を選ぶ
ＮＯ を選ぶ

BLUETOOTH Audio機器の登録データは、
上記の操作では削除されません。

BLUETOOTHパスキーを変更する
BLUETOOTHパスキーについて→P.119
BLUETOOTH Audio機器用のBLUETOOTH
パスキー(P.119)とは別に設定が必要です。

1 携帯電話登録画面（P.132）から
変更 を選ぶ

(P.118「BLUETOOTH Audio機器の登録
データを削除する」)

BLUETOOTH携帯電話を本機に登録する

周辺のBLUETOOTH対応機器が検索
され、登録機器リストが表示されます。

接続したい携帯電話を、ハンズフリー接続
待機状態もしくはダイヤルアップ接続待機
状態にしてください。

携帯電話の登録データを削除する
一度削除するともとに戻せません。
（再度
登録が必要になります。）削除は十分確認
のうえ行ってください。

2 BLUETOOTHパスキー

(4 〜8桁の数字)を入力し、
完了 を選ぶ
修正 ：1文字削除
お買い上げ時の設定：0000

本機に機器登録完了のメッセージが
表示されるまで、本機を操作したり、
電源を切ったりしないでください。
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ハンズフリーで通話する

910 890

：1秒以上押す

■ ハンズフリー通話する前に

ハンズフリーに切り換える

交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
マイクに向かって大きな声ではっきりとお話しください。

オーディオメニュー（P.80）から
ハンズフリー を選ぶ
ハンズフリー画面が表示されます。

本機と携帯電話を接続する
準備

待受中の操作(ハンズフリー画面)
BLUETOOTHの接続状態
強

弱

未接続

▼

携帯電話を本機に登録してください。(P.132)

自動接続に対応している携帯電話を、ハンズフリーの接続待機状態に設定している場合、
本機と携帯電話は自動的に接続を開始します。

■ 接続までの流れ
携帯電話
自動接続に対応している

自動接続に対応していない

電話をかける（P.136）
本機の自動接続が
OFFになっている

自動接続でうまく
接続できない場合

本機との接続を
自動的に開始

本機の自動接続を
ON にする

本機と
手動で接続する

本機の自動接続を ON にする
準備

ハンズフリー設定画面を表示（P.140）

本機と
手動で接続する

通話中の操作(通話中画面)

着信音量を調整する

受話音量を調整する

本機と手動で接続する

携帯電話をハンズフリーの接続
待機状態にしてください。

1 ハンズフリー画面（P.135) から 設定 を選ぶ

1 ハンズフリー画面（P.135) から 設定 を選ぶ
2 自動接続 を選ぶ

BLUETOOTH接続中画面が表示さ
れます。

自動的に接続できるようになります。
再度選ぶと自動接続をOFFにします。
ハンズフリー用機器を接続した状態
で本機の電源を切ると、次回起動時
に、本機はハンズフリー用機器との
接続を自動的に開始します。

着信中の操作 (着信画面)

2

接続 を選ぶ

▼

調整範囲：1〜14
( お買い上げ時の設定：9)
ハンズフリー設定画面の音量設定
からも調整できます。
（P.140）

調整範囲：1〜14
(お買い上げ時の設定：9)
ハンズフリー設定画面の音量設
定からも調整できます。
（P.140）

電話に出る (リモコン操作： 発 話 )
お知らせ
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BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
・オーディオがBLUETOOTH Audioの状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機
とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。
（ いったんオーディオをBLUETOOTH
Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。）
携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができ
ない場合があります。
携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯
電話を操作して電話をかけても（出ても）ハンズフリー通
話になる場合があります。
BLUETOOTH接続中は、地図画面に
が表示されます。

自動着信応答（P.140）を「する」に
設定時は、自動で電話に出ます。

電話に出ずに切る (リモコン操作：

発話 )

BLUETOOTHハンズフリーで通話する

本機の自動接続が
ON になっている
(お買い上げ時の設定)

