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NOTE
簡単早わかりガイド
本書は、運転操作や装備の基本的な操作を抜粋して説明しています。
詳しい取り扱いについては、別冊の取扱説明書をお読みください。

本書掲載のマーク

スイッチやレバーなどの操作方向を示しています。

知っていると便利な情報を記載しています。

○○○ ナビゲーションシステムやコントロールパネルなどにあるスイッチやボタンを表しま
す。

★/★ 車両型式、オプションなどで異なる装備を示しています。

※車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承
ください。
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ドライブモードについて

走行モード クリープ アクセルを戻した時の減速イメージ

e-Pedal Step

SPORT

常時発生

アクセルを戻す

減速
時間

車速ECO

NORMAL

アクセルを戻す

減速
時間

車速

SPORTモード、ECOモードのときは、アクセルペダルを戻すと、NORMALモードのときよ
りも強く減速します。

これによって、アクセル・ブレーキペダルの踏み替えを減らし、ドライバーの運転をサポートし
ますが、状況に応じてブレーキペダル操作を行ってください。

シフトポジションを D、N、 R に切り替えるときには必ずブレーキペダルを踏んでください。

エンジンが作動するシーンについて

e-POWER システムでは下記のようなときにエンジンが作動する場合があります。
従来のガソリンエンジン車と比較して、アイドリング時のエンジン回転数は高めに設定されてい
ます。

・リチウムイオンバッテリーの残量が少なくなったとき（発電のため）
・ブレーキペダルを踏みこんだとき（ブレーキペダル踏力補助のため）
・長い下り坂を走行しているとき（エンジンブレーキ相当の減速をさせるため）
など

e-POWER ドライバー向け

『e-Pedal Step』って？ 用使 法方
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ワイパー／ウォッシャースイッチ
フロントワイパー

スイッチ位置 作動
1x

OFF

ウォッシャー液

間けつ作動の間隔短い

長い

スイッチを上げている間作動
手を離すとOFF

OFF 停止
間けつ作動

（スイッチを回して作動間隔の長い、短いを調節）
低速連続作動
高速連続作動

スイッチを手前に引くとフロントウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。

• （間けつ作動）のときは、自動で作動間隔が短くなる車速感知式を設定しています。（車
速が速くなると、フロントガラスに付着する雨の量が多くなるため）

• スイッチを操作するとメーターにスイッチ位置が表示されます。

リヤワイパー★

スイッチ位置 作動

OFF

リヤウォッシャ―液
OFF 停止

間けつ作動（調節機能なし）
連続作動

スイッチを車両前方に押すとリヤウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。

• スイッチを操作するとメーターにスイッチ位置が表示されます。
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アドバンスドドライブアシストディスプレイ
ディスプレイの切り替えかた

エネルギーモニター

km/l---

ドライブコンピュータ
ドライブ情報1

平均燃費/車速

長押しでリセット

走行距離/時間

OK

km/h0

km0.0

31:15

6:27

87.5MHz

FM

SourceOK

後側方 車線

メニューOK

NNW NE 設定

VDC設定
運転支援
エコ
時計
車両設定
メンテナンス

①

②

③

パワー
メーター

エコ
グループ

エネルギー
モニター

ナビゲー
ション情報

オーディオ
情報

走行支援
グループ 警告 設定

・ パワー
メーター

・ ドライブ
コンピュー
タ

・ 平均燃費／
エコインジ
ケータ／
エコペダル
ガイド

・ 2分間燃費

・ エネルギー
モニター

・ VDC設定
・ 運転支援
・ エコ
・ 時計
・ 車両設定
・ メンテ
ナンス

・ 画面カスタ
マイズ

・ 単位 /言語
・ 工場出荷
設定

・ ナビゲー
ション

・ コンパス
表示

・ オーディオ ・ 運転支援
・ クルーズ
（CRUISE）
・ 速度標識

警 告 が 発 生
している場合
表示されます。

ステアリングスイッチでメーター内の画面表示が
切り替わります。

・①を押すと
「パワーメーター 」
「エコグループ 」
「エネルギーモニター 」
「ナビゲーション情報 」★

「オーディオ情報 」★

「走行支援グループ 」
「警告 」
「設定 」
の順に表示が切り替わります。

・②を押すと前の画面に戻ります。

・③を回すと、各項目の表示メニューが選択でき
ます。

• グレード、オプションなどにより表示できる項
目は異なります。

ハンドルまわり
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パワーメーター について

走行中の出力（加速力）と回生量（電力の回収量）を表
示します。

・一定の速度で走行しているときや加速しているとき
は、ゲージ①が中立位置より右側Ⓐに表示されます。

・急加速など、より多くの電力を消費しているときほど、
ゲージ①が右側Ⓐに増えていきます。

・電力を回収しているときは、ゲージ①が中立位置から
左側Ⓑに増えます。ゲージ①が左側Ⓑに増えると、多
くの電力を回収していることを表します。

• 車両のブレーキランプが点灯すると、パワーメー
ターに表示されている車両のブレーキランプも同時
に点灯します。

POWER %

20

0
40

60

80

100

POWER %

20

0
40

60

80

100

加速しているとき
中立位置

中立位置

Ⓐ

Ⓑ

電力を回収しているとき

①

①
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エネルギーモニター について

メーター内のディスプレイにエンジン、リチウムイオンバッテリーおよびタイヤ間のエネルギーの
流れを表示します。

エネルギーモニター (2WD車）

・リチウムイオンバッテリーに蓄え
られたエネルギーを使って走行
している状態

・回生ブレーキを使って、リチウム
イオンバッテリーを充電している
状態

・エンジンと回生ブレーキ、両方
のエネルギーで充電している状
態

・エンジンで発電したエネルギー
で、走行と充電の両方をしてい
る状態

・エンジンで発電したエネルギー
で、リチウムイオンバッテリーを
充電している状態

・エネルギーの流れがない状態

エンジン表示色 バッテリー表示色 4WD車

灰色：エンジン停止状態
・エンジンが停止しているときは、
灰色で表示します。
橙色：エンジン回転状態
・エンジンが回転しているときは、
橙色で表示します。

青色：バッテリー残量が通常状態
・バッテリー残量を表示します。
黄色：バッテリー残量が低下状態
・バッテリー残量が低下すると、
青色から黄色に表示色が変わり
ます。（バッテリー残量が少ない
ときは、通常よりも駆動出力が
低下することがあります）

・4WD状態のときは、リヤ側の
エネルギーの流れも表示します。

① ② ③

④

ハンドルまわり
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ライトスイッチ（タイプA）
ランプの点灯・消灯

スイッチを回してスイッチ位置をマークに合わせます。

スイッチ位置 点灯する灯火
ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯

AUTO ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が自動点灯･
消灯

  /OFF

回す
- 車幅灯、尾灯、番号灯のみが点灯（停車時）
回して 1 秒以上保持する
- 全ランプが消灯（停車時）

• スイッチを  /OFF の位置に回すと、アドバンスドドライブアシストディスプレイにライト
オフガイダンスが表示されます。

• スイッチを   /OFF の位置に回しても、手を離すと自動で AUTOの位置に戻ります。

の使いかた

・ライトスイッチを の位置に回すと、車幅灯やヘッドランプなどが点灯します。

AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた

・パワースイッチがOFFのときは消灯します。
・パワースイッチがONのときは次のように自動点灯・消灯します。
＜周囲が明るいとき＞
– 停車中、走行中ともにヘッドランプや車幅灯などは消灯します。
＜周囲が暗いとき＞
– 停車中、走行中ともにヘッドランプや車幅灯などが自動点灯します。

 /OFFの使いかた

・ランプの点灯状態は次のとおりです。
＜ライトスイッチを  /OFF の位置に回したとき＞
– 停車時には、車幅灯などが点灯します。走行すると周囲の明るさに応じてヘッドランプが自
動点灯します。

– 走行中には、周囲が明るいときは車幅灯などが点灯します。周囲が暗いとき、またはワイパー
が作動中ヘッドランプが点灯しているときは、点灯したヘッドランプを消灯できません。（停
車時のみ消灯可能です。）

＜ライトスイッチを  /OFF の位置に回して 1 秒以上保持したとき＞
– 停車時には、全ランプが消灯します。走行すると周囲が暗いとき、またはワイパーが作動し
ているときは、車幅灯やヘッドランプなどが点灯します。

– 走行中には、点灯しているランプを消灯できません。

マーク
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自動点灯ランプの消灯のしかた（車両停車時）

＜ヘッドランプの消灯方法＞
・ライトスイッチを  /OFF の位置に回すと、ヘッドランプが消灯します。

＜すべてのランプの消灯方法＞
・ライトスイッチを  /OFF の位置に回して 1 秒以上保持すると、全ランプが消灯します。

フォグランプ★の点灯・消灯

・マークを の位置に合わせます。
（リヤフォグランプ付車は、スイッチから手を離すと自動的に中
立位置に戻ります。）

・消灯するときは、マークを元の位置に戻します。（リヤフォグラ
ンプ付車は、再度操作します。）

・フォグランプは、ヘッドランプまたは車幅灯が点灯しているとき
に使えます。

リヤフォグランプ★の点灯・消灯

・マークを の位置に合わせます。
（スイッチから手を離すと自動的に中立位置に戻ります。）
・消灯するときは、スイッチを再度操作します。
・リヤフォグランプは、ヘッドランプまたはフォグランプ★が点灯
しているときに使えます。

ヘッドランプの上下切り替え

＜ライトスイッチが の位置のとき＞
ライトスイッチを車両前方に押すと、ハイビームに切り替わり
ます。ロービームに戻したいときは、ライトスイッチを車両前
方、または後方に動かします。

