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NissanConnect マイカーアプリ
ご利用にあたって

1. "ユーザーID"と"パスワード"を設定/登録します。

3. NissanConnect マイカーアプリをダウンロードします。

AX0-223-1809

※ おクルマ 1 台毎に1つのIDとパスワードの設定、登録ができます。

日産車オーナーズサイト N-Link OWNERS（http://n-link.nissan.co.jp） にて、
会員さまご自身でユーザーIDとパスワードの設定と登録※作業が必要です。

2ページへ詳細は・・・

2. "ユーザーID"と"パスワード"をナビ本体に設定します。

1.で登録した"ユーザーID"と"パスワード"をナビ本体に設定します。

5ページへ詳細は・・・

6ページへ詳細は・・・

NissanConnect マイカーアプリは、専用通信アダプター（音声対応版）搭載ナビ以外では、ご利用いただけません。
専用通信アダプター（音声対応版）搭載ナビでも一部の車両では仕様の都合上、ご利用いただけません。
[デイズ/デイズルークス/NV200 バネット/ノート (NISMO S)/マーチ (NISMO S)/NT450 アトラス/NT100 クリッパー リオ/NT100 クリッパー バン 等]

2018年9月 現在
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自動車登録番号又は車両番号

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

品川 5 0 1 ま ○○○○

自動車検査証

ニッサン

○○○－○○○○○○

○○－○○○○ ○○○
日産 太郎
東京都 ○○区 ○○○

○○○○○○○ガソリン１．５kw

小型

５人 -kg １０００kg １５００kg

○○○○○○運輸局平成○○年○○月○○日

平成
○○年○○月○○日

平成
○○年○○月○○日

５００ｃｍ １７０ｃｍ １５０ｃｍ ７００kg ５００kg－kg －kg

乗用 自家用 ステーションワゴン
車　　　　　名 乗車定員 車両総重量車両重量最大積載量

車 　台 　番 　号 長さ 幅 高さ 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重

形　　　　  式 原動機の型式 総排気量又は定格出力 燃料の種類 型式指定番号 種別区分番号

登録年月日/交付年月日 初度登録年月 自動車の種別 用途 自家用・事業用の別 車体の形状

○○○－○○○○○○
車 　台 　番 　号

○○○－○○○○○○
車 　台 　番 　号

新規会員登録新規会員登録新規会員登録 N-Link OWNERS 新規会員登録N-Link OWNERS 新規会員登録N-Link OWNERS 新規会員登録

N-Link OWNERS トップページの

を選択。もしくは、

会員登録へ進む会員登録へ進む会員登録へ進む

ご登録には車台番号が必要です。 車検証に記載の車台番号をご確認ください。

と入力して検索、トップページへアクセスします。

※既にN-Link OWNERS会員の方は、N-Link OWNERS TOPページの「車両登録追加」を選択してください。

N-Link OWNERS　　　　　　　　　　にアクセスしてください。（http://n-link.nissan.co.jp）

会員登録ページを開いてください。

お手もとに車検証（自動車検査証）をご用意ください。

※画面は実際のものと異なる場合がございます。

N-Link OWNERSの新規会員登録ページから
「日産車にお乗りの方はこちらから」の を選択。

車台番号を確認

2

1

3

検索検索検索N-Link OWNERS

1. "ユーザーID"と"パスワード"を設定/登録
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4

5

車台番号とご契約時に注文書に記載された電話番号の下4桁を入力します。

N-Link OWNERSとNissanConnect サービスの各規約をご確認ください。

N-Link OWNERS / NissanConnect サービスの各規約をご確認、ご同意いただけましたら
"規約に同意する"欄に      チェック後、"送信"ボタンを選択。

車検証に記載されている車台番号(ハイフンつき)を入力してください。

ご契約時に注文書に記載された電話番号の下4桁を入力してください。
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6

7

8

日産 N-Link OWNERSの新規会員登録をします。

会員登録の入力された内容をご確認ください。

本登録完了 画面が表示されます。

入力された内容をご確認いただけましたら、"登録"ボタンを選択。

下記項目をご確認、ご入力ください

6

IDとパスワードは、必ず、メモをとるなど内容を
控えて大切に保管してください。

5 について・・・

日産自動車からの大切なお知らせやメールマガジンを受け
取るためのアドレスになります。 PCアドレスの登録をおす
すめします。

NissanConnect サービスに関わる情報を配信します
ので、利便性などを考え、携帯のアドレス登録をおすすめ
します。

E-mail アドレスの登録について

ご希望された      ,   　ニックネーム、    IDが既に使用中の場合には、　　に戻って、再入力してください。

 お名前
 生年月日
E-mailアドレス
HTML形式メールの配信希望
NissanConnect サービス用メールアドレス
N-Link OWNERS用 ニックネーム
NissanConnect サービス用 ニックネーム
希望ID (ユーザーID)
 パスワード
確認用パスワード
秘密の質問
秘密の答え

3 について・・・

8

8 ユーザーID
で設定、登録した6 7 は、

ご利用時に使用します。

ナビゲーション本体での登録操作 (5ページ)と
パスワード9

6 7
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1 『NissanConnect サービス』 アイコンを選択。 

