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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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CLARITY PHEVアプリ「Honda remote app 」の使い方

はじめに（お使いになる前に）
本サービスを利用する前に、このマニュアルのすべての操作手順と、下記のご注意を必ずよくお読み
ください。

安全上のご注意
■運転者が自動車などで本サービスを利用する場合、運転中の操作や画面を注視することは非常に危
険ですのでおやめください。本サービスを自動車内でご利用になる場合は、同乗者に行っていただく
か、安全な場所に停車して行ってください。

■お客様が本サービス利用中に事故等を起こしても、当社は一切の責任を負いません。

使用上のご注意
■12日間運転されなかった場合、Honda…remote…appの機能の一部が使えなくなります。再び運転さ
れますと、使えるようになります。

■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、デザイン等は、予告なく変更する場合があります。

■画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

■本書に記載の操作方法（画像、手順）は一例です。スマートフォンの機種により、異なる場合があります。

■本サービスをご利用になる際のスマートフォンの通信費はお客様負担となります。

iPhoneなどの基本的な操作方法などに関して
iPhoneの使用上のご注意および、iPhone、iTunes、App…Storeなどの操作方法に関しては、下記Apple
のWebサイトなどをご覧ください。

Android™端末の基本的な操作方法などに関して
Android™端末の使用上のご注意、および操作方法に関しては、お持ちのAndroid™端末の取扱説明書
をご覧ください。
アプリのダウンロード／インストールには、Google…Playというアプリケーション配信システムを使用
します。

iPhoneはApple…Inc.の商標です。

Android™はGoogle…Inc.の商標または登録商標です。

Apple：iPhone ユーザーズガイド　https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone
Apple：iTunes ヘルプ　iTunes を起動し、ヘルプよりご確認ください。

https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone
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Honda remote app とは Honda remote appのダウンロード

Honda remote appにログインする

Honda…remote…appは、CLARITY…PHEVの情報をスマート
フォンで確認したり、車両外から遠隔で操作することができる、
HondaのCLARITY…PHEV専用スマートフォンアプリです。

Honda…remote…appを利用するには、インターナビまたは
Honda…Total…Careの会員IDとパスワードを用いてログイン
する必要があります。

Honda…remote…appは、以下からダウンロードいただけます。

iPhone Android™

Honda…remote…appを利用すると、Bluetooth®通信（車両からの距離が30m以内の場合）やインター
ネット（スマートフォンの電波が届くエリア内）を通じてスマートフォンと車両を接続し、クルマから離れた
場所から車両情報の確認や遠隔操作ができます。

車両から30m以内
の場合

車両から30m以上
離れている場合

インターネット通信

Bluetooth®通信CLARITY PHEV

サーバー

＜Honda remote appでできること＞

・…バッテリーの残量や航続可能日数の確認

・…車内温度の確認

・…施錠忘れなどの通知

・…エアコンのタイマー予約やON/OFFの操作

・…充電のタイマー予約

・…車両が今どこにあるかを地図上で確認

https://market.android.com/details?id=jp.co.honda.hondaremoteapp
https://itunes.apple.com/jp/app/remote-app/id1397711392?mt=8
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まだインターナビまたはHonda Total Careの会員でない方

①インターナビ会員のID、パスワードの取得方法
Honda…Cars・ホンダオートテラスにて、インターナビ・プレミアムクラブへお申し込みください。
お申し込み後、販売会社からIDとパスワードを記載した「登録完了のご案内」をお渡しいたします。

②Honda Total Care会員のID、パスワードの取得方法
Honda…Cars・ホンダオートテラスにて、Honda…Total…Careへお申し込みください。
お申し込み後、Honda…Total…Careお客様控え兼会員証をお渡しします。
Honda…Total…Careお客様控え兼会員証と車検証をご準備の上、下記ウェブサイトよりIDとパスワード
を設定してください。
https://htc.honda.co.jp/member/login/?lpager=2

IDとパスワードをお忘れの場合（すでに会員登録済の方）

①インターナビ会員の方
登録を行ったHonda販売店にお問合せください。IDとパスワードが記載された「登録完了のご案内」を
再発行させていただきます。
または、下記ウェブサイトからお問い合わせください。
http://premium-club.jp/reminder/

②Honda Total Care会員の方
下記ウェブサイトからお問い合わせください。
https://htc.honda.co.jp/reminder/

車両と30m以内の近距離では、Bluetooth®通信でスマートフォンと車両を接続すること
で、より高速に車両と通信することが可能になります。車両とBluetooth®通信で接続する
ためには、次のような設定（ペアリング）が必要です。