＜ライトスイッチが AUTOの位置のとき＞
ヘッドランプが点灯しているとき、ライトスイッチを車両前方に押すとハイビームに切り替わりま
す。ロービームに戻したいときは、ライトスイッチを車両前方、または後方に動かします。

パッシングするときは、ライトスイッチを車両後方に引きます。ハイビームの状態からパッシング
したいときは、ライトスイッチを 2回車両後方に引きます。

• ライトスイッチは車両前方に押しても車両後方に引いても、手を離すと自動で中立位置に戻
ります。

マーク

マーク

中立位置パッシング
ロービーム
（下向き）

ハイビーム
（上向き）

ハンドルまわり
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ハイビームアシスト★について

先行車または対向車や周囲の明るさなどに応じ、ハイビーム（上向き）とロービーム（下向き）
が切り替わります。約 25km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを
行い、約 15km/h以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。
＜ハイビームアシストをONにする方法＞

・ライトスイッチが AUTOの位置でヘッドランプが点灯して
いるときにスイッチを押すと、ハイビームアシストが ON
になります。（メーター内のハイビームアシスト表示灯が点
灯）

＜ハイビームアシストをOFFにする方法＞

次のいずれかの操作をすると、ハイビームアシストが OFF
になります。

・ハイビームのとき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを AUTOの位置以外にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

④ライトスイッチを車両後方に引く
（ロービームに切り替わります）

・ロービームのとき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを AUTOの位置以外にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

ハイビームアシストON

ハイビームアシスト OFF

③ ④

②①
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アダプティブ LEDヘッドライトシステムについて

先行車や対向車に照射しないよう、自動的にハイビーム（上向き）の照射範囲を切り替えます。
約 25km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを行い、約 15km/h
以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。

・照射パターンは常に変化します。

左側ハイ
ビーム

スプリット
ビーム

右側ハイ
ビーム

対向車あり 先行車あり 先行車あり

• 周囲の状況により、正しく作動しない場合があります。システムを過信せず、必要に応じて
ハイビーム（上向き）とロービーム（下向き）を手動で切り替えてください。詳しくは車両取
扱説明書をお読みください。

• 対向車または先行車を検知して照射範囲を切り替えているときにも、ヘッドランプ上向き表
示灯が点灯することがあります。（ハイビームの一部が点灯しているため）

＜アダプティブ LEDヘッドライトシステムをONにする方法＞

・ライトスイッチが AUTOの位置でヘッドランプが点灯し
ているときにスイッチを押すと、アダプティブ LEDヘッド
ライトシステムが ONになります。（メーター内のアダプ
ティブ LEDヘッドライト表示灯が点灯）

アダプティブ LEDヘッドライト
システムON

ハンドルまわり
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＜アダプティブ LEDヘッドライトシステムをOFFにする方法＞

次のいずれかの操作をすると、アダプティブ LEDヘッドラ
イトシステムがOFFになります。
・アダプティブ LEDヘッドライトシステムが制御中のとき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを AUTOの位置以外にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

④ライトスイッチを車両後方に引く
（ロービームに切り替わります）

・アダプティブ LEDヘッドライトシステムが制御していない
とき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを AUTOの位置以外にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

③ ④

②①

アダプティブ LEDヘッドライト
システムOFF
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ライトスイッチ（タイプ B）
ライトの点灯・消灯

スイッチを回してスイッチ位置をマークに合わせます。

スイッチ位置 点灯する灯火

AUTO ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、
番号灯が自動点灯･消灯

車幅灯、尾灯、番号灯が点灯
ヘッドランプが自動点灯・消灯

ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯

• スイッチを操作するとメーターにスイッチ位置が表示されます。

AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた

・パワースイッチが ONのとき、スイッチ位置を AUTOの位置にすると、車外の明るさに応じ
てヘッドランプや車幅灯などを点灯・消灯させます。

・パワースイッチがOFFのときは消灯します。
・ライトスイッチが AUTOの位置で、パーキングブレーキをかけている場合は、パワースイッチ
をOFFからONにしてもランプは点灯しません。

・パーキングブレーキを解除して走行した後、ランプが点灯している場合は、パーキングブレー
キをかけても消灯しません。

（ヘッドランプ自動点灯・消灯）の使いかた

・パワースイッチがONのとき、スイッチ位置を の位置にすると、車外の明るさに応じてヘッ
ドランプを点灯･消灯させます。

・以下の場合はヘッドランプが消灯し、車幅灯などが点灯します。
– パワースイッチがOFFのとき
– シフトポジションが P のとき
– 車両が停止している状態で、パーキングブレーキをかけているとき

自動点灯ランプの消灯のしかた（車両停車時）

＜ヘッドランプの消灯方法＞
・ライトスイッチを の位置にし、シフトポジションを P にする、またはパーキングブレー
キをかけると、ヘッドランプが消灯します。

＜すべてのランプの消灯方法＞
・ライトスイッチを AUTOの位置にし、シフトポジションを P または N に入れ、パーキング
ブレーキをかけてパワースイッチをOFFにします。その後ブレーキペダルをしっかり踏みなが
ら、パワースイッチをOFFからONにすると、すべてのランプが消灯状態を保ちます。

マーク

ハンドルまわり
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フォグランプ★の点灯・消灯

・マークを の位置に合わせます。
（リヤフォグランプ付車は、スイッチから手を離すと自動的に中
立位置に戻ります。）

・消灯するときは、マークを元の位置に戻します。（リヤフォグラ
ンプ付車は、再度操作します。）

・フォグランプは、ヘッドランプまたは車幅灯が点灯しているとき
に使えます。

リヤフォグランプ★の点灯・消灯

・マークを の位置に合わせます。
（スイッチから手を離すと自動的に中立位置に戻ります。）
・消灯するときは、スイッチを再度操作します。
・リヤフォグランプは、ヘッドランプまたはフォグランプ★が点灯
しているときに使えます。

ヘッドランプの上下切り替え

＜ライトスイッチが の位置のとき＞
ライトスイッチを車両前方に押すと、ハイビームに切り替わり
ます。ロービームに戻したいときは、ライトスイッチを車両前
方、または後方に動かします。

＜ライトスイッチが AUTOまたは の位置のとき＞

ヘッドランプが点灯しているとき、ライトスイッチを車両前方に押すとハイビームに切り替わりま
す。ロービームに戻したいときは、ライトスイッチを車両前方、または後方に動かします。

パッシングするときは、ライトスイッチを車両後方に引きます。ハイビームの状態からパッシング
したいときは、ライトスイッチを 2回車両後方に引きます。

• ライトスイッチは車両前方に押しても車両後方に引いても、手を離すと自動で中立位置に戻
ります。

マーク

マーク

中立位置パッシング
ロービーム
（下向き）

ハイビーム
（上向き）
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ハイビームアシスト★について

先行車または対向車や周囲の明るさなどに応じ、ハイビーム（上向き）とロービーム（下向き）
が切り替わります。約 25km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを
行い、約 15km/h以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。
＜ハイビームアシストをONにする方法＞

・ライトスイッチが AUTOまたは の位置でヘッドラン
プが点灯しているときにスイッチを押すと、ハイビームアシ
ストがONになります。（メーター内のハイビームアシスト
表示灯が点灯）

＜ハイビームアシストをOFFにする方法＞

次のいずれかの操作をすると、ハイビームアシストが OFF
になります。

・ハイビームのとき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを の位置にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

④ライトスイッチを車両後方に引く
（ロービームに切り替わります）

・ロービームのとき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを の位置にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

ハイビームアシストON

ハイビームアシスト OFF

③ ④

②①

ハンドルまわり
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アダプティブ LEDヘッドライトシステム★について

先行車や対向車に照射しないよう、自動的にハイビーム（上向き）の照射範囲を切り替えます。
約 25km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを行い、約 15km/h
以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。

・照射パターンは常に変化します。

左側ハイ
ビーム

スプリット
ビーム

右側ハイ
ビーム

対向車あり 先行車あり 先行車あり

• 周囲の状況により、正しく作動しない場合があります。システムを過信せず、必要に応じて
ハイビーム（上向き）とロービーム（下向き）を手動で切り替えてください。詳しくは車両取
扱説明書をお読みください。

＜アダプティブ LEDヘッドライトシステムをONにする方法＞

・ライトスイッチが AUTOまたは の位置でヘッドラン
プが点灯しているときにスイッチを押すと、アダプティブ
LEDヘッドライトシステムが ONになります。（メーター
内のアダプティブ LEDヘッドライト表示灯が点灯）

アダプティブ LEDヘッドライト
システムON
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＜アダプティブ LEDヘッドライトシステムをOFFにする方法＞

次のいずれかの操作をすると、アダプティブ LEDヘッドラ
イトシステムがOFFになります。
・アダプティブ LEDヘッドライトシステムが制御中のとき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを の位置にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

④ライトスイッチを車両後方に引く
（ロービームに切り替わります）

・アダプティブ LEDヘッドライトシステムが制御していない
とき
①スイッチを押す

②ライトスイッチを の位置にする
③ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

③ ④

②①

アダプティブ LEDヘッドライト
システムOFF

ハンドルまわり
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ステアリングヒータースイッチ★

・スイッチを押すと約 30分間作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）
・作動中は、ハンドルの表面温度が約 20℃を超える温度を保ちます。

/ セーフティ･シールドスイッチ★／ハンドル支援スイッチ★

＜セーフティ･シールドスイッチ＞

・インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）、インテリジェント BSI（後側方衝突防止支
援システム）★のON･OFFを切り替えることができます。

インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）： P.50

インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）★： P.51

＜ハンドル支援スイッチ＞

・プロパイロット（ナビリンク機能付）のハンドル支援の ON・OFFを切り替えることができます。
プロパイロット（ナビリンク機能付）★： P.47

ヘッドランプレベライザースイッチ★

・ヘッドランプの照らす方向（光軸）を調節します。乗員の人数や荷物の重さなどに応じ、調節
してください。

・通常は、ダイヤルが 0の位置で使います。
・ダイヤルを大きな数字の方へ回すほど、照らす方向は下向きになります。
詳しくは車両取扱説明書をご覧ください。

ドアミラースイッチ
ドアロック連動格納機能★について

ドアの施錠に連動させ、ミラーを格納することができます。

• リモコンまたは、ドアハンドルのスイッチ★で施錠すると、左右のミラーが格納されます。
• パワースイッチを ONにすると、左右のミラーが開きます。（メーター内のディスプレイで、
リモコンまたはドアハンドルのスイッチで解錠すると左右のミラーが開く設定に変更できま
す。）

設定変更★のしかた

メーター内のディスプレイでドアロック連動格納機能の設定を変更できます。詳しくは車両取扱
説明書をご覧ください。
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ナビゲーションシステム★

各部の名称と機能

① TUNE  SCROLL ／ PUSH SOUND ダイヤル

オーディオ現在地カメラ戻る メニュー

VOLPUSH
SOUND

TUNE  
SCROLL

① ⑨

⑥⑤ ⑦③ ④② ⑧

表示される画面によっては、回すと項目を選択できま
す。押すと選択した項目を確定します。
オーディオ画面表示時はオーディオ（USB、iPod、
Bluetooth®オーディオなど）の操作（アルバム、曲
またはフォルダの変更など）ができ、押すと音質を調
整できます。ラジオのときに回すと、周波数が変わり
ます。

② ボタン
前の画面に戻ります。

③ カメラ ボタン
カメラの画面を表示します。

④ ボタン
交通情報をききます。

⑤ 現在地 ボタン
現在地を表示します。ルートが設定されているときに
長押しすると、最新のルートガイドを聞くことができま
す。
※ルートガイドとは、交差点案内、渋滞情報、到着予
想時刻案内になります。

⑥ ボタン
メニュー画面を表示します。長押しすると、メニュー画
面を編集できます。

⑦ オーディオ ボタン
オーディオ画面を表示します。オーディオ画面を表示し
ているときに押すと Sourceメニュー画面を表示しま
す。

⑧ ／ ボタン
チャンネル送り、自動選局、曲変更などができます。
長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りができます。

⑨ ／ VOL ダイヤル
押すごとにオーディオを ON・OFFします。 回すと音
量を調節します。
オーディオが OFFのときに回すとONになります。
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ステアリングスイッチの名称と機能

① OK スイッチ
音声操作時に回すと項目を選択できます。
押すと選択した項目を確定します。

② スイッチ
音量を調整します。

③ スイッチ
音声操作時に一つ前の画面に戻ります。

④ ／ スイッチ
ラジオ／テレビの選局や iPodなどの選曲をします。
長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りができます。

⑤ スイッチ
ハンズフリーフォン操作画面に切り替えたり、通話に応
答したり終了したりします。

⑥ スイッチ
音声操作画面に切り替えます。AppleCarPlay ™操
作時に長押しすると Siriが起動します。Android 
Auto ™操作時に長押しするとGoogleアシスタント ™
が起動します。

外部機器入力について

・インストルメントパネルにUSB電源ソケットがあります。
USBデバイスや iPod/iPhoneまたは Androidスマート
フォンを接続できます。

・HDMI端子は、センターコンソール内にあります。
外部機器を接続して映像や音声を視聴できます。

①

②
③

④

⑤

⑥

1 2

START
STOP

センターパネルまわり
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目的地を探す

1 現在地 ボタンを押します。

2 目的地を設定していないときに、地図画面下部の“目的地”をタッチします。

3 目的地メニューから項目を選び、目的地を探します。

• ルート探索条件を“省エネ”に設定しているときは、燃費を考慮したルート探索します。

• ルート探索条件を“省エネ”以外に設定しているときは、ルート探索結果表示時に“他のルー
トを選ぶ”→“省エネ”を選択すると燃費を考慮したルートを選択できます。

ハンズフリーフォン★

Bluetooth®対応の携帯電話を使ってハンズフリーフォンとして使用することができます。お手
持ちの携帯電話を Bluetooth®で接続するには初期登録が必要です。

Bluetooth®対応機器の初期登録

1 ボタンを押します。

2 “機器接続”→“登録機器”→“登録”をタッチします。

3 接続する機器の Bluetooth®設定でデバイス検索し、「MYCAR」を選択してください。
接続する機器の機種によっては、パスキー入力が必要な場合があります。

• 接続する機器の詳しい操作方法は、接続する機器の操作手順書をご参照ください。
• 適応する Bluetooth® 携帯電話は、NissanConnect サービスホームページ（www.

nissanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」でご覧いただけます。
• 初期登録後は自動的に接続されます。
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電話をかける

1 ステアリングの スイッチを押します。

2 画面に表示されるメニューの中から、発信方法を選びます。
“短縮ダイヤル”：登録してある短縮ダイヤルからかけます
“ハンズフリー電話帳”：携帯電話から登録した電話帳からかけます
“発着信履歴”：発信／着信履歴からかけます
“ダイヤル入力”：番号を入力してかけます

電話を受ける

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴り、自動的に着信画面になります。

1 ステアリングの スイッチを押すまたは“応答”をタッチして通話を開始します。

2 通話を終了するには再度 スイッチを押すまたは“終話”をタッチします。

センターパネルまわり
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Bluetooth®オーディオ★

Bluetooth®対応のオーディオ機器を使って Bluetooth®オーディオとして使用することがで
きます。お手持ちの Bluetooth®対応のオーディオ機器を接続するには初期登録が必要です。

Bluetooth® 対応機器の初期登録： P.24

操作画面の見かた

①“Source” デバイス名

Source

メニュー

アーティスト名

アルバム名
曲名

2:06

①
②

⑥

⑦

⑤

③

④
Sourceメニューを表示します。
オーディオソースバーに表示されていないソースも
Sourceメニューから選ぶことができます。Source
メニューの“オーディオソースバーの編集”をタッチし
て、オーディオソースバーの編集をすることもできます。

②“メニュー”
メニュー画面を表示します。

③ 楽曲情報表示
アーティスト名、曲名、再生時間などを表示します。

④ 接続デバイス名
接続しているデバイス名を表示します。

⑤ アルバムアートワーク
アルバムアートワークを表示します。
接続しているデバイスによってアルバムアートワークが
表示されない場合があります。

⑥ オーディオ操作キー
タッチしてプレイモードの変更や曲送りをします。

⑦ オーディオソースバー
オーディオソースを切り替えます。
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オートエアコン
各部名称と機能

① 風量調節ダイヤル

PUSH
A/C

PUSH
AUTO

FRONTREAR

① ② ③ ④⑤ ⑥

⑦ ⑪⑩⑨⑧

ダイヤルを回して風量を切り替えます。
② 助手席ヒーターシートスイッチ★

スイッチを押すごとに、Hi⇒ Lo⇒ OFF⇒ Hiの順に
切り替わります。

③ リヤウインドーデフォッガースイッチ
バックドアガラスのくもりが取れます。また、ドアミラー
ヒーター付車はドアミラーに内蔵されたヒーターが作
動して、霜やくもりが取れます。

④ 内外気切り替えスイッチ
スイッチを押すごとに、内気循環、外気導入が切り替
わります。

⑤ 運転席ヒーターシートスイッチ★

スイッチを押すごとに、Hi⇒ Lo⇒ OFF⇒ Hiの順に
切り替わります。

⑥ 温度調節ダイヤル
ダイヤルを回して設定温度を切り替えます。（Lo 18.0℃
～ Hi 32.0℃）

⑦ A/Cスイッチ
冷房 ･除湿機能の ON･OFFを切り替えます。

⑧ ON・OFFスイッチ
オートエアコンの ON・OFF を切り替えます。

⑨ 吹き出し口切り替えスイッチ
吹き出し口を切り替えます。

⑩ デフロスタースイッチ
フロントガラスのくもりが取れます。

⑪ AUTOスイッチ
自動制御に切り替えます。吹き出し温度、吹き出し口、
風量の切り替えを自動で制御して設定した温度に保ち
ます。

センターパネルまわり
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ワイヤレス充電器★

ワイヤレス充電器はQi対応スマートフォンの充電専用です。パワースイッチがONのとき使えま
す。

ワイヤレス充電器の使いかた

・ワイヤレス充電器はセンターコンソールにあります。
・スマートフォンを充電エリア内に置くと充電が始まります。
（インジケーターがオレンジ色に点灯）
・スマートフォンを置くときは、スマートフォンの受電部分が

Qiロゴの上にくるように置いてください。
・充電が完了するとインジケーターが緑色に点灯します。
（すべての機種について作動の保証はいたしません。）

1 2

START
STOP

インジケーター
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セレクトレバー
セレクトレバーの使いかた

R

N

N

D / B

P
セレクトレバー操作

ブレーキペダルを踏んだまま
ボタンを押して操作します。

ブレーキペダルを踏んだまま
ボタンを押さずにそのまま操
作します。

ボタン

シフトポジション 操作方法 働き

P セレクトレバーにあるⓅスイッチを押しま
す。

駐車および e-POWERシステムを始動す
るとき

R ブレーキペダルを踏みながら、ボタンを押
して車両前方へ 2段階スライドさせます。 後退するとき

N

P のときは、ブレーキペダルを踏みなが
ら車両前方、または車両後方に 1段階ス
ライドさせしばらく保持します。
D ･ B のときは、ブレーキペダルを踏み
ながら車両前方に 1段階スライドさせ、し
ばらく保持します。
R のときは、ブレーキペダルを踏みなが
ら車両後方に 1段階スライドさせ、しばら
く保持します。

