
 ALPINE WX-151CP/WX-151C 68-26018Z82-A (A3)

ディスプレイオーディオ

簡単操作マニュアル

 ■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの
Honda販売店または株式会社ホンダアクセス
お客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」
全国共通フリーダイヤル　  0120-663521
（受付時間：9時～12時、13時～17時／
 但し、土日・祝祭日、弊社指定休日は除く）

Printed in Japan (Y-742)
PART NO. 08A00-1T0-4000-80
PART NO. 68-26018Z82-A

各部の名称と操作

 （ディスクイジェクト）スイッチ
ディスクを取り出します。噛み込みなど
ディスクが取り出せない時は、2秒以上
押すとディスクが押し出されます。

CD挿入口
CDを挿入します。

  スイッチ
選局・選曲を行います。0.5秒以上押すと自動選局・早送り/早戻しを行います。

HOME  （■画質）スイッチ
HOME画面を表示します。2秒以上押すと、画質調整画面を表示します。

ロータリーエンコーダー（POWER/■DISP OFF）
左右に回して音量を調整します。押すとオーディオモードをOFFにします。
2秒以上押すと画面表示をOFFにします。

BACK  スイッチ
前の画面に戻ります。

MENU  スイッチ
設定画面を表示します。

ハンズフリー用内蔵マイク（WX-151CPのみ）

USB端子
USBメモリーまたはiPod/iPhoneを接続します。

HDMI端子（WX-151CPのみ）
HDMI対応製品を接続します。

HOME画面を表示する

1 HOME  スイッチを押します。

■ WX-151CP

オーディオ画面表示

電話画面表示

設定画面表示

iPhone連携画面表示

昼画面/夜画面切りかえ交通情報表示

■ WX-151C

昼画面/夜画面切りかえ交通情報表示

オーディオモード切りかえキー

 アドバイス

● WX-151CPとWX-151CはHOME画面が異なります。

本機と外部機器との接続について

 ■ HDMI機器と接続（WX-151CPのみ）

 ■ DockコネクタのiPod/iPhoneと接続

 ■ USB機器と接続

BLUETOOTH機器

BLUETOOTH接続

HDMI接続コード（市販品）

ビデオカメラなど

 ■ LightningコネクタのiPod/iPhoneと接続
Lightning-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属）

iPhone 5Sなど

iPhone 4Sなど30ピン-USBケーブル
（iPod/iPhoneに付属）

USBメモリーデバイス
コード（別売） USBメモリーなど

※ USB端子に、iPod/iPhone/USBメモリーのいずれかを接続できます。

USB端子※HDMI端子
（WX-151CPのみ）

 ■ハンズフリー電話/BLUETOOTH AUDIO機器と接続(WX-151CPのみ)

 ■ iPhone連携機能について(WX-151CPのみ)
iPhoneを下記のように本機に接続して、iPhoneにインストールされているアプリケーションを本機に表示して操作を行うことができます。

LightningコネクタのiPhoneの場合

BLUETOOTH接続 iPhone 5Sなど Lightning-Digital AV
アダプタ（Apple製）

Lightning-USBケーブル
（iPhoneに付属）

HDMI接続コード（市販品）

DockコネクタのiPhoneの場合

BLUETOOTH接続 iPhone 4S
30ピンDigital AV
アダプタ（Apple製）

30ピン-USBケーブル
（iPhoneに付属）

HDMI接続コード（市販品）
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オーディオ・映像画面の操作
オーディオモードは画面上部に表示されるオーディオモード切りかえキー
にタッチして切りかえます。
オーディオモード切りかえキー

※HDMIとBluetooth AUDIOはWX-151CPのみ

● WX-151Cのみ、HOME画面からもオーディオモードを切りかえるこ
とができます。
オーディオモード切りかえキー

各オーディオモードの操作について
 ■ラジオ

プリセットキー

放送局を10秒ずつ
受信
マニュアルモード/オートセレクトモード切りかえ、
タッチし続けると放送局を自動で記憶

バンド切りかえ

 ■ワンセグ

プリセットキー

チャンネルを自動で
記憶

ホームモード/お出かけモード切りかえ

主音声/副音声切りかえ

 ■ CD/MP3/WMA（表示例：MP3/WMA）

曲を探す（サーチ）
前のフォルダの頭出しイントロ再生

（スキャン）

次のフォルダの頭出し

ランダム再生

繰り返し再生
（リピート）

 ■ iPod/iPhone

ファイルを探す
（サーチ） 前のカテゴリーの頭出し

次のカテゴリーの頭出し

シャッフル再生

繰り返し再生
（リピート）

シャッフルALL再生

 ■ USBメモリー
<オーディオモード>

ファイルを探す
（サーチ） 前のフォルダの頭出し

次のフォルダの頭出し

ランダム再生

繰り返し再生
（リピート）

ビデオモードに切りかえ
イントロ再生（スキャン）

<ビデオモード>

オーディオモードに切りかえ

 ■ HDMI対応機器（WX-151CPのみ）

 ■ BLUETOOTH AUDIO（WX-151CPのみ）

ファイルを探す
（サーチ）

前のグループの頭出し
次のグループの頭出し

ランダム再生

繰り返し再生
（リピート）

一時停止/再生

ハンズフリー電話を使う（WX-151CPのみ）
初めてお使いになるときは、お使いの携帯電話を以下の手順に従って本機に登録してください。登録した携帯電話は、そのBLUETOOTH機能がONになっ
ていれば、エンジンスイッチをⅠ（アクセサリー）またはⅡ（ON）にするだけで本機と自動的に接続されます。

携帯電話を本機に登録する
携帯電話から本機を探して登録することができます。

1 HOME  スイッチを押します。

2  電話  にタッチします。
電話画面が表示されます。

3  設定  にタッチします。

4  Bluetooth機器登録  にタッチします。

5 「未登録」の  登録  にタッチします。

6  携帯電話から探す  にタッチします。

デバイス名とパスキーが表示され、携帯電話からの接続待機状態にな
ります。

7 携帯電話のBLUETOOTH機能をオンにし、携帯電話で本機を
検索します。

8 携帯電話にパスキーの入力画面が表示されたら、本機のパス
キーを入力して登録します。
携帯電話によってはパスキーの入力が不要な機種もあります。
本機デバイス名の初期値は「Gathers」です。
パスキーの初期値は「1212」です。
本機から携帯電話を探して登録することもできます。取扱説明書を参
照してください。

番号を入力して電話をかける

1 HOME  スイッチを押します。

2  電話  にタッチします。
3 電話画面で  番号入力  にタッチします。
4 相手の市外局番から電話番号を入力します。

5  にタッチします。

かかってきた電話を受ける

1 電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。
2  にタッチします。

通話が開始されます。

 アドバイス

● 相手の電話番号が通知されてきたときに、相手の名前と電話番号
が電話帳に登録されている場合は、着信画面に名前と電話番号が
表示されます。

電話を切る

1  にタッチします。
通話が終了します。
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