電話を切る (リモコン操作：
発信中に
します。

発話 )
を選ぶと、発信を中止

通話を携帯電話に切り換える
再度選ぶとハンズフリー通話に戻ります。

お知らせ
着信音は携帯電話側で設定されているもの
とは異なる場合があります。
携帯電話の機種によっては、着信中に
を
選んでも電話に出る場合があります。
ハンズフリー用の機器とは別にBLUETOOTH
Audio用の機器を接続している場合、本機のオー
ディオがBLUETOOTH Audioのときに電話が
かかってきてもハンズフリー通話できません。

トーン信号（ピッポッパ）を送る

1 トーン を選ぶ
2 数字を選び、トーン信号を送る
プッシュホンサービスなどを利用できます。
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ハンズフリーで通話する

910

890

電話をかける
ハンズフリー画面から電話をかける

検索した施設に電話をかける
電話番号を入力して電話をかける
電話番号を入力し、

検索のしかた→ P.47〜53

を選ぶ

電話帳（全件）

修正 ：1 文字削除

：前/次の項目にカーソルを送る
( リモコン操作：

≫

≪

を選ぶ

>

<

前回発信した相手に
電話をかける（リダイヤル）
リダイヤル を選び、

1 施設を検索する

電話帳の見かた

)

：前/ 次の音にカーソルを送る
( リモコン操作：
)

「あ」
「か」
「さ」
「た」
「な」
「は」
「ま」
「や」
「ら・わ」
ごとにリストを切り換える

ワンタッチダイヤルから電話をかける
準備
ワンタッチダイヤルを登録してください。
（P.139）

を選び、通話先を選ぶ

「ワンタッチ1」の右下には、前回
発信時の相手が表示されます。

1

履歴 を選ぶ

2

発信履歴 / 着信履歴 を選ぶ

3 リストから通話先を選ぶ
全 削 除 ：表示中の発信または着

信履歴を全て消去

電話帳から電話をかける
携帯電話の電話帳を転送して本機に登録して
ください。
（P.138）
電話帳 を選ぶ

1
2 電話をかける相手を選ぶ
選んだ相手の名前と電話番号が表示
されます。
電話帳の見かた→ P.137

3 電話番号を選び、

を選ぶ

詳細 ：詳 細 な 情 報 を 確 認（P.139

「電話帳の詳細を確認する」）
削除 ：表示中の通話先を電話帳から

削除
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お知らせ
ルートスクロール時の地点の情報からも発信
できます。
（P.61）

登録した電話帳を全て削除する

グループの
一覧を表示

アルファベット順の
リストに切り換える

を選ぶ

4
削

除 ：表示中の履歴を消去

JAF/道路交通情報センター/登録ポイント/
経由地・目的地に電話をかける

準備

を選ぶ

発着信履歴は、それぞれ最新の 5 件が
自動的に保存されます。
（発信履歴で
は、同じ電話番号に対して最新の履歴
のみ保存されます。）

お知らせ
ワンタッチダイヤルは走行中も操作でき
ます。

3

BLUETOOTHハンズフリーで通話する

1 ワンタッチダイヤル を選ぶ
2 グループ( ワンタッチ1 〜 ワンタッチ3 )

発着信履歴から電話をかける

2 地点メニューから 情報表示 を選ぶ

準備
登録ポイントに電話をかける場合は、電話
番号を登録してください。
（P.69）

1 交通 / ナビ を選ぶ
2 電話したい項目を選ぶ
J A F：
JAF（日本自動車連盟）の電話番号を表示
道路交通情報センター ：
道路交通情報センターの電話番号を表示
登録ポイント ：
登録ポイントの電話番号を表示
目 的 地：
設定中の目的地・経由地の電話番号を表示