動力が伝わらない状態

D ブレーキペダルを踏みながら、車両後方に
2段階スライドさせます。 通常走行するとき

B
D のときに車両後方に 2段階スライドさ
せると B に切り替わります。もう一度 2
段階スライドさせると D に戻ります。

下り坂などで、強い回生ブレーキが必要な
とき

センターパネルまわり
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パワースイッチ
モードの切り替え

キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）を携帯しているとき、
ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを押すとモードが切り替わります。

1 電動パーキングブレーキスイッチの表示灯が点灯
していることを確認してください。

2 ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを押し
ます。

キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）の電池が切れたとき

キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）の電池が切れたときは、
以下の手順で e-POWERシステムを始動してください。

1 電動パーキングブレーキスイッチの表示灯が点灯
していることを確認してください。

2 パワースイッチを押してから、キーのロゴマーク
の裏面をパワースイッチに接触させます。
（ブザーが“ピピッ”と鳴ります。）

STARTSTOP

D-MODE

EV

3 ブザーが鳴ってから 10秒以内に、ブレーキペダ
ルをしっかり踏み込んだままパワースイッチを押し
ます。

・ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを押すと、モードが切り替わります。
・e-POWERシステムを停止するときは、シフトポジションを P にしてからパワースイッチを押
してください。
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 e-Pedal Step
e-POWER システムは 3 つのドライブモードがあります。目的に応じて使い分けてください。
各モードの働き

モード
（表示灯）

シフト
ポジ
ション

アクセルペダル
OFF時の減速度合い 特徴

NORMAL
NORMAL

D
ガソリンエンジン車の
エンジンブレーキと
同等

ガソリンエンジン車と同等の走りを楽しめるモード
–モーター駆動特有のレスポンスよくスムースな加速
–ガソリンエンジン車に近い感覚でのアクセルペダル

OFFでの減速B やや強い

SPORT
SPORT

D 強い
EVらしさと燃費を両立させたモード

–モーター特性を際立たせてアクセルペダル操作に瞬時
に応じる高レスポンスを実現

–アクセルペダル OFF時の回生ブレーキを強めて、多く
のエネルギーを回収

–アクセルペダル操作のみで楽に速度調整が可能
B より強い

ECO
ECO

D 強い
燃費重視のモード

–無駄なエネルギー消費を抑えるための穏やかな加速性
能

–アクセルペダル OFF時の回生ブレーキを強めて、多く
のエネルギーを回収

–アクセルペダル操作のみで楽に速度調整が可能
B より強い

※  ECOモードがもっとも燃費重視のモードとなります。
ECOモード← SPORTモード← NORMALモードの順に燃費が良くなります。

• モードの設定は、e-POWERシステムを始動するたびに ECOモードに切り替わります。

ECO

NORMAL

SPORT

センターパネルまわり
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• SPORTモード、ECOモードのときは、ブレーキを踏まずに減速した場合でも減速度合い
に応じて制動灯が点灯します。

• SPORTモードおよび ECOモードではアクセルペダル OFF時の回生力を高めています。
そのため、アクセルペダルを ONからOFFにしたときに、減速度合いが強く感じられる場
合があります。
※アクセルペダル OFFによる減速で停車する機能はないため、停車時はブレーキペダルを必
ず踏み込んでください。

• 長い下り坂でリチウムイオンバッテリーが満充電になった場合や、低温時、滑りやすい路面で
は減速度合いが弱くなることがあります。

モード シフトポジション クリープ

e-Pedal Step
SPORT D／B

常時発生

ECO D／B

NORMAL
NORMAL

D
B

すべてのモード R

モードの切り替えかた

パワースイッチがONのとき、ドライブモードセレクターを車両前方または後方に押してモード
を切り替えます。

ECOモードのときは ECOモードインジケーターが点灯します。
＜NORMALモードへの切り替えかた＞

・ECOモードのときに、ドライブモードセレクターを車両後
方に押すと、NORMALモードに切り替わります。その後
車両前方に押すと ECOモードに切り替わります。
NORMALモードのときは NORMALモードインジケー
ターが点灯します。

＜ SPORTモードへの切り替えかた＞
・ECOモードのときに、ドライブモードセレクターを車両前
方に押すと、SPORTモードに切り替わります。その後車
両後方に押すと ECOモードに切り替わります。
SPORTモードのときは SPORTモードインジケーターが
点灯します。

D-MODE

ドライブモード
セレクター

SPORT

ECO

NORMAL
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SPORTモード、ECOモード時の制動灯（ブレーキランプ）について

アクセルペダルを離した際、発生する減速度合いに応じて制動灯（ブレーキランプ）を点灯させ
て、停止直前に消灯します。停車中はブレーキペダルを踏むことで、制動灯（ブレーキランプ）が
点灯します。

※渋滞時などで減速度が発生しにくい発進、停止を繰り返した
場合、制動灯 (ブレーキランプ) が点灯しないことがあります、
ご注意ください。

加速時 減速時 停止直前 停車時※

ブレーキペダルを
踏むことで制動灯
(ブレーキランプ) 
点灯

制動灯 
(ブレーキランプ ) 
点灯

減速度合いに応じて、
制動灯 (ブレーキランプ) 
点灯。

停止直前は制動灯 
(ブレーキランプ) 
消灯。

※停車中は必ず
ブレーキペダルを
踏んでください。

制動灯
(ブレーキランプ ) 
消灯

ブレーキペダルを
踏むアクセルペダルを離すアクセルペダルを

踏む

アクセルペダルアクセルペダル ブレーキペダル

センターパネルまわり
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 EVモードスイッチ
チャージモード

強制的にエンジンを始動し、リチウムイオンバッテリーの充電を行います。マナーモードによる
走行距離を長くしたいとき、あらかじめリチウムイオンバッテリーを充電するモードです。

＜ON・OFFのしかた＞

・走行可能表示灯が点灯しているとき、EVモードスイッチを
押し続けるたびにチャージモードのON･OFFが切り替わり
ます。

・ONにするとメーター内のディスプレイにチャージモードイ
ンジケーターが点灯します。

• マナーモード中に EVモードスイッチを押し続けると、チャージモードに切り替わります。
• チャージモードは、ドライブモードが SPORTモード、ECOモードのときに使用できます。

マナーモード

エンジンの始動を極力抑えて走行することができます。リチウムイオンバッテリーの電力だけで
走行するので、早朝や深夜の住宅街など、静かに走行したいときに使用するモードです。

＜ON・OFFのしかた＞

・走行可能表示灯が点灯しているとき、EVモードスイッチを
押すたびにマナーモードの ON･OFFが切り替わります。

・ONにするとメーター内のディスプレイにマナーモードイン
ジケーターが点灯します。

• チャージモードをON にしてリチウムイオンバッテリー残量を増やしておくと、バッテリー電
力だけで走行できる距離が長くなります。

• マナーモードは、ドライブモードが SPORTモード、ECOモードのときに使用できます。

チャージモード

EV

EVモードスイッチ

マナーモード

EV

EVモードスイッチ
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燃費を良くするためのポイント
燃費は、道路状況、天候や気温、乗員数などに大きく左右されます。

次のようなことに気をつけ電力の消費を抑えると、燃費が良くなります。

お出かけ前に

・電力の消費が少ないルートを選択する（登り坂の走行は電力の消費が多くなります。登り坂の
少ないルートを選択すると電力の消費を抑えられます）

・不要な荷物は積んだままにしない
・適切なタイヤ空気圧にする
運転するときは

・ドライブモードは ECOモードや SPORTモードで走行する
・暖房使用時の設定温度を控えめ（24℃以下）にする（寒いときはヒーターシート★やステアリ
ングヒーター★を使用する）

・デフロスターの使用は必要最低限にする
・なめらかに発進、加速する
・車間距離に余裕を持って、高速道路では速度を控えめに走行する
・エコモード設定をON（燃費優先）にする

e-Pedal Step： P.31

エコモード設定： P.36

センターパネルまわり
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エコモード設定

エコモード設定は、インテリジェント クルーズコントロール★とエアコン機能を燃費重視の設定
に切り替える機能です。ドライブモードが ECOモードのときにカスタマイズが可能です。
・エコモード設定で「クルーズコントロール」をON（燃費優先）にすると、インテリジェントクルー
ズコントロールの加速度がOFF時に比べて穏やかになり、燃費向上を図ります。

・エコモード設定で「空調」をON（燃費優先）にすると、OFF時に比べて冷房の効きが弱まり、
燃費向上を図ります。

＜ON・OFFのしかた＞

・メーター内のディスプレイで「設定 」⇒「エコ」⇒
「エコモード設定」を選択すると、ECOモード時の燃費重
視機能のON･OFFを切り替えることができます。

• 次のような場合、エコモード設定で「空調」を ON（燃費優先）にしていても、エアコン機
能が優先となります。
–エアコンの温度設定を Loにしたとき（18℃～ Hiに設定すると燃費優先になります）
–デフロスターを使用したとき

エコモード設定

クルーズコントロール ON

空調 ON

15:00
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エンジンが作動するシーンについて

e-POWERシステムでは下記のようなときにエンジンが作動する場合があります。
・リチウムイオンバッテリーの残量が少ないとき（発電のため）
・アクセルペダルを強く踏み込んだとき（発電のため）
・暖房をONにしたとき（熱源となるエンジン水温を上げるため）
・エンジンが冷えているとき（暖機のため）
・e-POWERシステムが始動している状態でボンネットを開けたとき（整備時の事故を防止す
るため）

