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止まれ

ご使用上の注意
●安全のため、運転者は、操作を行う場合、必ず安
全な場所に停車させてから行ってください。

●仕様ならびにサービスは予告なく変更・廃止す
ることがあります。またサーバーのメンテナンス
やトラブルの発生により、予告なくサービスを停
止することもあります。

●本書記載の機能、画面、デザイン、スイッチ等は、
予告なく変更する場合があります。

●掲載されている画像などはサンプルです。実際
のものとは異なる場合があります。

おクルマを転売・譲渡するときのご注意
●おクルマを転売や譲渡、または廃車にする場合、

「インターナビ・プレミアムクラブ」｢緊急通報サー
ビス（ヘルプネット® ）｣および「リンクアップフ
リー」サービスを利用する権利が失われます。必
ず「インターナビ・プレミアムクラブ」の退会手続
きを行ってください。

●おクルマを転売や譲渡、または廃車にする場合
は、個人情報の流出を防ぐため、必ずご自身でカー
ナビの保存情報を消去してください。

●保存情報の消去など、カーナビの操作方法につ
いては、取扱説明書をご覧ください。

中古車を購入したとき、
途中入会するときのご注意
●中古車を購入された場合は、Honda販売店で

「インターナビ・プレミアムクラブ」の入会申し込
みを行ってください。

最新情報はインターネットで

電話によるお問い合わせは

インターナビ…ホームページ
http://www.honda.co.jp/internavi/

【会員専用窓口】
Honda…Total…Careコールセンター

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
（ゴールデンウィーク/夏季/年末年始休業を除く）
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※ iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

※ ヘルプネット®は株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。

※ Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
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個人会員向けQQコールの新規・継続加入を2016年11月30日（水）をもって終了といたしました。
ロードサービスご希望の方はHonda販売店にお問い合わせください。
ただし、法人会員向けのQQコールは、引き続き新規・継続加入が可能です。

Honda車に乗るお客様を、Hondaネットワークが守ります。
ドライブ中は、いつどこでどんなトラブルに遭遇するか分かりません。日本全国24時間365日、いつでも専門のオペレーターが対応し、Hondaの
ネットワークを活かしておクルマの応急処置はもちろん、代替交通手段、宿泊先の手配など、お客様をサポートするHonda純正のロードサービスです。

ロードサービス以上のカスタマーケア　[有料サービス] 

●応急処置
ガス欠やバッテリー上がり、鍵の閉じ込め、パ
ンクなど、30分以内の処置により走行可能に
なると思われる場合に、応急処置の手配を行
います。

●車両の搬送・牽引
現場での処置が不可能、あるいは長時間にわ
たると考えられる場合、最寄りのHondaサー
ビス工場、またはご希望のHondaサービス工
場まで無料で車両を牽引（30kmまで無料）。

●車両の保管サービス
車両の修理が必要で、Hondaサービス工場が
営業時間外の場合は、大切に車両をお預かり
します。

●保険会社への連絡
お客様に代わり、自動車保険会社へ事故
発生の連絡をします。

●メッセージサービス
ご家族、ご友人、会社などへ、至急メッセ
ージをお伝えします。

●カーガイド
操作方法が分からない、スイッチが見つ
からないなどの場合、アシスタンス・コー
ディネーターが電話でわかりやすくガイド
します。

ロードサービス カスタマーケア サービス

http://www.honda.co.jp/qqcall/詳しくは

●QQコールご加入時、Honda販売店によるカーナビの設定がされていないとQQコールは正しく機能しません。
　その場合はHonda販売店までお問い合わせください。

カーナビからQQコールへの連絡方法 スマートフォンからQQコールへの連絡方法

走行時、スマートフォン・携帯電話をハンズフリー設定する必要があります。
詳しくはP4をご覧ください

1

【HOME】ボタンを押し、
【ロードサービス】を選択します

2 【電話機で通話】を選択し、
オペレーターと話します

4

自車位置を伝える必要があるときは、
コールセンターの指示に従って【マップ
コード読上げ】を選択

5【接続する】を選択します3

スマートフォンアプリ「インターナビ・リンク」を
立ち上げ、【QQコール】　　  をタップします

1

【位置を送信して電話をかける】【位置のみ
送信】【電話をかける】のいずれかのボタン
をタップして利用します

2

メールアドレスを登録するとお得で大事なお知らせが受け取れます。
パーソナル・ホームページでメールアドレスを登録いただくと、各種更新時期やメンテナンス時期のお知らせを受け取れます。

メールでお知らせ

メールアドレスの登録方法

〈メールで配信される情報〉
・  運転免許や保険など「各種更新時期のご案内」

・  エンジンオイルやタイヤの交換タイミングなどを走行距離に応じて知らせる「メンテナンス情報」

パーソナル・ホームページ
（P11）にログインし、トップ
ページの左サイドメニュー
の【設定の変更】をクリック

1 「メッセージ配信設定の変
更」のページで、「携帯電話
以外」「携帯電話」のいずれ
か、もしくは両方のアドレス
を登録

2

●事前にパーソナル・ホームページの「カーカルテ」にある「愛車メモ」で更新時期などを登録しておく必要があります。

ルート案内音声音量とメッセージセンターのメッセージ読み上げ音量は、
以下の手順で別々に設定できます。

音声案内の音量調整

音声読み上げ音量の調節方法

【HOME】→【設定】→【システム設定】を選択1

ルート案内音声音量の設定は［案内音量］のボリュームを選択
メッセージセンターのメッセージ読み上げ音量の設定は
［メッセージ読み上げ音量］のボリュームを選択

2

下のような画面が表示されますので、音量調整終了後、
【決定】を選択し、設定完了となります。

3

●ご家族・友人の運転中でもサービスOK

ご本人以外の運転中でも、同一のサポー
トが受けられます。

●修理後の車両受け取り・搬送

Myディーラーでお受け取りいただけます。

●ドライバー・同乗者のご帰宅、旅行継続の
手配
ご予定に合わせた代替交通手段を手配、
移動をお手伝いいたします。（搭乗者1名
につき5万円＊、ただし登録車両1台につ
き10万円＊まで  ＊消費税10％含む）

●病院・救急車の手配
ケガをしている場合、最優先で病院と救急
車の手配をします。
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