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詳しい取り扱いについては、 
同梱の取扱説明書をお読みください。
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各部の名称と機能

① ディスプレイ
② ＜メニュー＞ボタン

トップメニュー画面を表示します。
押し続けると画質調整画面を表示しま
す。
※  Apple CarPlay / Android Auto™ 

画面では操作できません。
③ ＜ ＞ボタン

Apple CarPlay 画面 / Android 
Auto 画面を表示します。
Apple CarPlay または Android 
Auto 接続中に押し続けると音声認識
機能を起動します。
スマートフォンを BLUETOOTH® 接
続中は、スマートフォンの音声認識機
能を起動します。

④ ＜ AV ＞ボタン
選択中の AV 画面を表示します。
AV 画面表示中に押すと、トップメ
ニュー画面を表示します。
Apple CarPlay または Android 
Auto 接続中に押すと、ディスプレイ
オーディオの画面に戻ります。
押し続けると AV ソースをオフにしま
す。

⑤ ＜音量 + ＞ / ＜音量 － ＞ 
ボタン
出力する音声、ハンズフリーフォン、
AV ソースの音量を調整します。

⑥ ＜ ＞（OPT）ボタン
オプションスイッチ画面で設定した機
能の操作をします。（初期設定は AV 
の [ 消音 ]）
※ インテリジェントアラウンドビューモ

ニター（移動物検知機能付き）装
着車では映像を表示します。

⑦ 内蔵マイク
ハンズフリー通話や音声認識機能に使
用するマイクです。

⑧ USB 挿入口
カバーを開 けて USB メモリーや
iPod/iPhone、Android™ スマート
フォンを接続します。

本書のマークの見かた
知っていると便利な情報を記載しています。

＜メニュー＞ コントロールパネルのボタンを表します。
[ 情報・設定 ] 操作画面上に表示されるメニューや項目を表します。

オーディオを使う

Android Auto の画面を表示します。

Apple CarPlay の画面を表示します。

BLUETOOTH 対応オーディオ機器と本機
をBLUETOOTH 接続して本機で音楽を再
生します。

FM/AM ラジオ放送を聞きます。FM 放送、
AM 放送を切り替えるには、 [ FM/AM ] を
タッチします。

USB メモリーに保存した音楽/動画を再生
します。

iPod/iPhone に取り込んだ音楽を再生します。

出力する音声、ハンズフリーフォン通話の音量を事前に調整したい
情報・設定メニューから音量設定すると出力する音声、通話の音量を事前に調整できます。
＜メニュー＞ボタンを押し、[ 情報・設定 ]→ [ システム設定 ]→ [ 音量 / 音質 ] の順番でタッチします。
• [ 音声の音量 ] をタッチして出力する音声の音量を調整します。
• [ 着信音量 ]、[ 受話音量 ]、[ 送話音量 ] をタッチして通話の音量を調整します。

1 ＜メニュー＞ボタンを押す
トップメニュー画面が表示されます。

トップメニュー画面から再生 / 視聴するソー
スを選択します。詳しくは、同梱の取扱説明
書をお読みください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧



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 接続するには、初期
登録が必要です。

Apple CarPlay または Android Auto
を使用しているときは、BLUETOOTH
ハンズフリーフォンとして使用できま
せん。
Apple CarPlay または Android Auto のハン
ズフリー機能を使用します。

携帯電話の初期登録
携帯電話の登録は、本機と携帯電話の両方を操作し
て行います。携帯電話の説明書もご覧ください。

1 ＜メニュー＞ボタンを押す

2 [ 電話 ]→ [BLUETOOTH 設定 ] の順番
でタッチする

3 [ はい ] をタッチする

4 登録する BLUETOOTH 機器側
の BLUETOOTH 機能をオンにし、
"DA22J" を選択する

5 本機の認証コードを BLUETOOTH 機
器側で確認し、登録を完了する
ハンズフリー通話（HFP）に対応している機
器の場合は、「電話１」に接続されます。
※  2 台目に登録する場合は、「電話２」に接

続されます。

電話をかける

1 ＜メニュー＞ボタンを押す

2 [ 電話 ] をタッチする

さらに詳しい操作は以下の方法で閲覧できます。※サイトの閲覧には別途、通信料が発生します。
QR コード対応携帯電話から右の QR コードを読み取ると、取扱説明書が閲覧できます。
URL を直接入力しても閲覧できます。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/DOP/manual_da22j.pdf
QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