・チャージモード中（発電のため）
・フロントガラスのデフロスタースイッチをONにしたとき

・ブレーキペダルを踏み込んだとき（ブレーキブースター用負圧生成のため）※

・長い下り坂を走行しているとき（減速度を生成するため）※

※エンジンは始動していますが燃料は消費しません

e-POWER固有の音について

システム始動時や走行中は、e-POWER固有の音が聞こえる場合があります。

聞こえる音 理由 どんな場合で聞こえる？

エンジン音①
（ガソリンを燃焼させる）

発電をするため ・リチウムイオンバッテリーの残量が少ないとき
・アクセルペダルを強く踏み込んだとき

熱源となるエンジン水温を
上げるため

・暖房をONにしたとき
・デフロスタースイッチをONにしたとき

暖機をするため ・エンジンが冷えているとき

エンジン音②
（ガソリンを燃焼させない）

ブレーキブースター用負圧
生成のため ・ブレーキペダルを踏み込んだとき

減速度を生成するため ・長い下り坂を走行しているとき

ヒューン 歩行者に車両の接近を知
らせるため

・エンジンが止まっている状態で、低車速で走行し
ているとき

キィーン 駆動モーターや発電機を
動かしているため

・急加速をしたとき
・e-Pedal Step走行で減速をしているとき

ウィーン、ブーン 駆動用バッテリー冷却用の
ファンを回すため

・システムが必要と判断したとき（長い加速をして
いるとき、エアコン使用時、オーディオなどの電
力負荷が高いときなど）

センターパネルまわり
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電動パーキングブレーキ
スイッチ操作で、パーキングブレーキをかけることができます。

電動パーキングブレーキのかけかた

・ブレーキペダルをしっかり踏みます。
・電動パーキングブレーキスイッチを引き上げます。
スイッチを引き上げると、電動パーキングブレーキスイッチ表
示灯が点灯し、メーター内の電動パーキングブレーキ警告灯
が、約 2秒後に点灯します。

電動パーキングブレーキの解除のしかた

・ブレーキペダルをしっかり踏みます。
・電動パーキングブレーキスイッチを押し下げます。
スイッチを押し下げると、電動パーキングブレーキスイッチ表
示灯が消灯し、電動パーキングブレーキが解除されるとメー
ター内の電動パーキングブレーキ警告灯が消灯します。

• 電動パーキングブレーキがかかっている状態で運転席ドアを閉めてから、シフトポジション
を D または R にし、アクセルペダルを踏み込むと、パーキングブレーキが解除されます。

• 電動パーキングブレーキの詳しい操作方法は、車両取扱説明書をご覧ください。

電動パーキング
ブレーキスイッチ
表示灯

電動パーキング
ブレーキスイッチ

電動パーキング
ブレーキスイッチ
表示灯

電動パーキング
ブレーキスイッチ
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オートブレーキホールド
オートブレーキホールド機能は、信号待ちなどで停車中にブレーキ力を保持する機能です。

オートブレーキホールドのON・OFFのしかた

＜オートブレーキホールドをONにする方法＞
・オートブレーキホールドスイッチを押します。
・ONになると、オートブレーキホールドスイッチ表示灯が点
灯します。

・使用できる条件になるとメーター内のオートブレーキホール
ド表示灯（白色）が点灯します。

＜オートブレーキホールドをOFFにする方法＞
・オートブレーキホールド機能がONのとき、オートブレーキホールドスイッチを押すと、スイッ
チの表示灯が消灯しオートブレーキホールド機能がOFFになります。

・ブレーキ力が保持されている状態で、オートブレーキホールドを OFFにするときは、ブレー
キペダルを踏みながらオートブレーキホールドスイッチを押します。

オートブレーキホールドの作動

・ブレーキペダルを踏んで停車します。
オートブレーキホールド表示灯が白色から緑色に変わり、ブ
レーキペダルを踏み続けなくてもブレーキ力が保持されま
す。

・アクセルペダルを踏むと保持を解除し、発進します。

AUTO
HOLD

オートブレーキ
ホールドスイッチ

オートブレーキ
ホールドスイッチ
表示灯

センターパネルまわり



40

02

01

01 ドアハンドルのスイッチ★・バックドアスイッチ★

02 給油口

ドア
キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）の電池が切れたとき

キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）の電池切れや 12Vバッ
テリー上がりのときは、メカニカルキーでドアの施錠・解錠を行います。

1 ロックノブを矢印の方向に押しながら、メカニカル
キーを取り出します。

メカニカルキー

ロックノブ

2 メカニカルキーを鍵穴に差し込み、車両前方に回
すと解錠します。車両後方に回すと施錠します。 施錠

解錠

外装まわり
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インテリジェントルームミラー★

インテリジェント ルームミラーモードに切り替えると、車両後方にあるカメラで映し出された映
像（モニター表示）に切り替わります。

インテリジェントルームミラーを使う

・走行前にルームミラーモード（鏡面）の状態で、ミラー
本体の角度を調節してから使用します。

・インテリジェント ルームミラーモード（モニター表示）
にするときは、パワースイッチをONにし、ON・OFF
切り替えレバーを手前に倒します。（作動表示灯が点灯）

・ルームミラーモード（鏡面）にするときは、ON・OFF
切り替えレバーを前方へ倒します。

• 周囲の明るさにより見づらかったり、眩しく感じたときはインテリジェントルームミラーモード（モ
ニター表示）をOFF にし、ルームミラーモード（鏡面）で使用してください。

• インテリジェント ルームミラーモード（モニター表示）のときは、インテリジェント アラウンド
ビューモニターを表示することができます。（メーカーオプションナビゲーションシステム非装着
車）

画像調節のしかた

・インテリジェント ルームミラーモードで、インテリジェ
ント アラウンドビューモニター画面★を表示していない
ときにモニター画像の各種調節ができます。

・Menuボタンを押すと調節できる項目が表示されます。
Ⓐ ･Ⓑボタンで選択し、Ⓒボタンで調節する項目を決
定します。
– 明るさ（Brightness）
– 下／上（Down/Up）
– 左／右（Left/Right）
– 回転（Rotation）
– インジケーター（Indication）
– カメラ表示位置（Camera Position）★

– 言語（Language）
– スイッチ照明（Switch Backlight）
– ライセンス（License）

ON・OFF切り替えレバー
作動表示灯

Menuボタン

Ⓐボタン Ⓑボタン

Ⓒボタン

便利な機能
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インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物検知機能付）★

インテリジェント アラウンドビューモニターは自車両を上から見ているような映像を映し出すこ
とで、駐車時の運転操作を支援します。

インテリジェントアラウンドビューモニターを表示する

・メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車は、パ
ワースイッチが ONのときに、インテリジェント ルームミ
ラーの ON･OFF切り替えレバーを手前に引き、Ⓐボタン
を押すか、シフトポジションを R にするとインテリジェン
トルームミラーに表示します。

・メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は、パ
ワースイッチが ONのときに、ナビゲーションシステムの
カメラ を押すか、シフトポジションを R にするとナビゲー

ションシステムに表示します。

インテリジェントアラウンドビューモニターの表示切替

・シフトポジションを R にするとインテリジェント アラウンド
ビューモニターがONになり、トップビュー（左側画面）／
リヤビュー（右側画面）を表示します。シフトポジション
を R から他の位置にすると、インテリジェント アラウンド
ビューモニターがOFFになります。

・シフトポジションが D または B のときに、ソナーが障
害物を検知したときはインテリジェント アラウンドビュー
モニターが ONになり、トップビュー（左側画面）／フロ
ントビュー（右側画面）を表示します。障害物の検知がな
くなると、インテリジェント アラウンドビューモニターは
OFFになります。

・インテリジェント ルームミラーのⒶボタン（メーカーオプションナビゲーションシステム非装着
車）または カメラ （メーカーオプションナビゲーションシステム装着車）を押すとインテリ
ジェントアラウンドビューモニターがONになり、トップビュー（左側画面）／フロントビュー（右
側画面）を表示します。

カメラボタン

カメラカメラ

ON・OFF切り替えレバー
Ⓐボタン Ⓑボタン

車両周辺の安全を直接確認してください。

左側画面

メーカーオプションナビゲーションシステ
ムとインテリジェント ルームミラーで表示
が異なります。

右側画面
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• インテリジェント ルームミラーのⒷボタン（インテリジェント アラウンドビューモニターが右
側に表示されているときはⒶボタン）（メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車）
または カメラ （メーカーオプションナビゲーションシステム装着車）を押すと、画面を切
り替えることができます。
–シフトポジションが R のとき：
トップビュー（左側画面）/リヤビュー（右側画面）→サイドブラインドビュー（左側画面）/
リヤビュー（右側画面）→リヤビュー（全画面）→インテリジェントアラウンビューモニター
OFF

–シフトポジションが R 以外のとき：
トップビュー（左側画面）/フロントビュー（右側画面）→サイドブラインドビュー（左側画
面）/フロントビュー（右側画面）→インテリジェントアラウンドビューモニター OFF

移動物検知機能

車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を検知し、音と黄枠を表示して移動物
を運転者にお知らせする機能です。

機能が作動している画面には移動物検知機能作動状態アイコンが青色で表示されます。

① 移動物検知表示

車両周辺の安全を直接確認してください。

②

メーカーオプションナビゲーションシス
テムとインテリジェント ルームミラーで
表示が異なります。

①

移動物を検知したときに、黄枠でお知らせします。
② 移動物検知機能作動状態アイコン
移動物 検知機能を作動させる側の画面のアイコンを
青色で表示します。

便利な機能
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先進事故自動通報システム★

SOSコールスイッチを押すことで SOSコールを開始できます。また、事故発生時（SRSエア
バッグ、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ、SRS ニーエアバッグ展開時）に
は自動で SOSコールを開始します。
先進事故自動通報システムの使いかた

