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・・・・このこのこのこの度度度度はははは、、、、TNKTNKTNKTNK----701DT701DT701DT701DTをおをおをおをお買買買買いいいい上上上上げげげげ頂頂頂頂きましてきましてきましてきまして、、、、誠誠誠誠にににに有難有難有難有難うううう
ございますございますございますございます。。。。

・・・・おおおお使使使使いになるいになるいになるいになる前前前前にににに、、、、このこのこのこの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書をよくおをよくおをよくおをよくお読読読読みのみのみのみの上上上上、、、、正正正正しくしくしくしく
理解理解理解理解されてからおされてからおされてからおされてからお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。

・・・・おおおお読読読読みになったみになったみになったみになった後後後後はははは、、、、本書本書本書本書をいつでもをいつでもをいつでもをいつでも見見見見られるられるられるられる所所所所にににに大切大切大切大切にににに
保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。



■■■■ＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカード、、、、電源電源電源電源アダプターアダプターアダプターアダプターについてについてについてについて
1．ＳＤカードの必要以上の抜き差しはおひかえください。抜き差しする場合は、SDカードの端子
部（金属部）には触れないでください。
（故障の原因と なります）

2．シガー電源アダプターの必要以上の抜き差しはおひかえください。
（故障の原因となります）

3．シガー電源アダプター／ＡＣ電源アダプターの端子やコードを必要以上に動かしたりさわった
りすることはおひかえください。
（接触不良の原因となります）

4．付属のシガー電源アダプターはＤＣ１２Ｖ～ＤＣ２４Ｖまで使用可能です。
ＤＣ１２Ｖ車、ＤＣ２４Ｖ車のシガープラグへ直接接続してください。
電圧変換器（DC-DCコンバーター等）を使用すると故障の原因になることがございます。

■■■■はじめてはじめてはじめてはじめてテレビテレビテレビテレビをををを利用利用利用利用されるときされるときされるときされるとき
はじめてテレビを利用されるときは、スキャン操作を開始してください。
また、移動等で受信エリアが変わった場合も同様にスキャンを開始して下さい。

スキャンをする際は受信環境の良いところでしばらく静止して安全を確認の上、放送局を検索し
てください。

■■■■パネルパネルパネルパネルのののの保護保護保護保護シートシートシートシートについてについてについてについて
本機種は出荷時に液晶パネル面に製造時および輸送時のキズ防止のために、保護シートを貼
付けています。ご使用になる時は、剥がしてお使いください。貼ったままにしていますと、画面上
に縞模様がでたり、タッチパネルのタッチスイッチの動作不良になることがあります。

■■■■ FMFMFMFMトランスミッタートランスミッタートランスミッタートランスミッターごごごご使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意
�FMトランスミッター機能をご利用時は、製品本体のスピーカーからは音が出ません。本体から
お聞きになる場合はＦＭトランスミッターはＯＦＦにしてください。
� FMトランスミッター機能をご使用の際は、必ずシガー電源アダプターまたはＡＣ電源アダプタ
ーを接続してお使いください。ケーブルがアンテナになりお手持ちのＦＭラジオに音声を送信しま
す。
�イヤホンご使用時はＦＭトランスミッター機能はご利用できません。ご利用の際はイヤホンをイ
ヤホンジャックから抜いてご使用ください。

本製品お取扱上のご注意
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1-1 はじめにはじめにはじめにはじめに

-1-

本機本機本機本機はははは、、、、ＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ 受信機受信機受信機受信機をををを搭載搭載搭載搭載 したしたしたしたポータブルナビゲーションシステムポータブルナビゲーションシステムポータブルナビゲーションシステムポータブルナビゲーションシステムですですですです。。。。
そのそのそのその特性特性特性特性をごをごをごをご理解理解理解理解のののの上上上上、、、、ごごごご使用下使用下使用下使用下さいますようおさいますようおさいますようおさいますようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

GPSナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションのののの特性特性特性特性

本機に搭載されておりますＧＰＳによるナビゲーションシステムは、衛星より
の位置情報を補足することで目的地までのナビゲーションを行うシステムで
す。従いまして、GPSナビゲーションは車速やジャイロを使用して自車位置と
目的地までの到着ルートを算出するナビゲーションとは仕様が異なります。

①天候・道路環境・建物環境などによっては、正確なルート表示・案内が行
われない場合があります。
②設定されたルート通りの走行を行わなかった場合などリルート機能により
頻繁に目的地までの再計算を行います。場合によっては搭載されている
CPUに負荷が掛かりフリーズする場合もあります。この場合は本機のリセット
ボタンを使用することで復元されます。トンネル内や道路事情・建物環境によ
ってGPSが衛星を補足する条件が悪化した場合にはこれらの環境が改善さ
れた場合でも正しい動作をしない場合がありますのでご了承願います。
③電源をOFFする際、スリープモードと電源ＯＦＦ（完全に電源を切る）モード
があります。スリープモードの場合、ナビのデータを記憶しているため時々
CPUに負荷がかかる場合があります。この場合は本機のリセットボタンを押
してください。
④電源投入後しばらくの間は現在地の測位を行いますのでルート設定出来
ない場合があります。目安は本機の画面上に現在時間が表示されますと測
位完了しております。ルート設定や各種機能を操作される場合は建物障害
の無い安全な場所に停車して行ってください。運転中の操作は絶対にお止め
ください。
⑤はじめてお使いのときや前回使用したときから遠く離れたのち電源を入れ
たとき、GPS衛星からの位置情報が大きく変わりデータ受領が多くなるため、
数十分時間がかかる場合があります。（コールドスタートと呼びます。）
いったん受信完了し測位出来ましたらその後は、GPSからの受信は速くなり
ます。



1-2 はじめにはじめにはじめにはじめに

-2-

このこのこのこの取扱取扱取扱取扱いいいい説明書説明書説明書説明書ではではではでは、、、、製品製品製品製品をををを安全安全安全安全にににに正正正正しくおしくおしくおしくお使使使使いいただくためにいいただくためにいいただくためにいいただくために 「「「「注意注意注意注意
事項事項事項事項」」」」 「「「「警告事項警告事項警告事項警告事項」「」「」「」「免責事項免責事項免責事項免責事項」」」」をををを明記明記明記明記していますしていますしていますしています。。。。

このこのこのこの内容内容内容内容をををを無視無視無視無視してしてしてして、、、、誤誤誤誤ったったったった使使使使いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、人人人人がががが 損害損害損害損害
をををを負負負負ったりったりったりったり、、、、物的障害物的障害物的障害物的障害のののの発生発生発生発生のののの可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。
このこのこのこの内容内容内容内容をををを無視無視無視無視してしてしてして、、、、誤誤誤誤ったったったった使使使使いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、人人人人がががが死亡死亡死亡死亡
またはまたはまたはまたは重傷重傷重傷重傷をををを負負負負うううう可能性可能性可能性可能性がががが想定想定想定想定されますされますされますされます。。。。
本製品本製品本製品本製品をををを使用使用使用使用するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、免責免責免責免責されるされるされるされる事項事項事項事項についてごについてごについてごについてご
確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。。。。

●●●●注意事項注意事項注意事項注意事項

・・・・本機本機本機本機をををを直射日光直射日光直射日光直射日光があたるがあたるがあたるがあたる所所所所やややや炎天下炎天下炎天下炎天下のののの車内車内車内車内、、、、ダッシュボードダッシュボードダッシュボードダッシュボードのののの上上上上なななな
どどどど 高温高温高温高温なななな場所場所場所場所でででで長時間使用長時間使用長時間使用長時間使用またはまたはまたはまたは放置放置放置放置しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。
またまたまたまた、、、、結露防止結露防止結露防止結露防止ためためためため、、、、本体本体本体本体にににに急激急激急激急激なななな温度変化温度変化温度変化温度変化をををを与与与与えないでくださいえないでくださいえないでくださいえないでください。。。。
結露結露結露結露がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合はははは、、、、本体本体本体本体をををを完全完全完全完全にににに乾乾乾乾かしてからごかしてからごかしてからごかしてからご使用使用使用使用くださいくださいくださいください。。。。

・・・・ＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ電波電波電波電波がががが受信受信受信受信できないできないできないできない場所場所場所場所、（、（、（、（建物建物建物建物のののの中中中中、、、、地下地下地下地下、、、、見晴見晴見晴見晴らしのらしのらしのらしの悪悪悪悪いいいい場場場場
所等所等所等所等））））ではではではでは、、、、ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション機能機能機能機能はははは利用利用利用利用できませんできませんできませんできません。。。。またまたまたまた、、、、悪天候悪天候悪天候悪天候、、、、車車車車
内内内内 のののの無線機器無線機器無線機器無線機器、、、、フロントガラスフロントガラスフロントガラスフロントガラス反射材反射材反射材反射材などによるなどによるなどによるなどによる障害障害障害障害によりによりによりにより利用利用利用利用できできできでき
ないないないない場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。

・・・・ＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ衛星衛星衛星衛星はははは、、、、米国国防総省米国国防総省米国国防総省米国国防総省によりによりによりにより運用運用運用運用されていますがされていますがされていますがされていますが、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳ衛星衛星衛星衛星のののの
精度低下精度低下精度低下精度低下やややや故障故障故障故障によってによってによってによって不都合不都合不都合不都合がががが生生生生じるじるじるじる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

・・・・サージサージサージサージ電流電流電流電流からのからのからのからの保護保護保護保護のためにのためにのためにのために、、、、エンジンエンジンエンジンエンジン始動後始動後始動後始動後ににににカーカーカーカー電源電源電源電源をををを接続接続接続接続
することをおすることをおすることをおすることをお薦薦薦薦めしますめしますめしますめします。。。。

・・・・液晶画面液晶画面液晶画面液晶画面はははは、、、、傷傷傷傷つきやすいつきやすいつきやすいつきやすい硬硬硬硬いものでいものでいものでいものでタッチタッチタッチタッチしないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。

・・・・初回初回初回初回のののの充電充電充電充電はははは電源電源電源電源ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦにしてにしてにしてにして充電充電充電充電しししし、、、、高温高温高温高温、、、、高湿度高湿度高湿度高湿度のののの場所場所場所場所でのでのでのでの充電充電充電充電
はははは行行行行なわないでくださいなわないでくださいなわないでくださいなわないでください。。。。またまたまたまた、、、、電池保護電池保護電池保護電池保護のためのためのためのため長時間使用長時間使用長時間使用長時間使用しないしないしないしない場場場場
合合合合でもでもでもでも ２２２２週間週間週間週間にににに１１１１度度度度などなどなどなど定期的定期的定期的定期的なななな充電充電充電充電をおをおをおをお薦薦薦薦めしますめしますめしますめします。。。。

・・・・地図地図地図地図やややや検索検索検索検索でででで使使使使われるわれるわれるわれる情報情報情報情報はははは、、、、そのそのそのその正確性正確性正確性正確性、、、、最新性最新性最新性最新性についてについてについてについて現状現状現状現状とととと
異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合がありますのでごがありますのでごがありますのでごがありますのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。

・・・・本機本機本機本機をををを廃棄廃棄廃棄廃棄されるされるされるされる際際際際はははは、、、、おおおお客様客様客様客様がががが登録登録登録登録したしたしたしたデータデータデータデータがががが流出流出流出流出するするするする可能性可能性可能性可能性
がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、登録内容登録内容登録内容登録内容をををを完全完全完全完全にににに消去消去消去消去してからしてからしてからしてから廃棄廃棄廃棄廃棄されることをおされることをおされることをおされることをお
薦薦薦薦めしますめしますめしますめします。。。。