ハンズフリーで電話をする
3 [ 電話 1] または [ 電話 2] をタッチする

4 電話メニューから電話をかける方法を
選択してタッチする

[ 履歴 ] 発信履歴、着信履歴、また
は不在着信から電話をかけ
ることができます。

[ 電話帳 ] 携帯電話から登録した電話
帳から電話をかけます。

[ ダイヤル ] 電話番号を入力して電話を
かけます。

[ 販売会社 ] 事前に日産販売会社が登録
した販売会社に電話をかけ
ます。

[ ワンタッチ
ダイヤル ]

あらかじめ登録した電話番
号に電話をかけます。

[ リダイヤル ] 直前にかけた電話番号に電
話をかけます。

電話を受ける
電話がかかってくると、呼び出し音が鳴り、 
自動的に着信中画面が表示されます。

1 [Û] をタッチする
通話中画面が表示され、通話を開始します。

2 電話を終了するには [Ý] をタッチする



Apple CarPlay について
本機に Apple CarPlay 対応の iPhone を USB 接
続すると、Apple CarPlay を利用することができ
ます。
Apple CarPlay について詳しくは、Apple 社の
Web サイトをご覧ください。

■接続可能な iPhone
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE  
(2nd generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro

iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s

Apple CarPlay の使いかた（概要）については、
下記の URL をご覧ください。
https://www.kenwood.com/jp/products/
oem/dop/mj/supportcontent_1/

Apple CarPlay を使う
Apple CarPlay を接続する

1 USB 挿入口に Apple 社純正の
Lightning-USB ケーブルを接続し、
iPhone を接続する

USB 挿入口

【カバーの開けかた】
カバーの左側を押し、カ
バーが動いたら右側に指
をかけて開きます。

①
②

Apple 社純正
Lightning-USB 
ケーブル

Apple CarPlay の操作

1 ＜メニュー＞ボタンを押し、[Apple 
CarPlay] をタッチする
Apple CarPlay 画面が表示されます。

2 表示される画面に沿ってタッチする

iPhone を取り外す
ソースを Apple CarPlay 以外に切り替えてから、
iPhone を取り外します。
Apple CarPlay ソースのまま取り外すと、iPhone 
内のデータが破損する場合があります。

Apple CarPlay 使用中に 
利用できない機能について
以下の機能がご利用できません。
・BLUETOOTH のハンズフリー機能
・ Apple CarPlay 接続中の機器における

BLUETOOTH Audio ソース
・iPod ソース　
・携帯電話の登録
・登録済みの携帯電話の選択

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

● App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
● IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.



Android Auto の操作

1 ＜メニュー＞ボタンを押し、[Android 
Auto] をタッチする
Android Auto 画面が表示されます。

2 表示される画面に沿ってタッチする

Android スマートフォンを 
取り外す
ソースを Android Auto 以外に切り替えてから、
Android スマートフォンを取り外します。
Android Auto ソースのまま取り外すと、Android 
スマートフォン内のデータが破損する場合がありま
す。

Android Auto 使用中に利用
できない機能について
以下の機能がご利用できません。
・BLUETOOTH のハンズフリー機能
・ Android Auto 接続中の機器における

BLUETOOTH Audio ソース

Android Auto について
本機に Android Auto アプリケーションをインス
トールしている Android スマートフォンを接続す
ると、ハンズフリー通話、Android スマートフォン
の曲再生などの操作ができます。
Android Auto について詳しくは、下記の URL を
ご覧ください。
https://www.android.com/auto/

■接続可能な Android スマートフォン
Android OS 6 以降の Android スマートフォン

Android Auto の使いかた（概要）については、下
記の URL をご覧ください。
https://www.kenwood.com/jp/products/
oem/dop/mj/supportcontent_2/

Android Auto を接続する

1 USB 挿入口に市販の USB ケーブルを
接続し、Android スマートフォンを接
続する

USB 挿入口

【カバーの開けかた】
カバーの左側を押し、カ
バーが動いたら右側に指
をかけて開きます。

①
②

市販の USB ケーブル

Android Auto を使う

● Google、Android、Android Auto は Google LLC の商標です。
●  To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an 

Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.