3 リストから通話先を選ぶ
を選ぶ
4

選んだグループの電話帳を表示

全ての電話帳を表示

グループの一覧を表示

電話帳（グループ）
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ワンタッチダイヤルや電話帳のデータを一度消去すると、もとに戻せません。
（再度登録が必要になります。）消去は十分確認のうえ行ってください。
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携帯電話の電話帳を転送して登録する

1

本機での操作

ハンズフリー画面（P.135）から
設定 を選ぶ
ハンズフリー設定画面が表示されます。

2

電話帳 を選ぶ

電話帳設定画面が表示されます。

場合のみ )

上書き / 追 加 を選ぶ
上 書 き：

6

携帯電話での操作

携帯電話から本機に電話帳を転送する

を押す
 電話帳 を選ぶ
 電話帳検索 を選ぶ
電話帳を表示させる
（一件選んで送信する場合のみ）
送信したい電話帳を選ぶ
を押す
赤外線/iC/BT送信 を選ぶ
Bluetooth送信 を選ぶ

一件選んで送信する場合
電話帳送信 を選ぶ
全件送信する場合
電話帳全件送信 を選ぶ
 Strada を選ぶ
（全件送信する場合のみ）
端末暗証番号を入力し、確定 を選ぶ
 YES を選ぶ
本機に登録完了のメッセージが表示
されるまで、本機を操作したり、電源
を切ったりしないでください。
機種によっては、電話帳送信先を設
定する必要があります。
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本機に登録した電話帳の内容（電話帳、氏名
など）を編集することはできません。電話帳の
内容を変更するときは、編集したい通話先を
いったん削除（下記）し、携帯電話で編集の上、
再度登録しなおしてください。
オブジェクトプッシュサービスを利用し
ます。

1 ハンズフリー画面（P.135）から
電話帳 を選ぶ

2 確認したい相手を選ぶ
電話帳の見かた→P.137

3

詳細 を選ぶ

準備
電話帳を登録してください。
（P.138）

1 ハンズフリー設定画面（P.138）から
ワンタッチ を選ぶ

削除 ：表示中の通話先を電話帳から

削除

本機に登録できる電話帳

ワンタッチダイヤルを登録する
よく連絡する相手をワンタッチダイヤル
に登録できます。
（最大 17 件）

4

でページを切り換え、
内容を確認する

氏名
全角12文字（半角24文字）まで
よみがな 半角24文字まで
電話番号 桁数
24桁まで
件数
1人につき2件/最大2000件
対応文字 氏名・ シフトJIS形式
絵文字非対応
よみがな
電話番号 数字、
「＃」、
「`」

ワンタッチ編集画面が表示されます。

2 登録 を選ぶ
3 リストから登録したい通話先を選ぶ
電話帳の見かた→ P.137

4 電話番号を選ぶ
5 グループ( ワンタッチ1 〜 ワンタッチ3 )
を選び、登録先を選ぶ

▼
ワンタッチダイヤルを削除する
■ ワンタッチダイヤルを選んで削除する

電話帳の登録を削除する

1 ワンタッチ編集画面（上記）から

■ 通話先を選んで削除する

削除 を選ぶ

1 電話帳設定画面（左記）から
削除 を選ぶ

2 削除したい通話先を選ぶ
3 はい を選ぶ
■ グループを一括削除する

1 電話帳設定画面（左記）から
全削除 を選ぶ

910

音声認識 ：
音声認識を設定できます。
（P.154）
認識読み

「音声認識する」
(
に設定している場合のみ)：
音声認識読み変更画面（P.154）が
表示され、音声認識の読みを変更で
きます。

2 削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ
3 はい を選ぶ
■ ワンタッチダイヤルを全て削除する

