
11. へ

セットアップガイド
CPBTHシリーズ

1. 初期設定をおこなう
本製品を使用できるようにするにはカーナビと本製品に相互の
情報を記憶させる必要があります。

カーナビの画面

1. カーナビを起動し「メニュー」ボタンを押します。

2.「機能設定」をタッチします。

3.「通信機能設定」をタッチします。

4.「Bluetooth 設定」をタッチします。

5.「パスキー設定」をタッチし、「固定」を選びます。 

６. パスキーが「1212」でない場合は「1212」に変更します。
既に「1212」の場合はそのまま完了をタッチします。

７.「パスキーを固定に設定しました」と表示されます。

9.「電話機からの接続待ちです」のメッセージが
　　表示されます。　

11. 本製品とカーナビとの接続中は、本製品の青ランプが
　 高速点滅し、接続完了後ゆっくり点滅します。

10. 携帯電話の外部接続端子に本製品の Aボタンを
　 押しながら接続コネクタを奥まで差し込み、
　 青ランプが点滅するまでボタンを押し続けます。

2. 使用する
本製品をカーナビと接続すると各機能がご利用いただけるようになります。

＜接続成功時＞

　　

＜接続失敗時＞

12. カーナビ画面に接続結果が表示されます。

赤ランプが点滅します。

接続成功のメッセージが表示されます。

5. へ

本書では一部のカーナビを例としてご案内しております。
そのため、お持ちのカーナビと画面やボタンの配置などが
異なる場合があります。
カーナビの取扱説明書も併せてご確認ください。

押しながら接続
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※カーナビの機種によって、ボタンの位置は異なります。

※携帯電話によっては、
　取り付ける向きや位置が違うものがあります。
　無理に差し込まずにコネクタを確認し正しい方向で取り付けてください。

　13. 本製品の「A」、「B」ボタンを同時に3秒以上押し、
　　カーナビの情報を本製品に登録します。
　　※青と緑のランプが点灯するまで押し続け、ランプが点灯
　　　したらボタンから手を離してください。

 14. 本製品を一旦携帯電話から取り外し、全てのランプが
　　一瞬点灯し、消灯することを確認します。

本製品を差しなおし、裏面の「困ったときには」や
「本製品の登録を確認する方法」を参照して
正しく設定されたか確認することをお勧めいたします。

●ハンズフリー通話

本製品が正しく接続されると、カーナビと本製品による、ハンズフリー通話が利用可能になります。
カーナビの操作については、お持ちの車両の取扱説明書でハンズフリーの項を参照下さい。

ハンズフリー通話中に「 A 」ボタンをすばやく1回押すと携帯電話へ音声を切り替える

ことができます。もう一度「Ａ」ボタンをすばやく1回押すと、ハンズフリー通話に戻ります。

確認 ハンズフリー通話を行う前に本製品とカーナビの接続を必ず確認してください。
→確認方法は裏面の「困ったときには」をご確認下さい

注意 自動車運転中の発信は交通事故の原因となりますので発信を行う場合には駐車を禁止されていない
安全な場所に止めてからご使用下さい。

発信・着信

ハンズフリー通話から携帯電話への音声切り替え

通話中に押す

「A」「B」ボタン
両方押す

＜登録失敗時＞

赤ランプが点滅します。
→点滅した場合は、
　裏面の「困ったときには」
　をご確認ください。

青と緑のランプが
３秒間点灯します。

カーナビ画面に指示が表示されるまで、
本製品を携帯電話に接続しないでください。

＜登録成功時＞

　　

注意

※通話中以外に間違って押さないようにご注意ください。　

 10 分間 通信が行われないと、バッテリーを温存するために「スリープモード」に入ります。
スリープモードから復帰するには、本製品のＡボタンを押してください。メモ

※青ランプが点滅しない場合には、
　裏面の「困ったときには」をご確認ください。

メニューを押す

Internavi 情報

メニュー

電話

アドレス帳

付加機能

簡単モード

機能設定音声音量設定

VICS

戻る

タッチ

Internavi 情報

メニュー

電話

アドレス帳

付加機能

簡単モード

VICS

現在地修正戻る

その他設定電話設定

VICS 設定誘導設定

通信機能設定

表示設定

機能設定

タッチ

通信機能設定

Bluetooth 設定

通信設定

戻る

▽

△タッチ

Bluetooth 設定

電話機登録

パスキー設定 固定

自機アドレス表示

電話機選択

戻る

▽

△

Bluetooth 設定

戻る

固定

ランダム

タッチ タッチ

パスキー設定

完了戻る

1212 修正

1 2 3

4 5

8

6

7 9

0

「修正」を押して古い
パスキーを削除して
から、「1212」を
入力し「完了」を
タッチします。
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パスキーを固定に設定しました