IDとパスワードが、事前に登録したものと一致しない場合、"ただいま接続できません"と
メッセージが表示される場合があります。 再度、IDとパスワードを確認の上、入力ください。

地図表示画面 左上の

NissanConnect サービス メニューの
"サービス設定"を選択。

NissanConnect サービス 設定メニューの
"ユーザーID・パスワード設定"を選択。

送信確認のメッセージが表示されますので
"はい"を選択。

"登録が完了しました"とメッセージが表示されたら 
ナビゲーションの登録作業は終了です。

地図画面に戻り、左上に"情報チャンネル接続中．．．"⇒"認証中．．．"と表示されます。

2

3

4

5

6

ユーザーID ・ パスワード設定メニューの
"ユーザーID"と"パスワード"を選択し、
N-Link OWNERS（4ページ）で 登録した情報を入力。

入力が終了したら、"登録"を選択。

2. "ユーザーID"と"パスワード"をナビ本体に設定
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※画面は実際のものと異なる場合がございます。

NissanConnect マイカーアプリ

アプリを起動します。

※おクルマが通信の届かない(圏外)場所ではサービスをご利用できません。

1 2 3利用規約の確認

初回起動時、利用規約が表示されま
すので内容をご確認後、承諾いただ
けましたら、"承諾する"を選択。

起動画面の後、ログイン画面が表示されますので、
N-Link OWNERS サイトで設定、登録した
"ユーザーID"と"パスワード"(4ページ)を入力後、
"ログイン"を選択。

メニュー画面4 認証画面5

3

メニュー画面が表示
されたら、利用する
サービスのボタンを
選択。

リモートサービスを安全に、ご利用いただくため、
定期的にナビ本体に設定（5ページ）したユーザーＩＤ
とパスワードの登録情報を確認する操作が必要です。

"ユーザーID"と"パスワード"を
ご確認後、"登録"を選択。

※ユーザーＩＤとパスワードはご確認のみで、
　再入力する必要はありません。

ご利用の場合には、
   で設定したPIN
(認証)コードの入力
が必要です。

■　マイカーファインダー
■　リモート ドア 

”パスワード”

”ユーザーID”

"マイカーファインダー"と
"リモート ドア" 実行の際に入力
が必要なPIN(認証)コードを
設定します。

PINコードを設定

クルマから離れていてもアプリでクルマの駐車位置を地図上に表示したり、
ドアのロック、点灯した警告灯の通知内容を確認する事ができます。

3. NissanConnectマイカーアプリをダウンロード

 iPhoneアプリはこちら→ Androidアプリはこちら→

アプリサービスのご利用にあたって・・・ 定期的にナビ本体の登録情報 (ユーザーIDとパスワード) の確認作業が必要です　

 5ページ 　 の操作画面4

● Google Play、Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
● App Store、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc.の商標です。 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

ログイン情報を保持に
しない場合は、毎回 ID
とパスワードの入力が
必要です。
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マイカーファインダー

設定・情報の確認

駐車した位置がアプリでも、わかるので安心！

おおよその駐車位置が
アプリの地図画面で
把握できます。

おクルマから離れた場所
からでも、ドアのロックが
可能です。

※地下駐車場や立体駐車場の階数などの空間情報は確認できません。

※おクルマの状態によって、ロックができない場合があります。

ご注意

リモート ドア (リモート操作) では、ドアのロック解除はできません。
車内にキーがある場合にも、ロックされますので、キー閉じ込みにご注意ください。 
※キー封じ込み防止機能は、働きません。

カギの締め忘れがふと心配になっても大丈夫！
リモート ドア

メニュー画面-右上の　　
　　アイコンを選択

スマホ上の通知方法の設定、
NissanConnectサービス
入会状況や販売会社情報など
の確認、PINコードの再設定が
行えます。
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タイヤ交換 オイル交換 バッテリー交換 ブレーキ交換

安全/快適
装備

エンジンまわりの
消耗品

忘れがちなメンテナンスのお知らせや
車検、点検のご案内をします

データを共有

?

ポイント

ポイント

点灯した警告灯の情報や
マイカーファインダー、
リモート ドアのサービス
利用履歴も確認できます。

※データは90日迄か
　最大45件分が保管可能です。

警告灯の通知からおおよその異常の意味がわかるので内容を日産の販売店にお伝えいただけます。

マイカーデータ
 ドライブ情報をアプリで確認！    

エンジンをONにしてからOFFにするまでに走行した地点
や運転時間などのトリップデータの確認ができます。
さらに月間データとして平均燃費と走行距離が月別の
グラフで表示する事ができます。

アイコンを選択すると、データの説明が表示されます各画面下の

■NissanConnect メッセージ

■クルマのおしらせ

ナビゲーションに届くメッセージをアプリでも確認！

■メッセージ 一覧画面 ■メッセージ 詳細画面

メッセージを確認の上、【依頼フォーム】で
販売会社への連絡依頼も行えます。一覧から確認したいメッセージを選択。

おしらせ

販売会社への連絡がスムーズに！

情報画面-下の を選択すると、スマホ内のアプリ等でマイカーデータの情報が共有できます。

地点情報の緯度や経度が確認できたり、月間データのグラフを画像データで共有する事ができます。

スマホでデータを活用！