2.インターナビ、またはHonda…
Total…Careのアカウントでロ
グインします（詳しくはP20）

3.[つながる]をタップします。
複数のCLARITY…PHEVをお
持ちの場合は、ペアリングする
車両を選択します。

1.初回ログイン時は、以下のよ
うなチュートリアル画面が表示
されます。[ログインへ]をタッ
プします。

初期設定（スマートフォンと車両をペアリングする）

https://htc.honda.co.jp/member/login/?lpager=2
http://premium-club.jp/reminder/
https://htc.honda.co.jp/reminder/
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5.車両のペアリングを開始します。以下の操作を行ってください。

STEP 1
車両をOFFモードにした後、POWERスイッチをゆっくり3
回押してください。

STEP 2
スマートキーの施錠ボタンを1回押してください。

STEP 3
STEP…1とSTEP…2の操作をあと2回繰り返してください。

STEP 4
POWERスイッチを1回押します。ピピピ…という音が鳴れば車
両の検索が開始されます。
（鳴らない場合は、再度STEP…1からやり直してください）

4.ペアリングの注意事項が出
ますので、問題なければ[確認]
をタップします。
なお、ペアリングには「スマート
キー」と「登録カード」が必要で
す。「登録カード」とは、グローブ
ボックスに貼られている下のよ
うなカードです。

※車両とのペアリングは、開始から
3分以内に完了してください。登録
中はすべてのドアを閉め、パーキング
ブレーキをかけ、ブレーキを踏まないで
ください。

登録カード（見本）

8.アプリトップ画面が表示
されたら、車両のペアリングは
完了です。

7.登録カードに記載された
セキュリティコードを入力し、
[決定]をタップします。

6.登録カードに記載された
デバイス名と同じものを選択
します。

1.このページの5.の車両操作の
STEP1～4を行ってください。

2.パーキングブレーキスイッ
チをON→OFFにする操作を
10回繰り返してください。

　車両側　アプリ側

2.ポップアップメニューから
「車両ペアリング設定を削除」
を選択してください。

1.メイン画面の右下の[設定]を
タップし、設定画面から[車両
ペアリング設定]をタップします。

ペアリング可能な台数は6台までです。ご注意ください。すでにペアリング済の車両を解除する
場合は、以下の設定を行ってください。
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車両の情報を確認する

Honda…remote…appのメイン画面では、車両の現在の状態を確認することができます。

① Bluetooth®接続状態
車両とスマートフォンが30m以内の距離にある場合、Bluetooth®通信で車両と接続ができます。このマークが表示されているときは、Bluetooth®で車両と接続
している状態です。
（30mより離れると、Bluetooth®接続は切れますが、スマートフォンの電波が届くエリアであればインターネットを経由して車両と接続できます。ただし、一部の
機能は使えなくなります）

⑦ 車内温度／エアコン稼働状態
現在の車内の温度です。左側のマークが　　…の場合は現在エアコンが稼働していることを、　　…の場合はエアコンが停止していることを示しています。

⑧ お出かけ前エアコン設定内容
あらかじめタイマー設定したエアコン稼働日時（P28）が表示されます。

② し忘れ通知機能（車両と30m以内でBluetooth®接続中のみ）
施錠忘れなどがある場合マークが　　…と表示され、何もない場合は　　…と表示されます（詳しくはP24）。

③ 車両情報の更新
ここをタップすると、最新の車両情報を取得します。下の日時は、最後に情報を取得した日時です。

④ 航続可能距離
現在のバッテリー残量とガソリンで走ることのできる距離です。

⑤ バッテリー残量
現在のバッテリーの残量です。

⑥ タイマー充電設定内容
あらかじめタイマー設定した充電予定時間（P28）が表示されます。

① ② ③

④

⑤

⑥

⑧
⑦



24

⑨充電完了予測時刻
現在の充電が完了する予測時刻を表示します。

⑩充電プラグ/充電状態表示
現在充電中かどうかを表示します。充電中の場合はプラグのイラ
ストがこのように青く表示され、充電していない場合はグレー表
示となります。

⑪外部給電可能時間
車両から外部に給電できる時間を表示します。

以下の「し忘れ」をお知らせします。

・…施錠忘れ

・…パワーモードのOFFし忘れ

・…ハザード消し忘れ

・…ライト消し忘れ

・…ドア閉め忘れ

・…トランク閉め忘れ

・…ボンネット閉め忘れ

し忘れ通知
充電中は、以下のような表示となります。

外部給電中は、以下のような表示となります。

車両の施錠忘れやライト消し忘れなどをお知らせする機能です。（車両と30m以内の
Bluetooth®接続状態から、Bluetooth®圏外に出たタイミングなどでお知らせ）

⑨

⑩

⑪
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車両を遠隔操作する

Honda…remote…appを使って、車両の一部の機能を遠隔から操作することができます。

1.…メイン画面の左下の[コントロール]をタップします。 2.…コントロール画面が表示されます。以下の操作が可能です。

① 充電リッドを開ける（車両と30m以内でBluetooth®接続中のみ）
ここをタップすると、遠隔で充電リッドを開けることができます。

③ 急速充電/外部給電 リッドを開ける
　（車両と30m以内でBluetooth®接続中のみ）
ここをタップすると、遠隔で急速充電/外部給電リッドを開けることができます。