「「「「注意事項注意事項注意事項注意事項」」」」・・・・・・・・・・・・

「「「「警告事項警告事項警告事項警告事項」」」」・・・・・・・・・・・・

「「「「免責事項免責事項免責事項免責事項」」」」・・・・・・・・・・・・



2. 安全上安全上安全上安全上のごのごのごのご注意注意注意注意

●●●●警告事項警告事項警告事項警告事項

●●●●免責事項免責事項免責事項免責事項

・・・・本製品本製品本製品本製品のののの提供提供提供提供するすべてのするすべてのするすべてのするすべての情報情報情報情報についてについてについてについて、、、、そのそのそのその正確性正確性正確性正確性、、、、有用性有用性有用性有用性、、、、
最新性最新性最新性最新性、、、、適切性適切性適切性適切性などなどなどなど何何何何らららら法的保障法的保障法的保障法的保障をするものではありませんをするものではありませんをするものではありませんをするものではありません。。。。

・・・・おおおお客様客様客様客様またはまたはまたはまたは第三者第三者第三者第三者がががが本製品本製品本製品本製品をををを利用利用利用利用、、、、またまたまたまた使用不能使用不能使用不能使用不能によってによってによってによって生生生生じじじじ
たたたた損失損失損失損失、、、、損害損害損害損害にはにはにはには一切責任一切責任一切責任一切責任をををを負負負負いかねますいかねますいかねますいかねます。。。。

・・・・おおおお客様客様客様客様またはまたはまたはまたは第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる本製品本製品本製品本製品をををを利用利用利用利用してのしてのしてのしての事故事故事故事故やややや業務上業務上業務上業務上のののの損害損害損害損害、、、、
おおおお客様客様客様客様がががが入力入力入力入力したしたしたしたデータデータデータデータのののの消失消失消失消失によるによるによるによる損害損害損害損害もももも保障保障保障保障いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。

・・・・本機本機本機本機はははは精密電子機器精密電子機器精密電子機器精密電子機器ですですですです、、、、水水水水にににに濡濡濡濡らしたりらしたりらしたりらしたり、、、、衝撃衝撃衝撃衝撃をををを加加加加えたりえたりえたりえたり、、、、高温高温高温高温
なななな場所場所場所場所にににに放置放置放置放置したりしたりしたりしたり、、、、分解分解分解分解したりしたりしたりしたり、、、、改造改造改造改造したりしないでくださいしたりしないでくださいしたりしないでくださいしたりしないでください。。。。
破損破損破損破損、、、、事故事故事故事故、、、、火災火災火災火災、、、、感電感電感電感電のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。

・・・・本機本機本機本機のののの車両等車両等車両等車両等へのへのへのへの取取取取りりりり付付付付けはけはけはけは、、、、安全安全安全安全なななな場所場所場所場所でででで行行行行いいいい、、、、視界視界視界視界、、、、運転操作運転操作運転操作運転操作、、、、
エアバッグエアバッグエアバッグエアバッグのののの動作動作動作動作をををを妨妨妨妨げるげるげるげる場所場所場所場所にはにはにはには取取取取りりりり付付付付けないでくださいけないでくださいけないでくださいけないでください。。。。

・・・・車両等車両等車両等車両等でごでごでごでご使用使用使用使用になるになるになるになる場合場合場合場合、、、、運転者運転者運転者運転者はははは車両車両車両車両のののの走行中走行中走行中走行中にににに本機本機本機本機のののの操作操作操作操作、、、、
画面画面画面画面のののの注視注視注視注視をしないでくださいをしないでくださいをしないでくださいをしないでください。。。。運転中運転中運転中運転中のののの操作操作操作操作はははは前方不注意前方不注意前方不注意前方不注意となりとなりとなりとなり
事故事故事故事故のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。必必必必ずずずず安全安全安全安全なななな場所場所場所場所にににに車両車両車両車両をををを停車停車停車停車させてからさせてからさせてからさせてから操操操操
作作作作をををを行行行行うかうかうかうか、、、、同乗者同乗者同乗者同乗者にににに操作操作操作操作をををを依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・車両等車両等車両等車両等でごでごでごでご使用使用使用使用になるになるになるになる場合場合場合場合、、、、本機本機本機本機ののののルートルートルートルートおよびそのおよびそのおよびそのおよびその案内案内案内案内はははは、、、、あくあくあくあく
までまでまでまで目安目安目安目安 ありありありあり、、、、安全安全安全安全をををを最優先最優先最優先最優先にににに、、、、実際実際実際実際のののの交通規制交通規制交通規制交通規制にににに従従従従ってってってって走行走行走行走行しししし
てくださいてくださいてくださいてください。。。。 無理無理無理無理ににににナビナビナビナビのののの案内案内案内案内にににに従従従従ってってってって走行走行走行走行するとするとするとすると事故事故事故事故のののの原因原因原因原因になになになにな
りますりますりますります。。。。

・・・・本機本機本機本機にににに万一異音万一異音万一異音万一異音、、、、異臭異臭異臭異臭、、、、出火出火出火出火、、、、発熱発熱発熱発熱などのなどのなどのなどの異常異常異常異常がががが起起起起こりましたらこりましたらこりましたらこりましたら、、、、
直直直直ちにちにちにちに使用使用使用使用をををを中止中止中止中止してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。そのままそのままそのままそのまま使用使用使用使用をををを続続続続けるとけるとけるとけると、、、、事故事故事故事故、、、、
火災火災火災火災、、、、感電感電感電感電のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。

・・・・車両等車両等車両等車両等ののののシガーライタシガーライタシガーライタシガーライタ一一一一ソケットソケットソケットソケットにににに接続接続接続接続するするするする場合場合場合場合はははは、、、、金属片金属片金属片金属片などのなどのなどのなどの
異物異物異物異物がががが無無無無いことをいことをいことをいことを十分確認十分確認十分確認十分確認してからしてからしてからしてから、、、、電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグをををを差差差差しししし込込込込んでくださんでくださんでくださんでくださ
いいいい。。。。異物異物異物異物がががが付着付着付着付着しているとしているとしているとしていると、、、、故障故障故障故障、、、、火災火災火災火災のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。

・・・・内蔵内蔵内蔵内蔵のののの電池電池電池電池はははは、、、、ショートショートショートショート、、、、分解分解分解分解、、、、変形変形変形変形、、、、加熱加熱加熱加熱などしないでくださいなどしないでくださいなどしないでくださいなどしないでください。。。。
発火発火発火発火、、、、発熱発熱発熱発熱、、、、破裂破裂破裂破裂のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。
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3.3.3.3. 商品構成商品構成商品構成商品構成
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本機本機本機本機をををを使用使用使用使用するするするする前前前前にににに、、、、本体本体本体本体およびおよびおよびおよび付属品付属品付属品付属品のののの確認確認確認確認をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

①①①①本体本体本体本体 ②②②②ACACACACアダプターアダプターアダプターアダプター

（（（（バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー・・・・GPSGPSGPSGPSレシーバレシーバレシーバレシーバ内蔵内蔵内蔵内蔵））））

③③③③車載車載車載車載スタンドスタンドスタンドスタンド（（（（スタイラスペンスタイラスペンスタイラスペンスタイラスペン付属付属付属付属））））

⑤⑤⑤⑤USBUSBUSBUSBケーブルケーブルケーブルケーブル
((((パソコンパソコンパソコンパソコンからのからのからのからの充電用充電用充電用充電用））））

⑥⑥⑥⑥取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書（（（（保証書保証書保証書保証書））））

④④④④自動車用自動車用自動車用自動車用シガーシガーシガーシガー電源電源電源電源アダプターアダプターアダプターアダプター

⑦⑦⑦⑦吸着吸着吸着吸着ベースベースベースベース板板板板



4. 各部各部各部各部のののの名称名称名称名称
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①①①① 電源電源電源電源ボタンボタンボタンボタン

④④④④microSDmicroSDmicroSDmicroSD
力力力力ードスードスードスードス口口口口ットットットット

②②②②電源電源電源電源ランプランプランプランプ

⑤⑤⑤⑤ミミミミ二二二二USBUSBUSBUSBポートポートポートポート
（（（（電源用電源用電源用電源用））））

⑥⑥⑥⑥スピースピースピースピー力力力力ーーーー ⑦⑦⑦⑦ハードリセットボタンハードリセットボタンハードリセットボタンハードリセットボタン

③③③③イヤホンジャックイヤホンジャックイヤホンジャックイヤホンジャック

⑨⑨⑨⑨アンテナアンテナアンテナアンテナ
（ＴＶ（ＴＶ（ＴＶ（ＴＶをごをごをごをご覧覧覧覧になるときはになるときはになるときはになるときはアンテナアンテナアンテナアンテナをををを引引引引
伸伸伸伸ばしてごばしてごばしてごばしてご使用使用使用使用くださいくださいくださいください。）。）。）。）



5. リセットリセットリセットリセット機能機能機能機能
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【【【【ハードリセットハードリセットハードリセットハードリセット】】】】

本機本機本機本機になんらかのになんらかのになんらかのになんらかの障害障害障害障害がががが発生発生発生発生ししししハードリセットハードリセットハードリセットハードリセットをををを行行行行うううう場合場合場合場合はははは、、、、スタイスタイスタイスタイ
ラスペンラスペンラスペンラスペン等等等等ででででハードリセットボタンハードリセットボタンハードリセットボタンハードリセットボタンをををを軽軽軽軽くくくく押押押押しししし、、、、ハードリセットハードリセットハードリセットハードリセットをををを行行行行ってってってって
くださいくださいくださいください。。。。
またまたまたまた、、、、ハードリセットハードリセットハードリセットハードリセット後後後後はははは、、、、時刻時刻時刻時刻がががが初期化初期化初期化初期化されますのでされますのでされますのでされますので、、、、時刻設定時刻設定時刻設定時刻設定をををを
もうもうもうもう一度行一度行一度行一度行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

ハードリセットボタンハードリセットボタンハードリセットボタンハードリセットボタン

※※※※メニューメニューメニューメニュー操作中操作中操作中操作中やややや地図表示中地図表示中地図表示中地図表示中になんらかのになんらかのになんらかのになんらかの原因原因原因原因でででで画面画面画面画面ががががフリーズフリーズフリーズフリーズ
してしまったしてしまったしてしまったしてしまった場合場合場合場合はははは、、、、かならずかならずかならずかならず上記上記上記上記ののののハードウェアリセットハードウェアリセットハードウェアリセットハードウェアリセットをををを行行行行ってってってって
くださいくださいくださいください。。。。



6. 車車車車へのへのへのへの取付取付取付取付けけけけ
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1.1.1.1. 吸着吸着吸着吸着キャップキャップキャップキャップ（（（（A)A)A)A)をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、取取取取りりりり付付付付けけけけ面面面面ををををレバーレバーレバーレバー（（（（BBBB））））ででででロックロックロックロックしますしますしますします。。。。
車載車載車載車載スタンドスタンドスタンドスタンド後後後後ろのろのろのろのフックフックフックフックにににに、、、、デバイスホルダーデバイスホルダーデバイスホルダーデバイスホルダーががががカチッカチッカチッカチッとととと止止止止まるままるままるままるま
でででで動動動動かしかしかしかし固定固定固定固定しますしますしますします。。。。

（（（（C)C)C)C)デバイスホルダーデバイスホルダーデバイスホルダーデバイスホルダー

（（（（BBBB））））レバーレバーレバーレバー
（（（（A)A)A)A)吸着吸着吸着吸着キャップキャップキャップキャップ

2.2.2.2. デバイスホルダーデバイスホルダーデバイスホルダーデバイスホルダー本体本体本体本体をををを固定固定固定固定しししし、、、、見見見見やすいやすいやすいやすい向向向向きにきにきにきに角度角度角度角度をををを調整調整調整調整しますしますしますします。。。。
最後最後最後最後にににに、、、、シガーライターシガーライターシガーライターシガーライター電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグをををを本体本体本体本体につないでくださいにつないでくださいにつないでくださいにつないでください。。。。