1 • パワースイッチをONにします。
• SOSコールスイッチのインジケーターが赤色・
緑色ともに点灯し、約 5秒後に緑色のみ点灯を
続けます。

2 • SOSコールスイッチのカバーを押して開きま
す。

• スイッチを約 1秒間押すと緑色のインジケーター
が点滅し、オペレータに繋がります。

3 • SOSコールサービスのオペレータと通話しま
す。

• 状況に応じてオペレータからの折り返し、もしく
は公共機関（警察・消防・医療機関）からの通
話着信があります。着信時は自動で音声接続し
ます。

• 通話が終了したら、カバーを戻し、ロックするま
で押します。

• SOSコールとは、急病・犯罪・事故などの緊急時に警察・消防・医療機関への連絡を補助
するサービスです。

• SOSコールサービスのオペレータや公共機関との通話中は、車両側から通話を終了させる
ことはできません。

• 先進事故自動通報システムは、NissanConnectサービスを申し込みいただくことで利用
できます。

• SOSコールサービス契約後は、日産販売会社で初期設定を完了してください。
• 先進事故自動通報システムの詳しい操作方法は、車両取扱説明書をご覧ください。
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注意
走行支援機能は運転者の安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するもの
ではありません。運転者はシステムに頼った運転をせず、周囲の状況に注意して常に安全運転を心
がけてください。
※重要な警告・注意事項がありますので、ご使用の前には必ず車両取扱説明書をお読みください。

インテリジェントエマージェンシーブレーキ
インテリジェント エマージェンシーブレーキは前方の車両や歩行者、人が乗車している自転車と
衝突のおそれがあるとき、警報とブレーキにより、運転者の衝突回避操作を支援します。

・衝突するおそれがあると判断すると、警報音（ブザー）と
ともにメーター内のインテリジェント エマージェンシーブ
レーキ表示（接近警報表示）がオレンジ色に点滅します。

・運転者の衝突回避操作が不十分で、衝突危険性が高まっ
たときには、メーター内のインテリジェント エマージェン
シーブレーキ表示が赤色の緊急警報表示になり、警報音（ブ
ザー）とともに軽いブレーキがかかります。

・さらに衝突の危険性が高まったときには、衝突の直前に強いブレーキがかかります。

• インテリジェントエマージェンシーブレーキは、車速約 5km/hから作動します。
歩行者･人が乗車している自転車には約 10km/h～ 80km/hの範囲で作動します。（車
速約 100km/h以上では停止車両に対しては作動しません。）

• アクセルを強く踏み込んだり、ハンドルを大きく、または素早く切る、前方の車両や歩行者、
人が乗車している自転車との衝突の危険がなくなったと判断すると、ブレーキの作動は解除
されます。

 OFFのしかた

・メーター内のディスプレイでOFFにできます。詳しくは車
両取扱説明書をご覧ください。

・インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFF にする
とメーター内の警告灯が点灯します。

• 設定をOFF にした場合でも、再度 e-POWERシステムを始動させるとON になります。
• インテリジェント エマージェンシーブレーキを OFF にするとインテリジェント FCW（前方
衝突予測警報）、および踏み間違い衝突防止アシストもOFF になります。

接近警報表示

緊急警報表示

ハンドル支援

側方支援

後側方支援

エマージェンシーブレーキ

速度標識表示

ルート減速支援

運転支援

ON

ON

ON

ON

走行支援機能
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踏み間違い衝突防止アシスト
踏み間違い衝突防止アシストには、次の 2つの機能があります。
低速加速抑制機能

・前進時（停車時含む）、進行方向に車両や歩行者、壁などの障害物を検出している場合に、ア
クセルペダルを必要以上に踏み込むと、警報とともに加速を抑制します。

・後退時（停車時含む）、進行方向に壁などの障害物を検出している場合に、アクセルペダルを
必要以上に踏み込むと、警報とともに加速を抑制します。

低速衝突軽減ブレーキ機能

前進、後退時、進行方向の障害物を検知し、衝突するおそれがあるとシステムが判断すると、
e-POWERシステムの出力の制御、およびブレーキをかけて衝突を回避、または被害の軽減を
します。

検出物 車速 検出方向

車両
歩行者

0～25km/hの
範囲で作動 前進時

壁などの障害物 0～ 15km/hの
範囲で作動

前進時または
後退時

• 低速衝突軽減ブレーキ機能は、車速約 2～ 15km/h の範囲で作動します。
• アクセルペダルをゆっくりと踏んだ場合は、深く踏み込んでも作動しません。
• 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したあとは、さらに障害物に近づいても再び作動はしませ
ん。

• 次の場合は、低速加速抑制機能が解除され、通常の加速に戻ります。
–アクセルペダルを一旦戻して踏みなおしたとき
–低速加速抑制機能が約 6 秒経過したとき

OFFのしかた

インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFF にするとインテリジェント FCW（前方衝突
予測警報）、および踏み間違い衝突防止アシストもOFF になります。

• 踏み間違い衝突防止アシストのみ OFF にすることはできません。
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プロパイロット（ナビリンク機能付）★

プロパイロット（ナビリンク機能付）は、運転者が設定した車速を上限に先行車と車速に応じた
車間距離を保ちながら、車線中央付近を走行するための運転操作を支援します。

プロパイロット（ナビリンク機能付）表示

メーター表示項目 表示内容

km/h

ECO

D

100

PM12:59 C0

で発進します

100

① ③②

⑪⑩⑨

④ ⑤ ⑥ ⑦⑧

① ハンドル支援の
作動状態 ハンドル支援中は緑色に点灯します。

②
プロパイロット
（ナビリンク機能
付）の作動状態

プロパイロット（ナビリンク機能付）
作動中は青色に点灯します。

③ 先行車検出の
有無

表示
⇒先行車検出有り

非表示
⇒先行車検出無し

④ ハンドル支援の
作動状態

ハンドル支援中は
緑色に点灯します。

⑤
プロパイロット
（ナビリンク機能
付）の作動状態

白色
⇒プロパイロット
（ナビリンク機能

付）ON

青色
⇒プロパイロット
（ナビリンク機能
付）作動開始

⑥ ルート減速支援
表示

ルート減速支援機能作動時は
表示します。

⑦ 最高速度標識表示
標識検知機能で検出された

速度標識と運転者への操作支援を
表示します。

⑧ 設定車速 設定車速を表示します。
⑨ 車間設定の表示 車間距離の設定状況を表示します。

⑩ 車線検出の
有無

緑色
⇒車線検出有り

灰色
⇒車線検出無し

⑪ 車速制御の
作動状態

緑色
⇒定車間制御中

先行車アイコンが
非表示

⇒定速制御中

走行支援機能



48

セットのしかた

1 ステアリングの スイッチを押すとシステ
ムがONになります。
・メーター内のディスプレイにプロパイロット（ナ
ビリンク機能付）の状態が表示されます。

km/h

NORMAL

D

---

メニューOK

2 設 定したい 速 度まで加 速または減 速し、
CANCEL スイッチを SET-側に押します。
・ CANCEL スイッチを SET-側に押したときの
車速が設定車速になりプロパイロット（ナビリ
ンク機能付）の制御を開始します。

• プロパイロット（ナビリンク機能付）により停止状態を保持しているときに、先行車に続いて
発進するときは、 CANCEL スイッチを RES+側に押すか、アクセルペダルを踏みます。

• スイッチを押してONにするとインテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システ
ム）、インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）もONになります。

• スイッチを約 1.5 秒以上押すと、定速制御機能に切り替わり、アクセルペダルを踏
まなくても、一定の速度で走行することができます。（ハンドル制御や車間制御は行いません。）

解除のしかた

・  スイッチを押します。

• プロパイロット（ナビリンク機能付）により停止状態を保持しているときに、プロパイロット（ナ
ビリンク機能付）が解除されると電動パーキングブレーキがかかります。

•  CANCEL スイッチを押す、またはブレーキペダルを踏んでも一時的に解除されます。

設定車速の変更のしかた

・設定車速を上げたいときは、 CANCEL スイッチを RES+側
に押します。

・設定車速を下げたいときは、 CANCEL スイッチを SET-側
に押します。
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車間距離設定の変更のしかた

ステアリングの スイッチを押します。

・ スイッチを押すごとに、「長」→「中」→「短」→「長」
の順に切り替わります。

ハンドル支援機能のON・OFF のしかた

<スイッチでのON･OFFのしかた >
ハンドル支援スイッチを押すごとにハンドル支援の ON･OFFを切り替えることができます。

<メーターでのON･OFFのしかた >

メーター内のディスプレイで「設定 」⇒「運転支援」⇒「ハンドル支援」を選択すると、ハン
ドル支援のON･OFFを切り替えることができます。
詳しくは車両取扱説明書をご覧ください。

LDW（車線逸脱警報）

運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうになると、警報音
（ブザー）と表示によって運転者に注意を促します。

• LDW（車線逸脱警報）は、約 60km/h 以上で作動します。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

km/h

PM

ECO

D

100

12:59 C0

で発信します

走行支援機能



50

インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）

運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうになると、警報音
（ブザー）と表示とともにブレーキを制御し、車両の向きを
変える方向に制御力を短時間発生させ、運転者が自車を車線
内に戻す操作を促します。

• インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）は、
車速が約 60km/h 以上で作動します。