② いますぐ充電する
ここをタップすると、遠隔で充電を開始することができます。

① エアコン
ここをタップすると、遠隔でエアコンを作動させることができます。

①

②

③

④
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車両の現在位置を確認する

Honda…remote…appを使って、車両の現在の位置を地図上で確認し、ハザードの点滅やブザーを鳴らすことができます。

1.…メイン画面の下の[パーキング]をタップします。 2.…地図画面に現在の車両位置、距離、駐車時刻が表示されます。さらに、以下の操作が可能です。

① 駐車タイマー設定
ここをタップすると、設定した時間の10分前にアプリに通知するよう設定できます。
設定時間は「1時間」「2時間」「3時間」から選択できます。

② ノースアップ／ヘディングアップ切り替え
ここをタップすると、「ノースアップ（北を上に地図表示）」「ヘディングアップ（自分の向い
ている方向を上に地図表示）」を切り替えられます。

③ 地図タイプ変更
ここをタップすると、地図のタイプを「地図」「地図＋航空写真」「航空写真」から選択
できます。

④ 近接アラート設定
ここをタップすると、クルマを降車後、再び車両から30mのBluetooth®圏内に戻った
際に、車両の位置を簡単に確認できるように、ハザード点滅やブザーを鳴らすよう設定
できます。

①

② ③

④
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車両やHonda remote appの機能を設定する

Honda…remote…appを使って、車両の各種機能のタイマーを設定したりできます。

1.…メイン画面の右下の[設定]をタップします。 2.…設定画面が表示されます。以下の設定が可能です。

① 車両ペアリング設定
スマートフォンと車両をBluetooth®接続させるためのペアリングを設定（P21）したり、
既存の設定を削除（P22）・…変更したりできます。

② タイマー充電設定
開始/終了時刻を指定してタイマー充電を設定できます（詳しくはP28）。

⑤ し忘れ通知設定
車両の施錠忘れやライト消し忘れなど、Honda…remote…appに通知する「し忘れ」の
項目を設定できます（詳しくはP29）。

③ お出かけ前エアコン設定
設定した出発予定時刻までの30分間、エアコンが自動で作動するようタイマー設定
できます（詳しくはP28）。

⑥ アプリについて
Honda…Total…Careの利用規約を確認したり、お問い合わせをすることができます。

⑦ ログアウト
Honda…remote…appからログアウトできます。

④ 車両状態通知設定
車両の状態が変わった時にHonda… remote…appに通知する項目を選択できます
（詳しくはP29）。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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1.メイン画面の右下の[設定]を
タップし、設定画面から[タイ
マー充電設定]をタップします。

1.メイン画面の右下の[設定]を
タップし、設定画面から[お出か
け前エアコン設定]をタップし
ます。

4.設定が完了したら[保存]を
タップします。

4.設定が完了したら[保存]を
タップします。※バッテリー残量
が20％以上ないと、エアコンは
作動しません。

2.タイマー充電設定画面が表
示されます。充電開始・終了時
刻を設定します。

2.お出かけ前エアコン設定画
面が表示されます。平日と休日、
それぞれの出発予定時刻を設
定すると、その時刻までの30
分間、エアコンが自動で作動し
ます。

3.設定した充電開始時刻にプラ
グが接続されていなかった場合
に、時刻を設定して通知を送る
こともできます。

3.休日は[休日設定]で変更する
ことができます。

　タイマー充電設定

　お出かけ前エアコン設定
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　し忘れ通知設定

1.メイン画面の右下の[設定]を
タップし、設定画面から[し忘
れ通知設定]をタップします。

3.設定が完了したら[保存]を
タップします。

2.し忘れ通知設定画面が表示さ
れます。Honda…remote…appに
通知したい情報にチェックを入
れます。

また、し忘れ通知は車両と30m
以内のBluetooth®接続状態か
ら、Bluetooth®圏外に出たタイ
ミング（一部の通知については
施錠のタイミング）でお知らせ
しますが、30m以内にいる場合
でも、車両から降りてから一定
の時間が経過したタイミングで
お知らせする「し忘れタイマー」
の設定もできます。

1.メイン画面の右下の[設定]を
タップし、設定画面から[車両状
態通知設定]をタップします。

2.車両状態通知設定画面が表
示されます。Honda…remote…
appに通知したい情報にチェッ
クを入れます。

3.設定が完了したら[保存]を
タップします。

＜通知設定できる情報＞
充電開始・停止
エアコン開始・停止
車両情報更新
タイマー充電
お出かけ前エアコン
外部給電停止
急速充電完了前

　車両状態通知設定