＜＜＜＜ごごごご注意注意注意注意＞＞＞＞

・・・・吸盤吸盤吸盤吸盤がががが付付付付かないかないかないかない場所場所場所場所にはにはにはには、、、、吸着吸着吸着吸着ベースベースベースベース板板板板をををを利用利用利用利用してしてしてして取取取取りりりり付付付付けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。
・・・・取取取取りりりり付付付付けけけけ面面面面にににに汚汚汚汚れがれがれがれが付着付着付着付着していないことをしていないことをしていないことをしていないことを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
・・・・取取取取りりりり付付付付けにはけにはけにはけには運転時運転時運転時運転時のののの視界視界視界視界のののの防防防防げにならないげにならないげにならないげにならない場所場所場所場所をををを選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。
・・・・本機本機本機本機はははは、、、、オートオートオートオート電源機能付電源機能付電源機能付電源機能付ではありませんのでではありませんのでではありませんのでではありませんので、、、、車車車車からからからから離離離離れるれるれるれる場合場合場合場合はははは、、、、

必必必必ずずずず本体電源本体電源本体電源本体電源ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してしてしてして電源電源電源電源ををををOFFOFFOFFOFFにしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。

※※※※ダッシュボードダッシュボードダッシュボードダッシュボードへのへのへのへの取取取取りりりり付付付付けはけはけはけは
GPSのののの受信受信受信受信をををを良好良好良好良好にするためににするためににするためににするために
運転席側運転席側運転席側運転席側からみてからみてからみてからみて奥奥奥奥のののの方方方方のできのできのできのでき
るだけるだけるだけるだけ空空空空がががが開開開開けているけているけているけている場所場所場所場所にににに設設設設
置置置置してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。



7. 本体電源本体電源本体電源本体電源のおのおのおのお取扱方法取扱方法取扱方法取扱方法
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インテリジェントナビゲージョンインテリジェントナビゲージョンインテリジェントナビゲージョンインテリジェントナビゲージョン TNKTNKTNKTNK----701DT701DT701DT701DTをををを正正正正しくごしくごしくごしくご使用頂使用頂使用頂使用頂くためにくためにくためにくために
電源電源電源電源ののののON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFのののの操作方法操作方法操作方法操作方法についてごについてごについてごについてご案内案内案内案内いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

1.1.1.1. シガーライターシガーライターシガーライターシガーライター電源電源電源電源のののの使使使使いいいい方方方方

本機本機本機本機ははははシガーソケットシガーソケットシガーソケットシガーソケットよりよりよりより付属付属付属付属ののののアダプターアダプターアダプターアダプターによりによりによりにより12V12V12V12Vまたはまたはまたはまたは24V24V24V24V
のののの電源供給電源供給電源供給電源供給をををを受受受受けけけけ5V5V5V5Vでででで駆動駆動駆動駆動いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
本機本機本機本機にににに於於於於いてはいてはいてはいては仕様上仕様上仕様上仕様上、、、、おおおお車車車車ののののイグニッションキーイグニッションキーイグニッションキーイグニッションキーののののON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFとはとはとはとは
電源部電源部電源部電源部がががが連動致連動致連動致連動致しておりませんのでしておりませんのでしておりませんのでしておりませんので電源供給電源供給電源供給電源供給のののの目的以外目的以外目的以外目的以外にににに本機本機本機本機
のののの電源電源電源電源ををををONONONON又又又又ははははOFFOFFOFFOFFするするするする際際際際はははは必必必必ずずずず本体電源本体電源本体電源本体電源ボタンボタンボタンボタンにてにてにてにて電源電源電源電源ををををONONONON
またはまたはまたはまたはOFFOFFOFFOFFをををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

2.2.2.2. 電源電源電源電源ボタンボタンボタンボタンのののの使使使使いいいい方方方方

本機本機本機本機はははは、、、、電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを長押長押長押長押ししてししてししてしして電源電源電源電源ををををONONONONにしてにしてにしてにして使用使用使用使用しますがしますがしますがしますが、、、、同同同同じじじじ
くくくく長押長押長押長押ししてししてししてししてOFFOFFOFFOFFにするとにするとにするとにすると10101010秒後秒後秒後秒後ににににシステムシステムシステムシステムがががが完全完全完全完全ににににOFFOFFOFFOFFとなりますとなりますとなりますとなります。。。。
ただしただしただしただし、、、、スリープモードスリープモードスリープモードスリープモードでのでのでのでの電源電源電源電源OFFOFFOFFOFFをををを選択選択選択選択（（（（月月月月ののののマークマークマークマーク））））したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、
システムシステムシステムシステムのののの電源電源電源電源をををを保持保持保持保持されされされされ、、、、再度電源再度電源再度電源再度電源ををををONONONONにしたときすばやくにしたときすばやくにしたときすばやくにしたときすばやくメニューメニューメニューメニュー
がががが起動起動起動起動しますしますしますします。。。。
なおなおなおなお、、、、スリープモードスリープモードスリープモードスリープモードでででで数日間電源数日間電源数日間電源数日間電源をををを接続接続接続接続しなかったしなかったしなかったしなかった場合場合場合場合はははは、、、、バッテリバッテリバッテリバッテリ
ーーーーをををを消費消費消費消費してしまいますのでごしてしまいますのでごしてしまいますのでごしてしまいますのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。

前画面前画面前画面前画面にににに戻戻戻戻るるるる完全完全完全完全にににに電源電源電源電源
をををを切切切切るるるる場合場合場合場合

電源電源電源電源OFFOFFOFFOFFまでのまでのまでのまでの秒数秒数秒数秒数

スリープモードスリープモードスリープモードスリープモードでででで
電源電源電源電源をををを切切切切るるるる場合場合場合場合



①①①①本体本体本体本体のののの電源電源電源電源ジャックジャックジャックジャックにににに、、、、シガーライターシガーライターシガーライターシガーライター用電源用電源用電源用電源またはまたはまたはまたはＡＣＡＣＡＣＡＣアダプターアダプターアダプターアダプター
ののののプラグプラグプラグプラグをををを接続接続接続接続しますしますしますします。。。。

②②②②電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを長押長押長押長押しするとしするとしするとしすると、、、、電源電源電源電源がががが入入入入りますりますりますります。。。。電源電源電源電源をををを切切切切るるるる時時時時はははは、、、、
再度電源再度電源再度電源再度電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを長押長押長押長押ししますししますししますしします。。。。

③③③③操作操作操作操作はははは、、、、各各各各メニューメニューメニューメニューをををを画面画面画面画面タッチタッチタッチタッチすることによりすることによりすることによりすることにより動作動作動作動作しますしますしますします。。。。

８．ナビゲーションの使い方
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ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションはははは、ＳＤ、ＳＤ、ＳＤ、ＳＤカードカードカードカードがががが本体本体本体本体にににに挿入挿入挿入挿入されていることとされていることとされていることとされていることと、、、、電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチがががが
ONされていることをされていることをされていることをされていることを確認確認確認確認してしてしてして、、、、メインメニューメインメニューメインメニューメインメニューからからからから「「「「ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション」」」」ボタンボタンボタンボタンをををを画画画画
面面面面タッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

シガーライターシガーライターシガーライターシガーライター ＡＣＡＣＡＣＡＣアダプターアダプターアダプターアダプター

【【【【ＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードのののの扱扱扱扱いについてのいについてのいについてのいについての注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】

※※※※ＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードにはにはにはには、、、、地図地図地図地図をををを含含含含むむむむナビデータナビデータナビデータナビデータがががが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。音楽音楽音楽音楽やややや
動画動画動画動画などのなどのなどのなどのデータデータデータデータをををを絶対絶対絶対絶対にににに書書書書きききき込込込込まないでくださいまないでくださいまないでくださいまないでください。。。。

※※※※音楽音楽音楽音楽やややや動画動画動画動画をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ場合場合場合場合にはにはにはには、、、、別途別途別途別途ＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードをををを用意用意用意用意してしてしてして、、、、そちらそちらそちらそちら
ににににデータデータデータデータをををを入入入入れてれてれてれて、、、、ごごごご使用下使用下使用下使用下さいさいさいさい。。。。

※※※※ナビナビナビナビがががが入入入入ったったったったSDSDSDSDカードカードカードカードのののの複製複製複製複製・・・・コピーコピーコピーコピーはははは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。そのようなそのようなそのようなそのような
作業作業作業作業をををを行行行行いますといますといますといますと、、、、ナビナビナビナビがががが起動起動起動起動しなくなるしなくなるしなくなるしなくなる恐恐恐恐れもございますのでれもございますのでれもございますのでれもございますので、、、、
ごごごご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

（（（（注意注意注意注意））））ダブルタッチダブルタッチダブルタッチダブルタッチをををを頻繁頻繁頻繁頻繁にににに繰繰繰繰りりりり返返返返しますとしますとしますとしますと、ＣＰＵ、ＣＰＵ、ＣＰＵ、ＣＰＵにににに負荷負荷負荷負荷がかかりがかかりがかかりがかかり
システムエラーシステムエラーシステムエラーシステムエラーがががが発生発生発生発生するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。（。（。（。（システムエラーシステムエラーシステムエラーシステムエラー
からのからのからのからの回復回復回復回復はははは、、、、本体本体本体本体ののののリセットボタンリセットボタンリセットボタンリセットボタンでででで行行行行ってくださいってくださいってくださいってください））））

ナビプログラムナビプログラムナビプログラムナビプログラムややややマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル、、、、パッケージパッケージパッケージパッケージ等等等等はははは予告無予告無予告無予告無くくくく変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありまがありまがありまがありま
すすすす。。。。予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。



８-１ ．ナビゲーションの起動と終了

ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションのののの起動起動起動起動とととと終了終了終了終了のののの方法方法方法方法をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。
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ナビナビナビナビのののの起動起動起動起動ボタンボタンボタンボタン

①①①① メインメニューメインメニューメインメニューメインメニューのののの「「「「ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 注意事項注意事項注意事項注意事項がががが記載記載記載記載されたされたされたされた青青青青いいいい画面画面画面画面でででで「「「「OKOKOKOK」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

バージョンバージョンバージョンバージョン番号番号番号番号

（（（（注注注注））））反応反応反応反応がないときはがないときはがないときはがないときは、、、、SDカードカードカードカードがきちんとがきちんとがきちんとがきちんと差差差差しししし込込込込まれているかまれているかまれているかまれているか確認確認確認確認してしてしてして
下下下下さいさいさいさい。。。。エラーエラーエラーエラーがががが出出出出るるるる場合場合場合場合はははは、、、、SDカードカードカードカードのののの故障故障故障故障、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはデータデータデータデータがががが
壊壊壊壊れているれているれているれている可能性可能性可能性可能性がございますがございますがございますがございます。。。。

●●●●ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションのののの起動起動起動起動

●●●●ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションのののの終了終了終了終了

①①①① ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューのののの「「「「終了終了終了終了」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。



８-２ ．地図画面の説明

地図画面地図画面地図画面地図画面のののの各機能各機能各機能各機能とととと見方見方見方見方をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

現在地表示現在地表示現在地表示現在地表示

縮尺変更縮尺変更縮尺変更縮尺変更

ビュービュービュービュー変更変更変更変更

ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューへへへへ

衛星配置図衛星配置図衛星配置図衛星配置図

クイックスタート

ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネルのののの表示表示表示表示
（（（（GPSGPSGPSGPS受信中受信中受信中受信中はははは使用不可使用不可使用不可使用不可））））

●●●●地図画面地図画面地図画面地図画面のののの各各各各ボタンボタンボタンボタンのののの名称名称名称名称

緑色緑色緑色緑色ののののマークマークマークマーク。。。。中央中央中央中央にににに十字十字十字十字ありありありあり。。。。GPSGPSGPSGPSをををを受信受信受信受信してないしてないしてないしてない状態状態状態状態ですですですです。。。。