1 ワンタッチ編集画面（上記）から

BLUETOOTHハンズフリーで通話する

登録済みの電話帳データを削除して
新たに登録
追 加：
登録済みの電話帳データを残して
追加登録

お知らせ

＞

3 電話帳転送 を選ぶ
4 登録したいグループを選ぶ
5 (登録済みの電話帳データがある

電話帳の詳細を確認する

＞

ハンズフリーで通話する

全削除 を選ぶ

2

はい を選ぶ

2 グループ一括削除 を選ぶ
3 削除したいグループを選ぶ
4 はい を選ぶ
■ 電話帳を全て削除する

1 電話帳設定画面（左記）から
全削除 を選ぶ

2
3

電話帳全削除 を選ぶ
はい を選ぶ
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ハンズフリーで通話する

910

890

太字：お買い上げ時の設定

ハンズフリー設定

1 オーディオメニュー (P.80) から
ハンズフリー を選ぶ

2

項 目
ワンタッチ

設定 を選ぶ

ハンズフリー設定画面が表示されます。

音 量 設 定

3 設定したい項目を選ぶ→右記へ

設

定

「
登
録
」 → P.139「ワンタッチダイヤルを登録する」へ
「削除」/「全削除」 → P.139「ワンタッチダイヤルを削除する」へ
受話音量 (P.135)

「大」/「小」で調整する(調整範囲：1〜9〜 14)

完了 を選ぶ

着信音量 (P.135)
画 面 設 定

着信割り込み

「全画面」... ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面 完了 を選ぶ
(P.135)が表示されます。
「簡 易」... ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフ
リー簡易着信画面(下記)が表示されます。

着信中に AUDIO を押すと、
全画面表示されます。

電

話

る」... 着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定
してください。
（1 秒〜 5秒〜 60 秒）
「しない」... 着信時に自動的には応答しません。

ACC-ON時の
BLUETOOTH接続
確認表示

「す る」... 本機の電源を入れたとき、
「電話機選択」(下記)で選択されている
携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。
「しない」... 本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。

BLUETOOTH電話設定

「登録」→ P.132「携帯電話を本機に登録する」へ
「削除」→ P.133「携帯電話の登録データを削除する」へ

BLUETOOTHパスキー

「変更」→ P.133「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ

帳

セキュリティ

「 電 話 帳 転 送 」→ P.138「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ
「削除」/「全削除」→ P.138「電話帳の登録を削除する」へ
ロック No.変更
「電話帳/発着信履歴制限」
( 下記 ) の設定を変更する
ときのロックナンバーを
設定する。
電話帳 / 発着信履歴制限

電話機選択
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「す

変更 を選ぶ

現在設定している
新しく設定したい
ロック No.(4桁) を
ロック No.(4桁 )を
入力し、完了 を選ぶ
入力し、完了 を選ぶ
(お買い上げ時の設定：
0000)

「す

る」... 下記の機能を動作しないように設定します。
・電話帳機能
・ワンタッチダイヤル機能
・発着信履歴機能
・発信 / 着信時の相手の名称表示
・電話機詳細情報表示
・ロックNo.の変更
「しない」... 上記に記載している機能の制限を解除します。

はい を選ぶ

BLUETOOTHハンズフリーで通話する

BLUETOOTH

自動着信応答

現在設定して
いるロックNo.
を入力し、
完了 を選ぶ

→ P.133「接続する携帯電話を変更する」へ

141

データ通信サービスを利用する

910 890

プロバイダの設定をする

各種データ通信サービスの設定をする

準備

準備

携帯電話を本機に登録してください。(P.132)
・登録している携帯電話ごとに設定が必要です。

プロバイダの設定をしてください。
（左記）
ライフィニティの設定をする場合は、携帯電話を
ダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

情報 / 設定 を選ぶ
各種設定 を選ぶ
通信設定 を選ぶ

通信設定画面が表示されます。

プロバイダ画面が表示されます。

入力 を選ぶ

設定情報を全て消去 ※：

設定内容を消去
入力 を選ぶ

設定情報を全て消去 ※：

設定内容を消去

入力 を選ぶ

ID
パスワード

910

通信設定画面（左記）から
設定する を選ぶ

会員

2 設定値を入力し、完了 を選ぶ
完了 を選ぶ
142 3

910

ディモーラ設定

ユーザー ID
プロバイダ入会時に発行された接続ID
パスワード
プロバイダ入会時に発行された接続
パスワード
アクセスポイント番号
アクセスポイントの電話番号
プライマリDNSサーバー
プライマリ DNS の IP アドレス
セカンダリDNSサーバー
セカンダリ DNS の IP アドレス