• プロパイロット（ナビリンク機能付）★をON にするとイ
ンテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）もON
になります。

ON・OFFのしかた

＜インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）付車＞

・メーター内のディスプレイで「設定 」⇒「運転支援」⇒「側方支援」⇒「車線逸脱防止支援」
をONにしているとき、ステアリングの スイッチ（プロパイロット（ナビリンク機能付）
付車）またはセーフティ･シールドスイッチ（プロパイロット（ナビリンク機能付）無車）を押す
とシステムがONになります。詳しくは車両取扱説明書をご覧ください。
＜インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）無車＞
・セーフティ･シールドスイッチを押すとシステムがONになります。詳しくは車両取扱説明書を
ご覧ください。

インテリジェント DA（ふらつき警報）

ハンドル操作から運転者の注意力が低下していると判断した
ときに、警報音（ブザー）と表示によって運転者に休憩を促
します。

• インテリジェント DA（ふらつき警報）は、約 60km/h
以上で作動します。

ON・OFFのしかた

・メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

休憩しませんか？
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BSW（後側方車両検知警報）★

隣車線の車両を検知しているときに、検知している側に方
向指示器を作動させると、警報音（ブザー）とともにメーター
内のディスプレイの BSW（後側方車両検知警報）表示と、
ドアミラー鏡面にある表示灯が点滅します。

• BSW（後側方車両検知警報）は、約 30km/h以上で
作動します。

• 検知範囲については、車両取扱説明書をご覧ください。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）★

隣接車線に車両がいるときに運転者が車線変更を開始した
場合、警報とともに車両をもとの車線内に戻す方向に力を
発生し、隣接車両との接触を回避するよう支援します。

• インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）
は、車速が約 60km/h以上で作動します。

• プロパイロット（ナビリンク機能付）付車は、プロパイロッ
ト（ナビリンク機能付）をON にするとインテリジェント
BSI（後側方衝突防止支援システム）もONになります。

• プロパイロット（ナビリンク機能付）無車は、セーフティ・
シールドスイッチを押すとONになります。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイで「設定 」⇒「運転支援」⇒「後側方支援」⇒「後側方衝突防止支援」
をONにしているとき、ステアリングの スイッチ（プロパイロット（ナビリンク機能付）
付車）またはセーフティ･シールドスイッチ（プロパイロット（ナビリンク機能付）無車）を押すと
システムがONになります。詳しくは車両取扱説明書をご覧ください。

走行支援機能
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RCTA（後退時車両検知警報）★

後退時に後方を横切ろうとする車両に衝突するおそれがある
とき、警報によって運転者に注意を促します。

• RCTA（後退時車両検知警報）は、約 8km/h 以下で
作動します。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

進入禁止標識検知

前方の車両進入禁止標識を検知し、一方通行路へ進入する可
能性がある場合にはメーター内のディスプレイに警告表示し
ます。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

一時停止標識検知

前方の一時停止標識を検知した場合にはメーター内のディス
プレイに表示します。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

警告

注意してください

警告

注意してください
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最高速度標識検知

前方の最高速度標識を検知した場合には、メーター内のディ
スプレイ①、および走行支援グループ ②に表示されます。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）

インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）は前方を走行す
る 2台前の車両を検知し、急な減速などにより、自車の回避
操作が必要と判断した場合には、メーター内のディスプレイ
の接近警報表示がオレンジ色に点滅するとともに警報音（ブ
ザー）を鳴らして、運転者に注意を促します。

• インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）は、約
5km/h以上で作動します。

OFFのしかた

インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFF にするとインテリジェント FCW（前方衝突
予測警報）、および踏み間違い衝突防止アシストもOFF になります。

• インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）のみ OFFにすることはできません。

14:40 22 c

P

100

100

標識認識

② ①

1台前の車両

2台前の車両

接近警報表示
（オレンジ色）

走行支援機能
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利用のための準備
NissanConnectサービスへの加入

1 NissanConnectサービスへご加入いただくと、各種コネクトサービスがご利用できま
す。

2 “ユーザー ID”と“パスワード”の取得
NissanConnectサービスの各種サービスをご利用いただくためには、ユーザー IDと
パスワードを取得し、ナビゲーション本体からの登録が必要です。
ユーザー IDとパスワードは、NissanConnectサービス（有料）に加入後、発行さ
れます。

3 ナビゲーションの設定とアプリへのログイン
ユーザー IDとパスワードをナビゲーション本体に入力し登録します。
次に、アプリを専用サイトからダウンロードし、ユーザー IDと
パスワードでログインします。

iPhone版 Android版

詳しくは、NissanConnectサービスサイト（https://
www3.nissan.co.jp/connect.html）の車種別サービ
ス検索ページをご覧ください。

NissanConnectを使いこなそう
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ドアtoドアナビ
アプリから目的地を設定すると、ルートが検索され車に乗り込むと自動的にナビに連動されます。
降車後もナビゲーションの連携設定の表示後に最終の目的地が、Googleマップなどのスマート
フォンナビに連携され、ドアtoドアのナビが可能です。

Google検索／航空写真／ストリートビュー
目的地の検索にGoogle検索が使えます。スマートフォンで検索するように、キーワードを入
力し施設や店舗を探すことができます。“その他”メニューから詳細を確認したり、航空写真や
ストリートビュ―を見ることもできます。

NissanConnect アプリ
NissanConnect アプリでは、車とConnectした便利な機能があります。おもな機能は以
下のとおりです。

・マイカー位置（マイカーファインダー）
スマートフォンアプリで車の位置を確認できます。

・ドアtoドアナビ
スマートフォン上の Google マップで、出発地から最終目的地までシームレスな誘導が実現で
きます。

・警告灯通知
万が一警告灯が点灯するとスマートフォンアプリに通知が届きます。

・ドライブ履歴
過去のドライブ履歴（走行時間、走行距離、平均燃費など）を数値とグラフで確認できます。

・車の状態表示（リモートマイカーチェック）
スマートフォンアプリ上で車の状態（ドアの開閉状態および鍵の状態など）を確認できます。

・ドライブ制限アラート
スマートフォンアプリで設定した制限時間、エリア、速度から逸脱した場合、スマートフォンア
プリに通知される機能で、家族が利用する場合などの安全運転サポートのために、車両オー
ナーが利用できる機能です。
※アプリの仕様変更により、本書の内容が一致しない場合がありますのであらかじめご了承くだ
さい。

NissanConnectを使いこなそう
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通知機能（オフボード通知）について
車両側の操作と連携して、手元のスマートフォンなどで通知を受けることができます。通知を受
けるには、車両側での設定やアプリでの設定が必要です。

車両側で通知の設定が必要なもの

ドアtoドアナビ
・スマートフォンアプリからのルートの設定を受信したり、車両側の目的地をアプリに連携する
機能で、車両側の設定をOFFにした場合は、アプリ上で機能しません。

アプリ側で通知の設定ができるもの

ドアtoドアナビ目的地までのルート案内（スマートフォンナビ）
・目的地までスマートフォンナビでルート案内に関する アプリ通知をする／しないを設定できま
す。
警告灯通知

・車両メーター表示上の警告灯が点灯した時に、アプリ通知をする／しないを設定できます。

アプリ操作関連のおもな通知

・ドライブ制限設定変更完了通知
・スマートフォンアプリからの車のナビ初期化完了通知

• スマートフォンアプリの機能や通知の内容についてはアップデート等により変更する場合があ
ります。
お使いの端末設定により、通知の表示は異なります。

• 電波状態等により、通知までに時間がかかる場合があります。
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メーター警告灯・表示灯

警告灯・表示灯がついたとき
警告灯が点灯または点滅し続けたときは、車両取扱説明書の「警告灯がついたときは」を確認
のうえ、日産販売会社にご相談ください。

■方向指示表示灯
・非常点滅表示灯を作動させると左右同
時に点滅します。

・パワースイッチが ONのとき、方向指
示器を作動させると、作動させた側の
み点滅します。

■シートベルト警告灯
・パワースイッチが ONのとき、前席お
よび後席の乗員がシートベルトを着用
していないと点灯します。

■手放し警告灯★

・プロパイロット（ナビリンク機能付）で
ハンドル支援を行っているとき、ハン
ドルを持っていない、またはハンドル
操作が検出されないと点灯します。

・手放し警告灯が点灯しているにもかか
わらず、運転者のハンドル操作が検出
されない場合は、警告音とともに手放
し警告灯が点滅し、ハンドル支援機能
は解除されます。

・プロパイロット（ナビリンク機能付）（ハ
ンドル支援）のシステムに異常がある
と点灯します。

■電動パーキングブレーキ警告灯
・パワースイッチが ONのとき電動パー
キングブレーキのシステムに異常があ
ると点滅します。

■オートブレーキホールド表示灯（緑色）
・オートブレーキホールドが作動してい
るとき緑色に点灯します。

■マスターウォーニング
・メーター内のディスプレイに警告メッ
セージが表示されると同時に点灯しま
す。

■SRSエアバッグ警告灯
・パワースイッチが ONのとき、SRSエ
アバッグのシステム、プリテンショナー
機能に異常があると、点灯を続けます。

■ブレーキ警告灯（赤色表示）
・パワースイッチが ONのとき、次の場
合は点灯し続けます。
–ブレーキ液が不足しているとき
–ブレーキシステムに異常があるとき

■オートブレーキホールド表示灯（白色）
・オートブレーキホールドが待機状態の
とき白色に点灯します。

■ブレーキシステム警告灯（黄色表示）
・走行中に点灯し続けたときは、電動
パーキングブレーキ機能が故障してい
るおそれがあります。
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■油圧警告灯
・e-POWERシステムが作動している
とき、エンジン内部を潤滑しているオ
イルの圧力が低下すると点灯します。