赤色赤色赤色赤色ののののマークマークマークマーク。。。。中央中央中央中央にににに十字十字十字十字なしなしなしなし。。。。GPSGPSGPSGPSをををを受信中受信中受信中受信中ですですですです。。。。
地図地図地図地図がががが現在地現在地現在地現在地をををを表示表示表示表示していないときはしていないときはしていないときはしていないときは、、、、衛星衛星衛星衛星をををを捕捉中捕捉中捕捉中捕捉中ですですですです。。。。しばらくしばらくしばらくしばらく
待待待待つとつとつとつと、、、、地図地図地図地図がががが現在地現在地現在地現在地にににに移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

●●●●地図地図地図地図のののの中心中心中心中心マークマークマークマークのののの違違違違いについていについていについていについて

矢印矢印矢印矢印ののののマークマークマークマーク。。。。GPSGPSGPSGPSをををを受信中受信中受信中受信中でででで、、、、方向方向方向方向もももも取得出来取得出来取得出来取得出来ているているているている状態状態状態状態。。。。
設定画面設定画面設定画面設定画面からからからから矢印矢印矢印矢印マークマークマークマークのののの絵絵絵絵をををを変更変更変更変更することがすることがすることがすることが出来出来出来出来ますますますます。。。。
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８-３ ．現在地の表示

GPSGPSGPSGPSをををを有効有効有効有効（（（（衛星衛星衛星衛星をををを捕捉捕捉捕捉捕捉））））にしてにしてにしてにして、、、、現在地現在地現在地現在地をををを表示表示表示表示するするするする方法方法方法方法をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

①①①①「「「「現在地現在地現在地現在地」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 衛星衛星衛星衛星のののの捕捉捕捉捕捉捕捉がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。

衛星衛星衛星衛星のののの捕捉中捕捉中捕捉中捕捉中をををを示示示示すすすす画面画面画面画面がががが中央中央中央中央にににに現現現現れれれれ
ますますますます。。。。このこのこのこの状態状態状態状態でしばらくでしばらくでしばらくでしばらく待待待待ちますとちますとちますとちますと、、、、現現現現
在地在地在地在地へへへへ地図地図地図地図がががが移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

「「「「中止中止中止中止」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、衛星衛星衛星衛星のののの捕捕捕捕
捉捉捉捉をををを中止中止中止中止しますしますしますします。。。。

（（（（注注注注））））現在地現在地現在地現在地のののの表示表示表示表示はははは、、、、おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげ時時時時、、、、またはまたはまたはまたは長時間使用長時間使用長時間使用長時間使用していなかったしていなかったしていなかったしていなかった時時時時にににに行行行行いまいまいまいま
すとすとすとすと、、、、数数数数十十十十分分分分かかるかかるかかるかかる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

通常使用時通常使用時通常使用時通常使用時でもでもでもでも、、、、GPSのののの電波電波電波電波のののの受信状況受信状況受信状況受信状況によりによりによりにより、、、、数分数分数分数分かかるかかるかかるかかる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。予予予予
めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

③③③③ 現在地現在地現在地現在地へへへへ地図地図地図地図がががが移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

現在地現在地現在地現在地のののの表示表示表示表示はははは、、、、必必必必ずずずず屋外屋外屋外屋外のののの見晴見晴見晴見晴らしらしらしらし
のののの良良良良いいいい場所場所場所場所でででで行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。
室内室内室内室内ですとですとですとですと、、、、GPSGPSGPSGPSのののの電波電波電波電波がががが受信受信受信受信がががが出来出来出来出来
ませんませんませんません。。。。
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８-４ ．受信状況の確認

低低低低GPSGPSGPSGPSロストロストロストロスト
orororor

GPS OFFGPS OFFGPS OFFGPS OFF OKOKOKOK

中中中中 高高高高

GPSGPSGPSGPS受信状況受信状況受信状況受信状況とととと衛星配置図衛星配置図衛星配置図衛星配置図のののの表示方法表示方法表示方法表示方法をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

●●●●地図画面地図画面地図画面地図画面のののの衛星配置図衛星配置図衛星配置図衛星配置図ででででGPSGPSGPSGPSのののの受信状況受信状況受信状況受信状況をををを確認確認確認確認

GPSGPSGPSGPSからからからから受信受信受信受信
したしたしたした時刻時刻時刻時刻

実際実際実際実際のののの状況状況状況状況がががが反映反映反映反映されてされてされてされて表示表示表示表示されるまでされるまでされるまでされるまで、、、、多少多少多少多少ののののタイムラグタイムラグタイムラグタイムラグがありますがありますがありますがあります。。。。

●●●●「「「「衛星配置図衛星配置図衛星配置図衛星配置図」」」」 ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして衛星配置図衛星配置図衛星配置図衛星配置図をををを確認確認確認確認

黄色黄色黄色黄色やややや赤色赤色赤色赤色ののののマークマークマークマークがががが少少少少ないときはないときはないときはないときは、、、、GPSGPSGPSGPSのののの受信状況受信状況受信状況受信状況がよくないことをがよくないことをがよくないことをがよくないことを表表表表していしていしていしてい
ますますますます。。。。受信受信受信受信するするするする場所場所場所場所をををを変変変変えるなどしてみてえるなどしてみてえるなどしてみてえるなどしてみて下下下下さいさいさいさい。。。。
「「「「現在地現在地現在地現在地」」」」ボタンボタンボタンボタンかかかか、「、「、「、「戻戻戻戻るるるる」」」」ボタンボタンボタンボタンでででで、、、、地図画面地図画面地図画面地図画面へへへへ戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

（（（（注注注注））））「「「「衛星配置図衛星配置図衛星配置図衛星配置図」」」」ボタンボタンボタンボタンがががが隠隠隠隠れているときはれているときはれているときはれているときは、、、、地図上地図上地図上地図上をどこでもいいのでをどこでもいいのでをどこでもいいのでをどこでもいいので、、、、一度一度一度一度タッチタッチタッチタッチ
するとするとするとすると現現現現れますれますれますれます。。。。
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８-５．地図画面の操作

地図地図地図地図のののの移動移動移動移動、、、、拡大縮小拡大縮小拡大縮小拡大縮小、、、、ビュービュービュービュー変更変更変更変更のののの方法方法方法方法をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

●●●●地図地図地図地図のののの移動移動移動移動

地図地図地図地図のののの上上上上ををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、タッチタッチタッチタッチしたしたしたした場所場所場所場所がががが中心中心中心中心になるようにになるようにになるようにになるように地図地図地図地図がががが移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

ここをここをここをここをタッチタッチタッチタッチ

●●●●地図地図地図地図のののの拡大縮小拡大縮小拡大縮小拡大縮小

①①①①「「「「縮尺変更縮尺変更縮尺変更縮尺変更」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 縮尺縮尺縮尺縮尺パネルパネルパネルパネルからからからから表示表示表示表示したいしたいしたいしたい縮尺縮尺縮尺縮尺ををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

縮尺縮尺縮尺縮尺パネルパネルパネルパネルはははは一定時間経一定時間経一定時間経一定時間経つとつとつとつと、、、、自動的自動的自動的自動的にににに隠隠隠隠れますれますれますれます。。。。

（（（（注注注注））））「「「「縮尺変更縮尺変更縮尺変更縮尺変更」」」」ボタンボタンボタンボタンがががが隠隠隠隠れているときはれているときはれているときはれているときは、、、、地図上地図上地図上地図上をどこでもいいのでをどこでもいいのでをどこでもいいのでをどこでもいいので、、、、一度一度一度一度タッチタッチタッチタッチすすすす
るとるとるとると現現現現れますれますれますれます。。。。
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●●●●地図地図地図地図ののののビュービュービュービュー変更変更変更変更

①①①①「「「「ビュービュービュービュー変更変更変更変更」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②②「「「「通常通常通常通常ビュービュービュービュー」」」」がががが「「「「スカイビュースカイビュースカイビュースカイビュー」」」」にににに変変変変わりますわりますわりますわります。。。。

③③③③ もうもうもうもう一度一度一度一度「「「「ビュービュービュービュー変更変更変更変更」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、「、「、「、「通常通常通常通常ビュービュービュービュー」」」」にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

（（（（注注注注））））「「「「ビュービュービュービュー変更変更変更変更」」」」ボタンボタンボタンボタンがががが隠隠隠隠れているときはれているときはれているときはれているときは、、、、地図上地図上地図上地図上をどこでもいいのでをどこでもいいのでをどこでもいいのでをどこでもいいので、、、、一度一度一度一度タッチタッチタッチタッチ
するとするとするとすると現現現現れますれますれますれます。。。。
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８-６．地図画面から他の画面への移動

地図画面地図画面地図画面地図画面からからからからナビメニューナビメニューナビメニューナビメニュー画面画面画面画面へへへへ移動移動移動移動するするするする方法方法方法方法をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

●●●●ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニュー画面画面画面画面へへへへ移動移動移動移動するするするする

左下左下左下左下のののの「「「「MENUMENUMENUMENU」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニュー画面画面画面画面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。
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８-７．ナビ走行

実際実際実際実際ににににナビナビナビナビをををを行行行行うううう方法方法方法方法をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

①①①① 地図地図地図地図をををを移動移動移動移動してしてしてして行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所をををを中心中心中心中心にしますにしますにしますにします。。。。

行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所をををを表示表示表示表示するにはするにはするにはするには、、、、地図地図地図地図ををををタタタタ
ッチッチッチッチしてしてしてして移動移動移動移動してしてしてして表示表示表示表示させるさせるさせるさせる他他他他にににに、、、、ナビメナビメナビメナビメ
ニューニューニューニューにあるにあるにあるにある検索機能検索機能検索機能検索機能やややや登録地点登録地点登録地点登録地点、、、、履履履履
歴歴歴歴からもからもからもからも可能可能可能可能ですですですです。。。。

②②②② 右下右下右下右下ののののボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして「「「「ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル」」」」をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

③③③③「「「「ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル」」」」のののの「「「「目的地目的地目的地目的地」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル

行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所がががが目的地目的地目的地目的地としてとしてとしてとして設定設定設定設定されてされてされてされて
ゴールゴールゴールゴールのののの旗旗旗旗がががが立立立立ちちちち、、、、ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネルがががが
表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

ゴールゴールゴールゴールのののの旗旗旗旗 ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネル
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④④④④ ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネルのののの「「「「ナビナビナビナビ走行走行走行走行」」」」ににににタッチタッチタッチタッチしてしてしてしてチェックチェックチェックチェックをををを付付付付けてけてけてけて
ルートルートルートルートのののの種類種類種類種類をををを選選選選んでんでんでんでタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

【【【【ルートルートルートルートのののの種類種類種類種類についてについてについてについて】】】】

ルートルートルートルートのののの種類種類種類種類

実際実際実際実際ののののナビナビナビナビ走行走行走行走行かかかか、、、、
テストテストテストテスト走行走行走行走行かかかか選択選択選択選択

ルートルートルートルートのののの種類種類種類種類をををを選択選択選択選択

●●●●ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネルについてについてについてについて

（（（（注注注注））））目的地目的地目的地目的地をををを設定済設定済設定済設定済みならばみならばみならばみならば、、、、ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネルのののの「「「「ルートルートルートルート検索検索検索検索」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチすれすれすれすれ
ばばばば、、、、このこのこのこのルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネルがががが表示表示表示表示されるされるされるされる画面画面画面画面になりますになりますになりますになります。。。。

・・・・推奨推奨推奨推奨ルートルートルートルート ：：：：ナビナビナビナビがががが自動的自動的自動的自動的にににに最適最適最適最適ななななルートルートルートルートをををを選択選択選択選択しますしますしますします。。。。
・・・・一般道路優先一般道路優先一般道路優先一般道路優先：：：：有料道路有料道路有料道路有料道路をををを避避避避けてけてけてけて、、、、一般道路一般道路一般道路一般道路をををを優先優先優先優先したしたしたしたルートルートルートルートをををを