設定情報を全て消去 ※：

設定内容を消去

設定情報を全て消去 ※：

設定内容を消去

設

定

おでかけストラーダ 完了 使用する携帯電話を
のサイトで取得した を選ぶ 選び、完了 を選ぶ
アカウントを入力し、
使用する携帯電話は、
完了 を選ぶ
複数選ぶことができ
ます。
サイトかユーザー登録
したときに設定した
パスワードを入力し、
完了 を選ぶ
完了 使用する携帯電話を
URLアドレス
(IPアドレス、ダイナ を選ぶ 選び、完了 を選ぶ
ミックDNSなど)
使用する携帯電話は、
を入力し、完了 を選ぶ
複数選ぶことができ
ます。
(必要な場合のみ)
ホームネットワーク
カメラに設定されて
いるポート番号を
入力し、完了 を選ぶ
完了 使用する携帯電話を
ライフィニティで
を選ぶ 選び、完了 を選ぶ
登録している
ログイン名を入力し、
ライフィニティサーバー
完了 を選ぶ
に接続して認証を行い
ま す。(時 間 が か か る
場合があります。)
認証が完了するまで、
ライフィニティで
車 のACC をOFF に し
登録している
たり本機を操作したり
パスワードを入力し、
しないでください。
完了 を選ぶ
使用する携帯電話は、
複数選ぶことができ
ます。

ディモーラで
登録している
会員 IDを入力し、
完了 を選ぶ
ディモーラで
登録している
接続パスワードを
入力し、完了 を選ぶ

BLUETOOTHデータ通信サービスを利用する

設定したい項目の 入力 を選ぶ

確認

を選ぶ

パスワード

1 プロバイダ画面 (上記 ) から

通信設定画面
（左記）から
設定する を選ぶ

ログイン名

手動で入力して設定する

ライフィニティ設定

以下の場合は、
「手動で入力して設定する」
( 下記 ) を行ってください。
・希望のプロバイダがリストにない。
・プロバイダの都合により設定値が変更さ
れた。
（プロバイダに設定値をお問い合わ
せください。）

ポート番号

お知らせ

U
R
L

通信設定画面（左記）から
設定する を選ぶ

設定する項目
入力 を選ぶ

アドレス

6 リストから選択する を選ぶ
7 プロバイダを選ぶ
8 完了 を選ぶ

ホームネットワークカメラ設定

4 プロバイダの 設定する を選ぶ
5 設定する携帯電話を選ぶ

通信設定画面（左記）から
設定する を選ぶ

パスワード

2
3

設定するサービス

アカウント

1 ツートップメニュー (P.28) から

おでかけストラーダ設定

リストから選んで設定する

※ 一度消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。)
消去は十分確認のうえ行ってください。

完了 使用する携帯電話を
を選ぶ 選び、完了 を選ぶ
使用する携帯電話は、
複数選ぶことができ
ます。
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データ通信サービスを利用する
自宅のライフィニティ対応
の設備を遠隔操作する

910
910

890

ホームネットワークカメラで車内から
自宅の様子（静止画）を確認する

準備

準備

ラ イ フ ィ ニ テ ィ の 設 定 を し て く だ さ い。
(P.142)

対応機種を確認してください。
（P.131）
ホームネットワークカメラの設定をしてく
ださい。(P.142)

1 ツートップメニュー（P.28）から
LINK を選ぶ

2

ライフィニティ を選ぶ

3

接続する を選ぶ

1 ツートップメニュー（P.28）から
LINK を選ぶ

2 ( 910

の場合のみ )