■ABS警告灯
・パワースイッチが ONのとき、ABSの
システムに異常があると点灯します。

■VDC OFF表示灯
・パワースイッチが ON のとき、VDC
をOFFにしていると点灯します。

■電制シフト警告灯
・パワースイッチが ONのとき、電制シ
フトに異常があると点灯します。

■e-POWERシステム警告灯
・パワースイッチが ONのとき、e-POWER
システムに異常が発生すると点灯します。

■EPS（電動パワーステアリング）警告灯
・e-POWERシステムが作動している
とき、電動パワーステアリングのシス
テムに異常があると点灯します。

■燃料残量警告灯
・パワースイッチが ONのとき、燃料の
残量が少ないと点灯します。

■12V系充電警告灯
・e-POWERシステムが作動している
とき、12Vバッテリーの充電系統に異
常があると点灯します。

■インテリジェント エマージェンシーブ
レーキ警告灯

・インテリジェント エマージェンシーブレー
キをOFFにしているときに点灯します。

・その他の点灯・点滅については、車両
取扱説明書をご覧ください。

■VDC警告灯
・パワースイッチが ON のとき、VDC
が作動すると点滅します。

■故障警告灯（MIL）
・e-POWERシステムが作動している
とき、エンジン電子制御システムに異
常があると点灯または点滅します。

■出力制限表示灯
・パワースイッチが ONのとき、リチウ
ムイオンバッテリーの残量が極端に低
下していると点灯します。

・上り坂の連続走行などで、走行用モー
ターやリチウムイオンバッテリーなどの
温度が極端に高くなると点灯します。

・その他の点灯については、車両取扱説
明書をご覧ください。

OFF

■車両接近通報システム警告灯
・車両接近通報装置に異常があると点灯
します。

■低水温表示灯
・エンジン冷却水の温度が低いと点灯し
ます。

■走行可能表示灯
・走行できる状態になると点灯します。
（走行中も点灯し続けます。）
・e-POWERシステム始動時、走行可
能な状態になるまで点滅します。

■ハイビームアシスト表示灯（ハロゲン
ヘッドランプ付車）

・ハイビームアシストを ONにすると点
灯します。

■テールランプ表示灯
・車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると
点灯します。

■リヤフォグランプ表示灯★

・リヤフォグランプを点灯させると点灯
します。

■ヘッドランプ上向き表示灯
・ヘッドランプのハイビーム（上向き）を
点灯させると点灯します。

■アダプティブLEDヘッドライト表示灯
（LEDヘッドランプ付車）
・アダプティブ LEDヘッドライトシステ
ムをONにすると点灯します。

■フォグランプ表示灯★

・フォグランプを点灯させると点灯しま
す。
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警告メッセージ

警告メッセージが表示されたとき
メーター内のディスプレイに警告メッセージが表示されたときは、車両取扱説明書の「警告メッ
セージが表示されたときは」を確認のうえ、日産販売会社にご相談ください。
以下の表示は代表例です。

始動時はブレーキを踏み
パワースイッチを押してください

BRAKE

■e-POWERシステム始動操作表示
・キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）を持って
車室内に入ると表示します。

インテリジェントキーを
パワースイッチに接触させてください

■インテリジェントキー非作動時 e-POWERシステム始動表示
・キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）の電池が切
れたときや、使用環境により、キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエ
ントリーシステム）と車両の通信が正常に行われないときに表示します。

キー電池残量が
低下しています

■インテリジェントキー電池切れ表示
・キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）の電池切れ
が近くなると電池の交換を知らせます。

警告

キーが
見つかりません

■インテリジェントキー持ち出し警告
・パワースイッチがONのとき、キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエ
ントリーシステム）が車外に持ち出されると表示します。

・次のときにパワースイッチを切り替えようとすると表示します。
–キー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステム）を携帯し
ていないとき

–携帯しているキー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシステ
ム）の電池が切れているとき

–登録されていないキー（インテリジェントキー /リモートコントロールエントリーシ
ステム）を携帯しているとき

警告 ■ドア開き警告
・ドアが確実に閉まっていないとき、開いている位置を表示します。

■シートベルト警告
・パワースイッチが ONのとき、前席および後席の乗員がシートベルトを着用して
いないと、シートベルトを着用していない席を赤色で表示します。

・シートベルトを着用している席は緑色で表示されます。
・空席は灰色で表示されます。

警告

キーシステム故障
取扱説明書を見てください

■キーシステム警告
・キーシステムに異常があると表示します。

ライト消灯して
ください

■ライト消し忘れ警告
ライトスイッチ（タイプA）
・パワースイッチが ON以外の位置で運転席ドアを開けたとき、次の場合に表示し、
ブザーが鳴ります。
–ライトスイッチが の位置にあるとき
–ライトスイッチを  /OFF の位置に回して、メーター内のテールランプ表示
灯が点灯しているとき

ライトスイッチ（タイプ B）
・パワースイッチがON以外の位置でライトスイッチをAUTO以外の位置に動かし、
運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。
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警告

Pレンジに入れてください
■ P 戻し忘れ警告
・シフトポジションが P 以外で、運転席ドアを開けたときに表示します。

警告

パーキングブレーキを
解除してください

■電動パーキングブレーキ戻し忘れ警告
・電動パーキングブレーキをかけ、運転席ドアが開いた状態でアクセルペダルを踏
み、発進すると表示します。

警告

ブレーキペダルを
踏んでください

■電動パーキングブレーキ警告
・急な坂道などで電動パーキングブレーキがかかった状態で車両が動くと表示し、
ブザーが鳴ります。

・電動パーキングブレーキがかかった状態で、ブレーキペダルを踏まずに電動パー
キングブレーキスイッチを押した場合に表示します。
■オートブレーキホールド警告
・オートブレーキホールドが作動中に車が動いたときに表示します。

AUTO HOLD

急坂路に停車しています
車が動くことがあります

■オートブレーキホールド急坂路注意表示
・急な坂道などでオートブレーキホールドが作動したときに表示し、ブザーが鳴ります。

AUTO HOLD

急坂路ではブレーキを
踏んでください

車が動くことがあります

■オートブレーキホールド急坂路操作表示
・急な坂道などでオートブレーキホールドが作動してから約 3分間経過し、ブレー
キが踏まれていなかった場合に表示し、ブザーが鳴ります。

AUTO HOLD

ブレーキを踏み
スイッチを操作すれば
解除できます

■オートブレーキホールドスイッチ解除操作表示
・オートブレーキホールド作動中、ブレーキペダルを踏まずにオートブレーキホール
ドスイッチを押したときに表示します。

給油してください
■燃料残量警告
・燃料が少なくなると表示します。

オーバーヒート
安全な場所に車を停め
取扱説明書を見てください

警告
■オーバーヒート警告
・エンジン冷却水の温度が異常に高くなると表示します。

警告

シャシー制御
システム故障
取扱説明書を見てください

■シャシー制御表示
・シャシー制御のシステムに異常があると表示します。

警告

踏み間違い衝突防止
アシストが作動しました

■踏み間違い衝突防止アシスト作動時表示
・踏み間違い衝突防止アシストが作動すると表示します。

警告

ヘッドランプシステム異常
取扱説明書を見てください

■ヘッドランプ警告
・LEDヘッドランプに異常があると表示します。

警告

システム故障
取扱説明書を見てください

■システム故障警告
・プロパイロット（ナビリンク機能付）、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、
踏み間違い衝突防止アシスト、BSW（後側方車両検知警報）、インテリジェント
BSI（後側方衝突防止支援システム）、LDW（車線逸脱警報）、インテリジェント LI（車
線逸脱防止支援システム）、インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）、RCTA（後
退時車両検知警報）、標識検知機能が故障すると表示します。

警告

ふらつき警報
システム故障

■インテリジェント DA（ふらつき警報）システム異常警告
・インテリジェント DA（ふらつき警報）に異常があると表示します。
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付録：納車時ご説明項目（ノート）
ドアの施錠・解錠

▢キー（インテリジェントキー /リモートコント
ロールエントリーシステム）の使いかた

▢キー（インテリジェントキー /リモートコント
ロールエントリーシステム）の電池が切れた
とき

▢バックドアの開けかた

始動・停止

▢ e-POWERシステムの始動・停止のしかた
▢モードの切り替えかた
▢キー（インテリジェントキー /リモートコン
トロールエントリーシステム）の電池が切
れたとき

電動パーキングブレーキ

▢電動パーキングブレーキの使いかた
▢オートブレーキホールドの使いかた

EVモードスイッチ
▢チャージモード
▢マナーモード

ライトスイッチ

▢ハイビームアシストの使いかた
▢アダプティブ LEDヘッドライトシステムの
使いかた

▢フォグランプの使いかた
▢リヤフォグランプの使いかた

アドバンスドドライブアシストディスプレイ

▢表示項目と切り替えかた

インテリジェント
アラウンドビューモニター

▢表示項目と切り替えかた

エアコン

▢オートエアコンの使いかた
▢ヒーターシート
▢ステアリングヒーター
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先進事故自動通報システム

▢機能の説明
▢スイッチの使いかた

インテリジェントエマージェンシーブレーキ

▢機能の説明
▢作動条件

プロパイロット（ナビリンク機能付）

▢機能の説明
▢スイッチの使いかた

給油口

▢給油口の開けかた

ラゲッジルーム

▢ 12Vバッテリー
▢パンク修理キット

メーター警告灯・表示灯、警告メッセージ

▢表示条件

警告

Pレンジに入れてください
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