選択選択選択選択しますしますしますします。。。。ただしただしただしただし目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでの道道道道のりがのりがのりがのりが長距離長距離長距離長距離
のときはのときはのときはのときは、、、、有料道路有料道路有料道路有料道路をををを使使使使うううう場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

・・・・高速道路優先高速道路優先高速道路優先高速道路優先：：：：有料道路有料道路有料道路有料道路をををを優先優先優先優先したしたしたしたルートルートルートルートをををを選択選択選択選択しますしますしますします。。。。
・・・・最短距離最短距離最短距離最短距離：：：：道路道路道路道路のののの大小大小大小大小にににに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでの最短距離最短距離最短距離最短距離のののの

ルートルートルートルートをををを選択選択選択選択しますしますしますします。。。。
・・・・複数複数複数複数ルートルートルートルート：：：：一般道路優先一般道路優先一般道路優先一般道路優先、、、、高速道路優先高速道路優先高速道路優先高速道路優先、、、、最短距離最短距離最短距離最短距離ののののルートルートルートルート

をををを一度一度一度一度にににに表示表示表示表示しますしますしますします。。。。
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⑤⑤⑤⑤ 現在地現在地現在地現在地からからからから目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでのルートルートルートルート検索検索検索検索がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。

現在地現在地現在地現在地がががが分分分分かっていないときはかっていないときはかっていないときはかっていないときは、、、、衛星衛星衛星衛星のののの捕捉捕捉捕捉捕捉がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。そこでそこでそこでそこで現在地現在地現在地現在地がががが確定確定確定確定
したしたしたした段階段階段階段階でででで、、、、ルートルートルートルート検索検索検索検索へへへへ進進進進みますみますみますみます。。。。多少多少多少多少のののの時間時間時間時間がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。

⑥⑥⑥⑥ ルートルートルートルートがががが表示表示表示表示されたらされたらされたらされたら「「「「案内開始案内開始案内開始案内開始」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
あとはあとはあとはあとは、、、、ナビナビナビナビにににに従従従従ってってってって走行走行走行走行しますしますしますします。。。。

ルートルートルートルートのののの距離距離距離距離とととと所要時間所要時間所要時間所要時間のののの目安目安目安目安ルートルートルートルート

●●●●ナビナビナビナビ走行走行走行走行のののの中止中止中止中止

「「「「ナビナビナビナビ中止中止中止中止」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチすることですることですることですることで、、、、ナビナビナビナビ走行走行走行走行をををを中止中止中止中止できますできますできますできます。。。。
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※※※※ルートルートルートルートをををを外外外外れるとれるとれるとれるとリルートリルートリルートリルート検索検索検索検索をををを開始開始開始開始しますがしますがしますがしますが、、、、車車車車のののの速度速度速度速度ややややGPSGPSGPSGPSのののの
受信状況受信状況受信状況受信状況によりによりによりにより、、、、リルートリルートリルートリルート検索検索検索検索にににに時間時間時間時間がかかることがありますがかかることがありますがかかることがありますがかかることがあります。。。。
このときこのときこのときこのとき右左折右左折右左折右左折のののの方向案内方向案内方向案内方向案内がががが交錯交錯交錯交錯することがありますがすることがありますがすることがありますがすることがありますが、、、、ルートルートルートルートがががが安定安定安定安定
してからのしてからのしてからのしてからの案内案内案内案内にににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

※※※※ナビナビナビナビ走行走行走行走行ではではではでは、、、、細街路細街路細街路細街路ははははルートルートルートルート検索検索検索検索にににに含含含含まれませんまれませんまれませんまれません。。。。
目的地目的地目的地目的地がががが細街路細街路細街路細街路にあるにあるにあるにある場合場合場合場合はははは、、、、目的地目的地目的地目的地からからからから離離離離れたれたれたれた場所場所場所場所ででででルートルートルートルート案内案内案内案内がががが
終了終了終了終了しますのでしますのでしますのでしますので、、、、そのそのそのその際際際際はははは目的地方位線目的地方位線目的地方位線目的地方位線をををを目安目安目安目安にににに、、、、目的地目的地目的地目的地までまでまでまで進進進進んでんでんでんで
くださいくださいくださいください。。。。

※※※※ルートルートルートルート検索検索検索検索にににに失敗失敗失敗失敗したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、GPSGPSGPSGPSをををを受信受信受信受信してしてしてして現在地現在地現在地現在地をををを表示表示表示表示できるかできるかできるかできるか
確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。それでもそれでもそれでもそれでも失敗失敗失敗失敗するするするする場合場合場合場合はははは、、、、目的地目的地目的地目的地をずらしてをずらしてをずらしてをずらして再度再度再度再度、、、、
ルートルートルートルート検索検索検索検索をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

●●●●ルートルートルートルート検索検索検索検索についてについてについてについて

●●●●複数複数複数複数ルートルートルートルートについてについてについてについて

複数複数複数複数ルートルートルートルートをををを選選選選ぶとぶとぶとぶと、、、、一般道路優先一般道路優先一般道路優先一般道路優先、、、、高速道路優先高速道路優先高速道路優先高速道路優先、、、、最短距離最短距離最短距離最短距離のののの３３３３つのつのつのつのルートルートルートルートがががが
合合合合わせてわせてわせてわせて表示表示表示表示しますしますしますします。。。。
左上左上左上左上ののののボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、好好好好みのみのみのみのルートルートルートルートをををを選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。ルートルートルートルートによってはによってはによってはによっては、、、、３３３３
つのつのつのつのルートルートルートルートがががが同同同同じものになるじものになるじものになるじものになる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。

ルートルートルートルート選択選択選択選択

選択選択選択選択ルートルートルートルートをををを
茶色茶色茶色茶色でででで表示表示表示表示

（（（（注注注注））））ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中ににににナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューややややワンセグワンセグワンセグワンセグにににに移動移動移動移動したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、ナビナビナビナビ走行走行走行走行はははは終了終了終了終了しませしませしませしませ
んんんん。。。。地図画面地図画面地図画面地図画面にににに戻戻戻戻るとるとるとると、、、、ナビナビナビナビ走行走行走行走行がががが再開再開再開再開されますされますされますされます。。。。

８-８．ルート検索

複数複数複数複数ルートルートルートルートととととルートルートルートルート検索時検索時検索時検索時のののの注意点注意点注意点注意点についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。
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８-９．デモ走行

ナビナビナビナビ走行走行走行走行ののののテストテストテストテストをををを行行行行ううううデモデモデモデモ走行走行走行走行のののの方法方法方法方法をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

①①①① 地図地図地図地図をををを移動移動移動移動してしてしてして出発出発出発出発したいしたいしたいしたい場所場所場所場所をををを中心中心中心中心にしますにしますにしますにします。。。。

②②②② 右下右下右下右下ののののボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして「「「「ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル」」」」をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

③③③③「「「「ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル」」」」のののの「「「「出発地出発地出発地出発地」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル

出発地出発地出発地出発地としてとしてとしてとして設定設定設定設定されされされされ、、、、青青青青いいいい旗旗旗旗がががが立立立立ちますちますちますちます。。。。

出発地出発地出発地出発地のののの旗旗旗旗

ナビナビナビナビ走行走行走行走行のときはのときはのときはのときは、、、、出発地出発地出発地出発地はははは自動的自動的自動的自動的にににに
現在地現在地現在地現在地となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、デモデモデモデモ走行走行走行走行ではではではでは、、、、出出出出
発地発地発地発地もももも自由自由自由自由にににに設定設定設定設定することができますすることができますすることができますすることができます。。。。
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④④④④ 続続続続いていていていて、、、、地図地図地図地図をををを移動移動移動移動してしてしてして行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所をををを中心中心中心中心にしますにしますにしますにします。。。。

ナビナビナビナビ走行走行走行走行のときにのときにのときにのときに目的地目的地目的地目的地をををを設定設定設定設定したしたしたした方方方方
法法法法とととと同同同同じですじですじですじです。。。。

⑤⑤⑤⑤ 右下右下右下右下ののののボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして「「「「ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル」」」」をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

⑥⑥⑥⑥「「「「ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル」」」」のののの「「「「目的地目的地目的地目的地」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所がががが目的地目的地目的地目的地としてとしてとしてとして設定設定設定設定されてされてされてされて
ゴールゴールゴールゴールのののの旗旗旗旗がががが立立立立ちちちち、、、、ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネルがががが
表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

ゴールゴールゴールゴールのののの旗旗旗旗 ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネル

ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル
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⑦⑦⑦⑦ ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネルのののの「「「「デモデモデモデモ走行走行走行走行」」」」ににににタッチタッチタッチタッチしてしてしてしてチェックチェックチェックチェックをををを付付付付けてけてけてけてルートルートルートルートのののの
種類種類種類種類をををを選選選選んでんでんでんでタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

ルートルートルートルートのののの種類種類種類種類をををを選択選択選択選択

⑧⑧⑧⑧ 出発地出発地出発地出発地からからからから目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでのルートルートルートルート検索検索検索検索がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。

ルートルートルートルート検索検索検索検索にはにはにはには多少多少多少多少のののの時間時間時間時間がかかりまがかかりまがかかりまがかかりま
すすすす。。。。

（（（（注注注注））））デモデモデモデモ走行走行走行走行でででで、、、、ルートルートルートルート検索検索検索検索がががが失敗失敗失敗失敗すすすす
るときはるときはるときはるときは、、、、出発地出発地出発地出発地とととと目的地目的地目的地目的地のののの両方両方両方両方ともともともとも
設定設定設定設定してあるかしてあるかしてあるかしてあるか確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

⑨⑨⑨⑨ ルートルートルートルートがががが表示表示表示表示されたらされたらされたらされたら「「「「案内開始案内開始案内開始案内開始」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
あとはあとはあとはあとは、、、、自動的自動的自動的自動的ににににデモデモデモデモ走行走行走行走行がががが再生再生再生再生されますされますされますされます。。。。

ルートルートルートルートのののの距離距離距離距離とととと所要時間所要時間所要時間所要時間のののの目安目安目安目安ルートルートルートルート

（（（（注注注注））））出発地出発地出発地出発地とととと目的地目的地目的地目的地がががが設定済設定済設定済設定済みならばみならばみならばみならば、、、、ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネルのののの「「「「ルートルートルートルート検索検索検索検索」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチ
すればすればすればすれば、、、、このこのこのこのルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネルがががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
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８-１０．ナビ走行中の画面

●●●●デモデモデモデモ走行中走行中走行中走行中のののの操作操作操作操作ボタンボタンボタンボタン

デモデモデモデモ走行走行走行走行のときのみのときのみのときのみのときのみ、、、、左上左上左上左上にににに操作操作操作操作ボタンボタンボタンボタンがががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

一時停止一時停止一時停止一時停止 停止停止停止停止 早送早送早送早送りりりり（（（（5段階段階段階段階でででで変化変化変化変化））））

ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中のののの画面画面画面画面についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

自車自車自車自車のののの位置位置位置位置とととと向向向向きききき
をををを表表表表すすすす矢印矢印矢印矢印

次次次次のののの
交差点情報交差点情報交差点情報交差点情報

目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでの距離距離距離距離とととと所要時間所要時間所要時間所要時間のののの目安目安目安目安

デモデモデモデモ走行走行走行走行のののの時時時時のみのみのみのみ表示表示表示表示、、、、使用可使用可使用可使用可

道路名道路名道路名道路名

そのそのそのその次次次次のののの
交差点情報交差点情報交差点情報交差点情報

●●●●出発地出発地出発地出発地のののの旗旗旗旗とととと目的地目的地目的地目的地のののの旗旗旗旗のののの削除削除削除削除についてについてについてについて

出発地出発地出発地出発地とととと目的地目的地目的地目的地のののの旗旗旗旗をををを削除削除削除削除することはすることはすることはすることは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。別別別別のののの場所場所場所場所にににに設定設定設定設定するとするとするとすると、、、、そちらそちらそちらそちら
にににに旗旗旗旗がががが移動移動移動移動しますしますしますします。。。。必必必必ずずずず地図上地図上地図上地図上にひとつにひとつにひとつにひとつ存在存在存在存在することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。