かえる通知を送信する

帰宅中に、車から自車位置情報を自宅や家
族の携帯電話などに通知できます。
また、目的地を自宅に設定している場合、自
宅までの距離、到着予想時刻も通知します。
準備
ラ イ フ ィ ニ テ ィ の 設 定 を し て く だ さ い。
(P.142)

1 ツートップメニュー（P.28）から

▼
ライフィニティのブラウザ画面
設備を遠隔操作した場合、画面で設備の状
態を確認してください。

ホームネットワークカメラのブラウザ画面

2
3

かえる通知 を選ぶ

：SSL保護されたページへアクセス中
：データ通信中※
：ダイヤルアップ接続中※

画像を
更新

解像度
の切換

カメラの向きを変える/
ホームポジションに戻す

「送信しました」と表示されても、下
記の場合、通知されません。
・自宅内のネットワークが不通
・コントロールパネルの電源がOFF
・通 信 先 の 携 帯 電 話 が 圏 外 や 電 源
OFF
ルート案内中でも、下記の場合、到着
予想時刻は通知されないことがあり
ます。
・自車位置がルート上にない
・オートリルートなど、ルート探索
をしている

・通信が切断されている場合は、接続して再読込みをします。
切
終

断 ：通信を切断する
了 ：ブラウザを終了する

・通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。
※ パケット通信ではデータ量に応じて、回線交換では接続時間に応じて課金されます。
お知らせ
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かえる通知は下記のように通知されます。
詳しくはライフィニティのサービスガイ
ドブックでご確認ください。

プリセットされたカメラポジションにカメラ
の向きを変える

再 読 込 ：再読込みする

本製品は、インターネット機能ソフトウェアとして
株式会社ACCESSの NetFront Browser を搭載しています。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含
まれています。
サービスのご契約内容や機種により、画面や操作が異なります。詳しくはライフィニティの
サービスガイドブックやホームネットワークカメラの取扱説明書でご確認ください。

パソコンでディモーラのサイト（P.131）か
ら遠隔録画できるかを確認してください。
ディモーラの設定をしてください。
（P.142）
ディモーラのサイトや接続するディーガの
取扱説明書も、併せてご覧ください。

1 選局パネル（P.84）から
Dimora録画 を選ぶ

2

はい を選ぶ

自宅でかえる通知を受信すると
各設備を操作

準備

今日は早いのね！

かえる通知
「かえる通知」が届きました
○月○日○時○分
現在地：×××
到着予想時刻：○時○分

自宅のコントロールパネル

接続する を選ぶ

現在視聴中の番組以降を 5 番組まで
リスト表示します。
ネットワーク環境やディーガの機種
により、番組リストが表示されるま
で数分かかる場合があります。

3 番組を選ぶ
現在視聴中の番組を選ぶと、自宅の
デ ィ ー ガ で 録 画 が 開 始 さ れ ま す。
（他の番組を選ぶと録画予約されます。）

お知らせ
ディーガのHDDに空き容量がなかったり、
予約が重複していたりする場合、録画・録
画予約できないことがあります。
本機から地上アナログ放送の番組を録画・
録画予約することはできません。
自宅のある都道府県に自車がいないとき
や、ワンセグの番組を録画しようとしたと
きは、録画・録画予約できない場合があり
ます。
ネットワーク環境やディーガの機種によ
り、通信する時間が異なります。

BLUETOOTHデータ通信サービスを利用する

走行中は表示できません。安全な場所に停車
し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
( 例：BL-C111)

910
自宅のディーガに
遠隔録画・録画予約する(ディモーラ)

LINK を選ぶ

ホームネットワークカメラ を選ぶ

3 接続する を選ぶ
4 ユーザー名とパスワードを入力する
▼

910

お知らせ
かえる通知の送信先として家族のメールア
ドレスを設定している場合、メールでかえ
る通知を受信できます。
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