8.「パスキーを固定に設定しました」の表示が消えたら、
　　「電話機登録」をタッチします。

Bluetooth 設定

電話機登録

パスキー設定 固定

自機アドレス表示
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中止

Bluetooth 接続中

電話機からの接続待ちです
パスキーは 1212 を使用してください

携帯電話におけるパスキーの入力は

携帯電話の取扱説明書をご確認ください

Bluetooth 設定

電話機登録

パスキー設定 固定
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電話機選択
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Bluetooth 接続しました

○カーナビのパスキーを設定する ○カーナビと携帯電話をBluetooth 接続する

○本製品へカーナビ固有情報を登録する

※携帯電話によっては、「USBモード選択」ができる機種があります。
　本製品では「データ通信/転送モード」のみ通信が可能です。
　別の設定になっている場合には変更してください。
　（設定方法については携帯電話の取扱説明書をご確認ください。）

大きく分けて以下の３つの内容を設定します。
　→カーナビのパスキーを設定する
　→カーナビと携帯電話をBluetooth接続する
　→本製品へカーナビ固有情報を登録する

※赤ランプが点滅し、接続に失敗した場合は裏面の
「困ったときには」を参照してください

※CPBTH/CD、CPBTH/FMを取り外すときはリリースボタンを
　押しながら取り外してください

※次回からは本製品を携帯電話に接続するだけでカーナビに
　本製品が認識されます。

※画面はHONDA HDDインターナビシステムの例です。（CIVIC（2005年 12月モデルの例））

接続成功時は13. へ

※ダイヤル発信する場合は基本的にはカーナビより行ってください。
携帯電話から発信した場合は下の操作を行ってハンズフリーに切り替えてください。

15. 設定終了です。

　　なお、他の機器からの誤接続を防ぐために、パスキーを何か
　　別の値に変更してください。
　　※電話帳転送を行う場合には先に転送を行ってからパスキー
　　を変更してください。



困ったときには
本製品を携帯電話に接続しても電源ランプ（緑ランプ）がつかない

電話帳転送ができない

●カーナビ側に本製品が正しく認識されていない。

●本製品をカーナビに登録時の最後に、「A」「B」ボタンを押して
　いない。もしくは、本製品にカーナビの情報を登録していない。

通信できない

本製品の登録ができない。（青ランプが点滅しない）

● 本製品の記憶領域がいっぱいになっている。

本製品にカーナビの情報が登録できない。（「A」「B」ボタン両方を押すと赤ランプが点滅する。）

●電話帳転送

1. 電話帳転送を行う前に本製品とカーナビのBluetooth
　接続がされているか必ず確認してください。
　→本製品の青ランプが１秒間隔で２回点滅しているかご確認ください。

2. カーナビの「メニュー」ボタンを押します。

3.「機能設定」をタッチします。 

4.「電話設定」をタッチします。

5.「アドレス帳読み込み」をタッチします。

6.「読み込む」をタッチします。

7. アドレス帳データ読み込み中「電話機より電話帳を

　転送してください」のメッセージが表示されます。

10. 電話帳転送後、カーナビの電話帳で

　　正しく転送されているかどうかご確認ください。

8.「B」ボタンを携帯電話の画面で暗証番号
    ( ロックNo.) が要求されるまで押します。

9. 暗証番号 (ロックNO.) の要求画面が表示されます。

8. へ

画面が変わる
まで押す

■携帯電話の暗証番号（ロックNO.）を「9999」に必ず設定変更してください。

■携帯電話の画面は待受画面にしてください。

　自動的に暗証番号 (ロックNO.) が入力されるため、暗証番号を
　入力せずにそのままお待ちください。
　暗証番号 (ロックNO.) が自動的に入らない場合は、携帯電話の
　暗証番号が「9999」に設定されていません。
　携帯電話の暗証番号 (ロックNO.) を変更して、もう一度、「1.」
　から行ってください。

設定終了です。

1. カーナビの「メニュー」ボタンを押します。
2.「機能設定」をタッチします。

4.「Bluetooth 設定」をタッチします。
3.「通信機能設定」をタッチします。

5.「電話機選択」をタッチします。　

6.[Bluetooth Adaptor] を

   選択します。

7.[ 編集 ] を選択します。

9.[ 戻る ] を選択し、[決定 ] を押して画面を閉じます。

8. 機器アドレスが本製品の
　機器アドレスと同一であること
　を確認します。

本製品の登録を確認する方法

※本製品を携帯電話に接続した状態で行ってください

FOMAの場合

au、movaの場合

FOMAでお使いの場合暗証番号と認証番号の２回入力が必要と
なります。
※暗証番号、認証番号という呼び名は機種によって違います。

どちらの場合も「9999」と入力してください。

※携帯電話の暗証番号（ロックNo.）の設定については携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
※一つのメモリダイヤルに複数電話帳が登録されている場合、1件目の電話番号しか転送されません。