早送早送早送早送りりりりボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、車車車車のののの移動移動移動移動がががが5555段階段階段階段階でででで変化変化変化変化しますしますしますします。。。。
「「「「1111倍速倍速倍速倍速→→→→2222倍速倍速倍速倍速→→→→3333倍速倍速倍速倍速→→→→4444倍速倍速倍速倍速→→→→5555倍速倍速倍速倍速→→→→1111倍速倍速倍速倍速にににに戻戻戻戻るるるる」」」」

●●●●ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中のののの画面画面画面画面のののの説明説明説明説明

（（（（注注注注））））ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中はははは必必必必ずずずず、、、、車車車車のののの進行方向進行方向進行方向進行方向がががが常常常常にににに上上上上になってになってになってになって地図地図地図地図がががが回転回転回転回転しますしますしますします。。。。地図地図地図地図のののの
ほうをほうをほうをほうを固定固定固定固定してしてしてして車車車車がががが回転回転回転回転するようにはするようにはするようにはするようには、、、、設定出来設定出来設定出来設定出来ませんませんませんません。。。。
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●●●●交差点案内交差点案内交差点案内交差点案内

先先先先のののの交差点交差点交差点交差点のののの
・・・・道路名道路名道路名道路名
・・・・距離距離距離距離
・・・・車線車線車線車線

方面案内看板方面案内看板方面案内看板方面案内看板

拡大表示拡大表示拡大表示拡大表示

ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中、、、、次次次次のののの交差点交差点交差点交差点までのまでのまでのまでの距離距離距離距離とととと車線車線車線車線のののの情報情報情報情報がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
交差点付近交差点付近交差点付近交差点付近ではではではでは拡大地図拡大地図拡大地図拡大地図とととと分岐案内分岐案内分岐案内分岐案内がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
音声案内音声案内音声案内音声案内はははは、、、、直前直前直前直前とととと300m300m300m300m、、、、500500500500ｍｍｍｍ手前手前手前手前でででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。

●●●●オービスオービスオービスオービスについてのについてのについてのについての注意点注意点注意点注意点

本本本本ナビナビナビナビにおけるにおけるにおけるにおけるオービスオービスオービスオービス機能機能機能機能はははは、、、、電波電波電波電波をををを検知検知検知検知してしてしてして知知知知らせるらせるらせるらせる
のではなくのではなくのではなくのではなく、、、、地図地図地図地図ののののデータデータデータデータとしてとしてとしてとして埋埋埋埋めめめめ込込込込まれていてまれていてまれていてまれていて、、、、それそれそれそれ
をををを案内案内案内案内していますしていますしていますしています。。。。
よってよってよってよって、、、、オービスオービスオービスオービスがががが実際実際実際実際はははは存在存在存在存在するのにするのにするのにするのに、、、、案内案内案内案内がががが行行行行われわれわれわれ
ないないないない場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。またまたまたまた、、、、反対車線反対車線反対車線反対車線ののののオービスオービスオービスオービスにににに反応反応反応反応しししし
てててて、、、、案内案内案内案内することもございますすることもございますすることもございますすることもございます。。。。
音声音声音声音声でででで、「、「、「、「制限速度制限速度制限速度制限速度にににに注意注意注意注意してしてしてして～」～」～」～」とととと案内案内案内案内しますがしますがしますがしますが、、、、交差交差交差交差
点点点点のののの音声案内音声案内音声案内音声案内がががが優先優先優先優先されてされてされてされて、、、、そのそのそのその音声音声音声音声がががが流流流流れないれないれないれない場合場合場合場合もももも
ございますございますございますございます。。。。予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。
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●●●●高速道路案内高速道路案内高速道路案内高速道路案内

ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中、、、、高速道路高速道路高速道路高速道路をををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合はははは、、、、
入入入入りりりり口案内口案内口案内口案内、、、、分岐案内分岐案内分岐案内分岐案内、、、、施設案内施設案内施設案内施設案内がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
音声案内音声案内音声案内音声案内はははは、、、、直前直前直前直前とととと300m300m300m300m、、、、500m500m500m500m、、、、1km1km1km1km、、、、3km3km3km3km手前手前手前手前でででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。

高速入口高速入口高速入口高速入口のののの
・・・・名称名称名称名称
・・・・距離距離距離距離
・・・・進入方向進入方向進入方向進入方向

分岐分岐分岐分岐までのまでのまでのまでの距離距離距離距離・・・・名称名称名称名称

分岐案内看板分岐案内看板分岐案内看板分岐案内看板

分岐分岐分岐分岐イメージイメージイメージイメージ

高速入口高速入口高速入口高速入口イメージイメージイメージイメージ

施設案内施設案内施設案内施設案内
・・・・種類種類種類種類とととと名称名称名称名称
・・・・距離距離距離距離
・・・・予想通過時間予想通過時間予想通過時間予想通過時間

ひとつひとつひとつひとつ先先先先のののの施設施設施設施設へへへへ

ひとつひとつひとつひとつ前前前前のののの施設施設施設施設へへへへ

施設案内表示施設案内表示施設案内表示施設案内表示をををを元元元元にににに戻戻戻戻すすすす
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８-１１．周辺施設検索

リストリストリストリスト移動移動移動移動

周辺施設周辺施設周辺施設周辺施設のののの検索検索検索検索についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

周辺施設周辺施設周辺施設周辺施設ののののボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、地図地図地図地図のののの中心中心中心中心からからからから距離距離距離距離のののの近近近近いいいい順順順順にににに10km10km10km10km圏内圏内圏内圏内
でででで100100100100件件件件までのまでのまでのまでの施設施設施設施設をををを検索検索検索検索することがすることがすることがすることが出来出来出来出来ますますますます。。。。

①①①① 検索検索検索検索したいしたいしたいしたい場所場所場所場所をををを中心中心中心中心にしてにしてにしてにして「「「「周辺施設周辺施設周辺施設周辺施設」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 検索画面検索画面検索画面検索画面からからからからジャンルジャンルジャンルジャンルをををを選選選選びびびび、、、、リストリストリストリストからからからから施設名施設名施設名施設名ををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

③③③③ 選選選選んだんだんだんだ施設施設施設施設があるがあるがあるがある地図地図地図地図へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

施設名施設名施設名施設名のののの横横横横にはにはにはには、、、、地図地図地図地図のののの中心中心中心中心からのからのからのからの距離距離距離距離（ｍ）（ｍ）（ｍ）（ｍ）とととと方向方向方向方向をををを表表表表しますしますしますします。。。。

吹吹吹吹きききき出出出出しししし
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８-１２．地点登録

アイコンアイコンアイコンアイコン変更変更変更変更 文字種変更文字種変更文字種変更文字種変更

地点登録地点登録地点登録地点登録のののの方法方法方法方法についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

地図地図地図地図のののの場所場所場所場所をををを記録記録記録記録しておくことがしておくことがしておくことがしておくことが出来出来出来出来ますますますます。。。。記録記録記録記録しておけばしておけばしておけばしておけば、、、、ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューのののの登録登録登録登録
地点地点地点地点からからからから、、、、そのそのそのその場所場所場所場所へすぐにへすぐにへすぐにへすぐに移動移動移動移動することがすることがすることがすることが可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。

①①①① 登録登録登録登録したいしたいしたいしたい場所場所場所場所をををを中心中心中心中心にしてにしてにしてにして「「「「地点登録地点登録地点登録地点登録」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 登録画面登録画面登録画面登録画面ででででアイコンアイコンアイコンアイコンとととと名前名前名前名前をををを編集編集編集編集してしてしてして、「、「、「、「登録登録登録登録」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。確確確確
認画面認画面認画面認画面でででで「「「「OKOKOKOK」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

③③③③ 登録登録登録登録がががが完了完了完了完了するとするとするとすると、、、、地図地図地図地図にににに移動移動移動移動してしてしてして、、、、アイコンアイコンアイコンアイコンとととと名前名前名前名前のののの吹吹吹吹きききき出出出出しがしがしがしが地図地図地図地図
にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

アイコンアイコンアイコンアイコンとととと吹吹吹吹きききき出出出出しししし
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ひらがなひらがなひらがなひらがな

カタカナカタカナカタカナカタカナ

アルファベットアルファベットアルファベットアルファベット

数字数字数字数字、、、、記号記号記号記号

●●●●文字種文字種文字種文字種のののの切切切切りりりり替替替替えについてえについてえについてえについて

地点登録地点登録地点登録地点登録のののの登録画面登録画面登録画面登録画面でででで「「「「文字種文字種文字種文字種」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするたびにするたびにするたびにするたびに、、、、文字種文字種文字種文字種がががが切切切切りりりり替替替替わりわりわりわり
ますますますます。。。。

※※※※登録地点登録地点登録地点登録地点のののの確認確認確認確認やややや地図地図地図地図へのへのへのへの移動移動移動移動、、、、編集編集編集編集やややや削除削除削除削除についてはについてはについてはについては、、、、ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニュー
のののの「「「「登録地点登録地点登録地点登録地点」」」」解説解説解説解説ページページページページをごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。

（（（（注注注注））））入力入力入力入力したしたしたした文字文字文字文字をををを漢字漢字漢字漢字にににに変換変換変換変換することはすることはすることはすることは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。

※※※※入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルのののの使使使使いいいい方方方方はははは「「「「入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルのののの使使使使いいいい方方方方」」」」解説解説解説解説ページページページページをごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。
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８-１３．自宅へ戻る

自宅自宅自宅自宅へへへへ戻戻戻戻るるるる機能機能機能機能についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

自宅自宅自宅自宅をををを登録登録登録登録しておくとしておくとしておくとしておくと、、、、すばやくすばやくすばやくすばやく自宅自宅自宅自宅までのまでのまでのまでのルートルートルートルート検索検索検索検索がががが行行行行えますえますえますえます。。。。自宅自宅自宅自宅のののの登録登録登録登録
方法方法方法方法はははは地点登録地点登録地点登録地点登録とととと同同同同じでじでじでじで、、、、アイコンアイコンアイコンアイコンをををを自宅用自宅用自宅用自宅用にするだけですにするだけですにするだけですにするだけです。。。。

●●●●自宅自宅自宅自宅をををを登録登録登録登録するするするする

①①①① 自宅自宅自宅自宅のののの場所場所場所場所をををを中心中心中心中心にしてにしてにしてにして「「「「地点登録地点登録地点登録地点登録」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 登録画面登録画面登録画面登録画面ででででアイコンアイコンアイコンアイコンひとつひとつひとつひとつ左左左左にににに移動移動移動移動させてさせてさせてさせて、「、「、「、「緑緑緑緑のののの屋根屋根屋根屋根のののの家家家家」」」」にににに
変変変変えますえますえますえます。。。。

登録名登録名登録名登録名がががが「「「「自宅自宅自宅自宅」」」」にににに固定固定固定固定されてされてされてされて、、、、入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルがががが無効無効無効無効になりますになりますになりますになります。。。。

③③③③「「「「登録登録登録登録」」」」ボタンボタンボタンボタンでででで確認画面確認画面確認画面確認画面をををを出出出出しししし、「、「、「、「OKOKOKOK」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
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●●●●自宅自宅自宅自宅にににに戻戻戻戻るるるる

①①①①「「「「ナビナビナビナビ用用用用パネルパネルパネルパネル」」」」のののの「「「「自宅自宅自宅自宅へへへへ戻戻戻戻るるるる」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 自宅自宅自宅自宅でででで登録登録登録登録したしたしたした場所場所場所場所がががが自動的自動的自動的自動的にににに目的地目的地目的地目的地になりになりになりになり、、、、ルートルートルートルート検索検索検索検索パネルパネルパネルパネル がががが
表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

●●●●自宅自宅自宅自宅のののの削除削除削除削除についてについてについてについて

地点登録地点登録地点登録地点登録したしたしたした自宅自宅自宅自宅をををを削除削除削除削除することはすることはすることはすることは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。別別別別のののの場所場所場所場所にににに設定設定設定設定するとするとするとすると、、、、
そちらにそちらにそちらにそちらに自宅自宅自宅自宅がががが移動移動移動移動しますしますしますします。。。。必必必必ずずずず地図上地図上地図上地図上にひとつにひとつにひとつにひとつ存在存在存在存在することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。

④④④④ 登録登録登録登録がががが完了完了完了完了するとするとするとすると、、、、地図地図地図地図にににに移動移動移動移動してしてしてして、、、、緑緑緑緑のののの屋根屋根屋根屋根のののの家家家家アイコンアイコンアイコンアイコンとととと
「「「「自宅自宅自宅自宅」」」」のののの吹吹吹吹きききき出出出出しがしがしがしが地図地図地図地図にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

アイコンアイコンアイコンアイコンとととと吹吹吹吹きききき出出出出しししし

（（（（注注注注））））自宅自宅自宅自宅がががが登録登録登録登録されていないとされていないとされていないとされていないと、、、、ルートルートルートルート
検索検索検索検索にににに失敗失敗失敗失敗しますしますしますします。。。。
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８-１４．ナビメニュー

ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューのののの機能機能機能機能についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

地図画面地図画面地図画面地図画面のののの左下左下左下左下にあるにあるにあるにある「「「「MENUMENUMENUMENU」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューになりますになりますになりますになります。。。。
またまたまたまたナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューのののの「「「「戻戻戻戻るるるる」」」」ボタンボタンボタンボタンでででで、、、、地図画面地図画面地図画面地図画面へへへへ戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

検索検索検索検索モードモードモードモード

●●●●ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニュー画面画面画面画面

●●●●ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューとととと地図画面地図画面地図画面地図画面のののの切切切切りりりり替替替替ええええ

おでかけおでかけおでかけおでかけモードモードモードモード 設定設定設定設定モードモードモードモード

「「「「検索検索検索検索モードモードモードモード」「」「」「」「おでかけおでかけおでかけおでかけモードモードモードモード」「」「」「」「設定設定設定設定モードモードモードモード」、」、」、」、タッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの操作画操作画操作画操作画
面面面面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。
「「「「音声音声音声音声ONONONON」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中のののの音声案内音声案内音声案内音声案内ののののONONONONととととOFFOFFOFFOFF
のののの切切切切りりりり替替替替ええええ、、、、横横横横のののの「＋」「－」「＋」「－」「＋」「－」「＋」「－」ををををタッチタッチタッチタッチでででで音量調整音量調整音量調整音量調整がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。

音声案内音声案内音声案内音声案内ののののON・・・・OFF

（（（（OFF時時時時 ））））

音量調整音量調整音量調整音量調整

（（（（注注注注）「）「）「）「音声音声音声音声ON」」」」のののの表示表示表示表示でででで、、、、音量音量音量音量ががががゼロゼロゼロゼロでないときにでないときにでないときにでないときに、、、、ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中のののの音声案内音声案内音声案内音声案内がががが流流流流れなれなれなれな
いときはいときはいときはいときは、、、、本体本体本体本体のののの主音量主音量主音量主音量ががががゼロゼロゼロゼロでないかごでないかごでないかごでないかご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。
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８-１５．検索モード

目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴

周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索

電話番号電話番号電話番号電話番号／／／／
マップコードマップコードマップコードマップコード検索検索検索検索

住所検索住所検索住所検索住所検索 施設検索施設検索施設検索施設検索

登録地点登録地点登録地点登録地点

検索検索検索検索モードモードモードモードのののの機能機能機能機能についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

検索検索検索検索モードモードモードモードではではではでは、、、、以下以下以下以下のののの操作操作操作操作がががが行行行行えますえますえますえます。。。。
住所住所住所住所、、、、施設施設施設施設、、、、周辺施設周辺施設周辺施設周辺施設、、、、電話番号電話番号電話番号電話番号／／／／マップコードマップコードマップコードマップコードのののの検索検索検索検索。。。。登録地点登録地点登録地点登録地点とととと目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴
のののの一覧表示一覧表示一覧表示一覧表示とととと編集編集編集編集。。。。

●●●●検索検索検索検索モードモードモードモードのののの画面画面画面画面

各各各各パネルパネルパネルパネルととととタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、操作画面操作画面操作画面操作画面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。
「「「「現在地現在地現在地現在地」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチでででで地図画面地図画面地図画面地図画面、「、「、「、「戻戻戻戻るるるる」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチででででナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューへへへへ移動移動移動移動
しますしますしますします。。。。

※※※※「「「「周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索」」」」についてはについてはについてはについては、、、、地図画面地図画面地図画面地図画面のののの「「「「周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索」」」」解説解説解説解説ページページページページ
をごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。同同同同じじじじ機能機能機能機能になりますになりますになりますになります。。。。
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８-１５-１．住所検索

例例例例としてとしてとしてとして、、、、
「「「「東京都八王子市北野町東京都八王子市北野町東京都八王子市北野町東京都八王子市北野町５９３５９３５９３５９３ーーーー１７１７１７１７」」」」をををを検索検索検索検索しますしますしますします。。。。

リストリストリストリスト移動移動移動移動

住所検索住所検索住所検索住所検索のののの方法方法方法方法についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

住所検索住所検索住所検索住所検索はははは右右右右のののの入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルををををタッチタッチタッチタッチしながらしながらしながらしながら、、、、
「「「「都道府県都道府県都道府県都道府県→→→→市区町村市区町村市区町村市区町村→→→→町丁目町丁目町丁目町丁目→→→→番地番地番地番地（（（（号号号号）」）」）」）」のののの順順順順でででで絞絞絞絞りりりり込込込込みますみますみますみます。。。。

①①①①「「「「住所検索住所検索住所検索住所検索」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、住所検索画面住所検索画面住所検索画面住所検索画面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

②②②② 都道府県都道府県都道府県都道府県のののの「「「「東京都東京都東京都東京都（（（（とうきょうととうきょうととうきょうととうきょうと）」）」）」）」をををを探探探探しますしますしますします。。。。

入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルからからからから「「「「たたたた行行行行」」」」ををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、候補候補候補候補ののののリストリストリストリストがががが表示表示表示表示されますされますされますされます。「。「。「。「リストリストリストリスト移動移動移動移動
」」」」ボタンボタンボタンボタンででででリストリストリストリストをををを移動移動移動移動してしてしてして、、、、東京都東京都東京都東京都をををを探探探探しますしますしますします。。。。見見見見つかったらつかったらつかったらつかったら、、、、それをそれをそれをそれをタッチタッチタッチタッチしますしますしますします
。。。。

③③③③ 市区町村市区町村市区町村市区町村のののの「「「「八王子市八王子市八王子市八王子市（（（（はちおうじしはちおうじしはちおうじしはちおうじし）」）」）」）」をををを探探探探しますしますしますします。。。。
入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルからからからから「「「「はははは行行行行」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして「「「「八王子市八王子市八王子市八王子市」」」」をををを探探探探しますしますしますします。。。。見見見見つかったらつかったらつかったらつかったら、、、、それそれそれそれ
ををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
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※※※※住所検索住所検索住所検索住所検索データデータデータデータはははは全全全全てをてをてをてをカバーカバーカバーカバーしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありません。。。。データデータデータデータがががが存在存在存在存在
しないしないしないしない地域地域地域地域もございますもございますもございますもございます。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは「「「「該当該当該当該当データデータデータデータはありませんはありませんはありませんはありません」」」」とととと表示表示表示表示されますされますされますされます
。。。。予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

④④④④ 町丁目町丁目町丁目町丁目のののの「「「「北野町北野町北野町北野町（（（（きたのまちきたのまちきたのまちきたのまち）」）」）」）」をををを探探探探しますしますしますします。。。。

入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルからからからから「「「「かかかか行行行行」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして「「「「北野町北野町北野町北野町」」」」をををを探探探探しますしますしますします。。。。見見見見つかったらつかったらつかったらつかったら、、、、それをそれをそれをそれをタタタタ
ッチッチッチッチしますしますしますします。。。。

住所入力住所入力住所入力住所入力のののの途中途中途中途中でもでもでもでも地図移動地図移動地図移動地図移動がががが可能可能可能可能なななな
らばらばらばらば、、、、右下右下右下右下にににに「「「「地図表示地図表示地図表示地図表示」」」」ボタンボタンボタンボタンがががが現現現現れれれれ
ますますますます。。。。
「「「「地図表示地図表示地図表示地図表示」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとそのするとそのするとそのするとその場場場場
所所所所のののの地図地図地図地図へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

⑤⑤⑤⑤ 番地番地番地番地（（（（号号号号））））のののの「「「「５９３５９３５９３５９３－－－－１７１７１７１７」」」」をををを入力入力入力入力しますしますしますします。。。。

番地番地番地番地までまでまでまで来来来来るとるとるとると入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルがががが数字数字数字数字にににに変変変変わりますのでわりますのでわりますのでわりますので、「、「、「、「５９３５９３５９３５９３ーーーー１７１７１７１７」」」」とととと順番順番順番順番ににににタッタッタッタッ
チチチチしていきますしていきますしていきますしていきます。。。。入力入力入力入力がががが終終終終わりわりわりわり、「、「、「、「地図表示地図表示地図表示地図表示ボタンボタンボタンボタン」」」」ををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、そのそのそのその住所住所住所住所のののの地地地地
図図図図へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

吹吹吹吹きききき出出出出しししし
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８-１５-２．施設検索

例例例例としてとしてとしてとして、「、「、「、「秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅」」」」をををを検索検索検索検索しますしますしますします。。。。

施設検索施設検索施設検索施設検索のののの方法方法方法方法についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

施設検索施設検索施設検索施設検索はははは最初最初最初最初ににににジャンルジャンルジャンルジャンルをををを選選選選びびびび、、、、それからそれからそれからそれから入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルででででキーワードキーワードキーワードキーワードをををを指定指定指定指定してしてしてして
検索検索検索検索しますしますしますします。。。。検索結果検索結果検索結果検索結果はははは５０５０５０５０音順音順音順音順でででで表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

①①①①「「「「施設検索施設検索施設検索施設検索」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、施設検索画面施設検索画面施設検索画面施設検索画面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

②②②② ジャンルジャンルジャンルジャンルからからからから「「「「交通機関交通機関交通機関交通機関・・・・道路施設道路施設道路施設道路施設」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、続続続続いていていていて入力入力入力入力
パネルパネルパネルパネルでででで「「「「あきはばらあきはばらあきはばらあきはばら」」」」とととと入力入力入力入力、「、「、「、「検索検索検索検索」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

③③③③ 検索結果検索結果検索結果検索結果ののののリストリストリストリストからからからから「「「「秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅」」」」をををを探探探探してしてしてしてタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、地図地図地図地図にににに移動移動移動移動しましましましま
すすすす。。。。

吹吹吹吹きききき出出出出しししし

※※※※入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルのののの使使使使いいいい方方方方はははは「「「「入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルのののの使使使使いいいい方方方方」」」」解説解説解説解説ページページページページをごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。

※※※※施設施設施設施設データデータデータデータはははは全全全全てをてをてをてをカバーカバーカバーカバーしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありません。。。。データデータデータデータがががが存在存在存在存在しないしないしないしない
こともございますこともございますこともございますこともございます。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは、「、「、「、「該当該当該当該当データデータデータデータはありませんはありませんはありませんはありません」」」」とととと表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。予予予予
めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。
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８-１５-３．電話番号マップコード検索