●本製品が正しく装着されていない。
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  暗証番号が要求されたらBボタンを離してください。

    （暗証番号が要求されるまでに、約5秒かかります。）

→携帯電話の機種ごとに以下の設定をしてください。

○カーナビを電話帳転送モードにする ○本製品を電話帳転送モードにする

Bluetooth 設定

機器アドレス XXXXXXXXXXXX

Bluetooth Adaptor機器名称

戻る

▽

△

設定終了

●携帯電話の電源が入っていない。
本製品を接続時には、携帯電話の電源をいれてください。

●携帯電話に正しく接続していない。
本製品と携帯電話を接続する場合は、コネクタの向きに注意してください。
間違って装着すると携帯電話や本製品の故障の原因になります。携帯電話の
取扱説明書で必ず確認して下さい。

●携帯電話から取り外して、すぐに接続している。
携帯電話から本製品を取り外してもすぐには電源は切れません。
取り外した後、ランプが消えてから差しなおしてください。

●充電が不足している。
充電を行ってから接続してください。

●端子部が汚れている。
本製品もしくは携帯電話の外部端子が汚れていることが考えられます。
やわらかい布でふいてから接続してください。

●携帯電話が何か別の処理中である。
携帯電話の状態を確認し、何か起動中であれば終了させ、念のため携帯
電話の電源を入れなおし、待ち受け画面の状態を確認の上、本製品を接
続してください。

● A ボタンを押しながら携帯電話に接続していない。
携帯電話に接続時にはAボタンを押しながら接続してください。

● A ボタンを離すタイミングが速い。
Aボタンを押しながら接続し、本製品のランプが青点滅になるまで押し続け
てください。

● 通信モードが違う
携帯電話側の設定で通信モードの設定がある場合、「通信モード」に設定して
ください。「USBモード」や「プリントモード」などでは通信できません。

●携帯電話の暗証番号 (ロックNO.) を 9999に一時的に変更していない。
携帯電話の暗証番号を「9999」に変更してください。
(暗証番号の変更方法は、携帯電話の取扱説明書をご確認ください。)

設定後、本製品を取り外してしまうとランプが点滅してしまう

●本製品にカーナビの情報が登録できていない場合に発生します。
初期設定の手順１～16まで再度おこなってください。

●転送開始時に携帯電話の画面が変わるまでBボタンを押し続けていない。
Bボタンを押し続けてください。

以下の手順で本製品に登録されている情報を削除してください。
1. 携帯電話の暗証番号を「9999」に設定します。
2. 携帯電話のメモリダイヤル０番（機種によっては短縮0番）の
　名前の欄に以下の内容を登録します。
　名前：「¥**」　
3.「A」「B」両方のボタンを押しながら本製品を携帯電話に差
　し込みます。
4. 携帯電話が電話帳転送モードになるので、「A」「B」ボタンから
　手を離します。
　（FOMAをお使いの場合、 暗証番号 (9999)、認証番号 (9999) を入力します。）
5. 転送後、青ランプと緑ランプが３秒間点灯します。
6. 携帯電話から取り外し、全てのランプが点灯し、すぐに消灯する
　と処理終了です。

本製品を携帯電話から一旦取り外し、全てのランプが消えてから再度、
携帯電話と接続してください。

再度「初期設定をおこなう」を実行し、設定後下記の登録を確認ください。

●カーナビの設定の「電話機の接続」でBluetooth が選択されていない。
カーナビの取扱説明書を確認し電話機の接続方法を「Bluetooth」の設定にしてください。

再度「初期設定をおこなう」を実行し、最後に「A」「B」ボタンを
押して、本製品にカーナビの情報を登録してください。

●充電不足。

本製品を携帯電話に接続するとランプが赤点滅してしまう

●対応携帯電話でない。

弊社ホームページなどで対応しているか確認してください。

付属のDCアダプタを接続して十分に充電をおこなってください。

電話帳転送を行うには大きく分けて以下の2つの内容を設定します。
　→カーナビを電話帳転送モードにする
　→本製品を電話帳転送モードにする

（本製品が記憶できるBluetooth 搭載カーナビ情報は4つです。）

カーナビに表示されている内容と本製品のBluetooth アドレスが同一か
確認します。
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※画面はHONDA HDDインターナビシステムの例です。（CIVIC（2005年 12月モデルの例））

※画面はHONDA HDDインターナビシステムの例です。（CIVIC（2005年 12月モデルの例））

電話転送を行う前に・・・