電話番号電話番号電話番号電話番号ととととマップコードマップコードマップコードマップコードによるによるによるによる検索検索検索検索のののの方法方法方法方法についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

電話番号電話番号電話番号電話番号ととととマップコードマップコードマップコードマップコード検索検索検索検索はははは入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルからからからから電話番号電話番号電話番号電話番号、、、、マップコードマップコードマップコードマップコードをををを入力入力入力入力しししし
てててて検索検索検索検索しますしますしますします。。。。

①①①①「「「「電話番号電話番号電話番号電話番号／／／／マップコードマップコードマップコードマップコード検索検索検索検索」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、電話番号電話番号電話番号電話番号とととと
マップコードマップコードマップコードマップコードどちらかのどちらかのどちらかのどちらかのパネルパネルパネルパネルををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

マップコードマップコードマップコードマップコード電話番号電話番号電話番号電話番号

②②②② 入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルからからからから電話番号検索電話番号検索電話番号検索電話番号検索ならならならなら電話番号電話番号電話番号電話番号をををを、、、、マップコードマップコードマップコードマップコード検索検索検索検索
ならならならならマップコードマップコードマップコードマップコードをををを入力入力入力入力してしてしてして、「、「、「、「検索検索検索検索」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

電話番号電話番号電話番号電話番号ととととマップコードマップコードマップコードマップコードどちらでもどちらでもどちらでもどちらでも入力入力入力入力するするするするデータデータデータデータがががが異異異異なるだけでなるだけでなるだけでなるだけで、、、、検索方法検索方法検索方法検索方法はははは
同同同同じですじですじですじです。。。。ここではここではここではここではマップコードマップコードマップコードマップコードのののの検索検索検索検索をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

※※※※電話番号電話番号電話番号電話番号はははは、、、、ハイフンハイフンハイフンハイフンをををを付付付付けてもけてもけてもけても付付付付けなくてもけなくてもけなくてもけなくても検索検索検索検索ができますができますができますができます。。。。

※※※※個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの観点観点観点観点からからからから、、、、個人宅個人宅個人宅個人宅のののの電話番号検索電話番号検索電話番号検索電話番号検索はははは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。
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検索結果検索結果検索結果検索結果

③③③③ 検索検索検索検索のののの結果結果結果結果、、、、該当該当該当該当するするするするデータデータデータデータがあればがあればがあればがあれば「「「「地図表示地図表示地図表示地図表示」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして地地地地
図図図図にににに移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

吹吹吹吹きききき出出出出しししし

※※※※電話番号電話番号電話番号電話番号データデータデータデータはははは全全全全てをてをてをてをカバーカバーカバーカバーしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありません。。。。データデータデータデータがががが存在存在存在存在
しないこともございますしないこともございますしないこともございますしないこともございます。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは「「「「該当該当該当該当データデータデータデータはありませんはありませんはありませんはありません」」」」 とととと表示表示表示表示されまされまされまされま
すすすす。。。。予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

マップコードマップコードマップコードマップコードはははは、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社デンソーデンソーデンソーデンソーのののの登録商標登録商標登録商標登録商標ですですですです。。。。
簡単簡単簡単簡単なななな数字数字数字数字ののののコードコードコードコードでででで、、、、緯度経度緯度経度緯度経度緯度経度をををを表現表現表現表現することがすることがすることがすることが出来出来出来出来るるるる技術技術技術技術ですですですです。。。。

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、下記下記下記下記WEBWEBWEBWEBサイトサイトサイトサイトをごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。
http://guide2.ehttp://guide2.ehttp://guide2.ehttp://guide2.e----mapcode.com/mapcode.com/mapcode.com/mapcode.com/

またまたまたまた、、、、マップコードマップコードマップコードマップコードについてのおについてのおについてのおについてのお問問問問いいいい合合合合わせにはわせにはわせにはわせには対応対応対応対応しかねますのでしかねますのでしかねますのでしかねますので、、、、
ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

●●●●マップコードマップコードマップコードマップコードにににに関関関関してしてしてして
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８-１５-４．登録地点

地図画面地図画面地図画面地図画面でででで地点登録地点登録地点登録地点登録したしたしたした内容内容内容内容をををを確認確認確認確認、、、、編集編集編集編集するするするする方法方法方法方法についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

●●●●登録地点登録地点登録地点登録地点のののの地図地図地図地図へへへへ移動移動移動移動するするするする

②②②② 目的目的目的目的のののの登録地点登録地点登録地点登録地点ののののアイコンアイコンアイコンアイコンをををを右右右右ののののパネルパネルパネルパネルからからからから選選選選びびびび、、、、タッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

①①①①「「「「登録地点登録地点登録地点登録地点」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、登録地点画面登録地点画面登録地点画面登録地点画面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

③③③③ そのそのそのそのアイコンアイコンアイコンアイコンでででで登録登録登録登録されているされているされているされている地点地点地点地点ががががリストリストリストリストにににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。そのそのそのその中中中中からからからから
目的目的目的目的のののの登録地点登録地点登録地点登録地点ををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、それがあるそれがあるそれがあるそれがある地図地図地図地図へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

アイコンアイコンアイコンアイコンとととと吹吹吹吹きききき出出出出しししし
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●●●●登録地点登録地点登録地点登録地点をををを削除削除削除削除するするするする

①①①① 削除削除削除削除したいしたいしたいしたい登録地点登録地点登録地点登録地点のののの横横横横にあるにあるにあるにある「「「「編集編集編集編集」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

②②②② 編集画面編集画面編集画面編集画面のののの左下左下左下左下にあるにあるにあるにある「「「「削除削除削除削除」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
確認画面確認画面確認画面確認画面がががが中央中央中央中央にににに現現現現れるのでれるのでれるのでれるので、「、「、「、「OKOKOKOK」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

③③③③ 登録地点画面登録地点画面登録地点画面登録地点画面にににに戻戻戻戻りりりり、、、、削除削除削除削除がががが完了完了完了完了しますしますしますします。。。。
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②②②② 編集画面編集画面編集画面編集画面のののの入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルをををを操作操作操作操作してしてしてして名前名前名前名前をををを変更変更変更変更しますしますしますします。。。。

③③③③ 変更変更変更変更がががが完了完了完了完了したらしたらしたらしたら「「「「登録登録登録登録」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
確認画面確認画面確認画面確認画面がががが中央中央中央中央にににに現現現現れるのでれるのでれるのでれるので、「、「、「、「OKOKOKOK」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

④④④④ 登録地点画面登録地点画面登録地点画面登録地点画面にににに戻戻戻戻りりりり、、、、変更変更変更変更がががが完了完了完了完了しますしますしますします。。。。

●●●●登録地点登録地点登録地点登録地点のののの名前名前名前名前をををを変更変更変更変更するするするする

①①①① 変更変更変更変更したいしたいしたいしたい登録地点登録地点登録地点登録地点のののの横横横横にあるにあるにあるにある「「「「編集編集編集編集」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

※※※※入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルのののの使使使使いいいい方方方方はははは「「「「入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルのののの使使使使いいいい方方方方」」」」解説解説解説解説ページページページページをごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。
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８-１５-５．目的地履歴

目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴はははは、、、、ルートルートルートルート検索検索検索検索でででで目的地目的地目的地目的地としてとしてとしてとして使用使用使用使用されたされたされたされた場所場所場所場所（（（（吹吹吹吹きききき出出出出しがしがしがしが表示表示表示表示されされされされ
ているているているている状態状態状態状態でででで目的地目的地目的地目的地にににに設定設定設定設定したしたしたした場所場所場所場所のみのみのみのみ））））がががが、、、、保存保存保存保存されていますされていますされていますされています。。。。

●●●●目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴からからからから地図地図地図地図へへへへ移動移動移動移動するするするする

①①①①「「「「目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、目的地履歴画面目的地履歴画面目的地履歴画面目的地履歴画面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

②②②② 目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴としてとしてとしてとして保存保存保存保存されているされているされているされているリストリストリストリストにににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
そのそのそのその中中中中からからからからタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、それがあるそれがあるそれがあるそれがある地図地図地図地図へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

吹吹吹吹きききき出出出出しししし

●●●●目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴をををを削除削除削除削除するするするする

①①①① 削除削除削除削除したいしたいしたいしたい目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴のののの横横横横にあるにあるにあるにある「「「「削除削除削除削除」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
確認画面確認画面確認画面確認画面がががが中央中央中央中央にににに現現現現れるのでれるのでれるのでれるので、「、「、「、「OKOKOKOK」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

※※※※目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴にににに保存保存保存保存されるのはされるのはされるのはされるのは、、、、検索検索検索検索などによりなどによりなどによりなどにより吹吹吹吹きききき出出出出しがしがしがしが表示表示表示表示されているされているされているされている
状態状態状態状態のののの場所場所場所場所をををを目的地目的地目的地目的地としてとしてとしてとして登録登録登録登録したものだけですしたものだけですしたものだけですしたものだけです。。。。
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８-１６．おでかけモード

おでかけおでかけおでかけおでかけモードモードモードモードのののの機能機能機能機能についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

おでかけおでかけおでかけおでかけモードモードモードモードはははは、、、、車車車車のののの運転中運転中運転中運転中によくによくによくによく立立立立ちちちち寄寄寄寄るであろうるであろうるであろうるであろうショッピングショッピングショッピングショッピング・・・・
グルメグルメグルメグルメ・・・・観光観光観光観光・・・・娯楽娯楽娯楽娯楽・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツといったといったといったといったスポットスポットスポットスポットがががが集集集集められていますめられていますめられていますめられています。。。。

例例例例としてとしてとしてとして、「、「、「、「浅草花浅草花浅草花浅草花やしきやしきやしきやしき」」」」のののの地図地図地図地図にににに移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

①①①①「「「「おおおお出出出出かけかけかけかけモードモードモードモード」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、スポットスポットスポットスポット選択画面選択画面選択画面選択画面へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

②②②② スポットスポットスポットスポット選択画面選択画面選択画面選択画面でででで「「「「観光観光観光観光・・・・娯楽娯楽娯楽娯楽」」」」をををを選選選選びびびび、、、、そのそのそのその中中中中ののののリストリストリストリストからからからから
「「「「遊園地遊園地遊園地遊園地」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

③③③③ 地域選択画面地域選択画面地域選択画面地域選択画面でででで地域地域地域地域をををを絞絞絞絞りりりり込込込込みますみますみますみます。。。。
「「「「たたたた行行行行」」」」からからからから東京東京東京東京、「、「、「、「たたたた行行行行」」」」からからからから台東区台東区台東区台東区とととと選選選選んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。

※※※※東京東京東京東京をををを選選選選ぶとぶとぶとぶと、、、、右上右上右上右上にににに「「「「確定確定確定確定」」」」ボタンボタンボタンボタンがががが現現現現れますれますれますれます。。。。このこのこのこの段階段階段階段階でででで「「「「確定確定確定確定」」」」
ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、東京東京東京東京にあるにあるにあるにある遊園地遊園地遊園地遊園地がががが検索対象検索対象検索対象検索対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。
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④④④④ 絞絞絞絞りりりり込込込込みがみがみがみが終終終終わるかわるかわるかわるか、、、、途中途中途中途中でででで「「「「確定確定確定確定」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、検索結果検索結果検索結果検索結果ののののリリリリ
ストストストストがががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

⑤⑤⑤⑤ 目的目的目的目的ののののスポットスポットスポットスポットのののの横横横横にあるにあるにあるにある「「「「詳細詳細詳細詳細」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、そのそのそのその
スポットスポットスポットスポットのののの詳細情報画面詳細情報画面詳細情報画面詳細情報画面にににに移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

⑥⑥⑥⑥ 詳細情報画面詳細情報画面詳細情報画面詳細情報画面のののの右下右下右下右下にあるにあるにあるにある「「「「地図表示地図表示地図表示地図表示」」」」ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、
そのそのそのそのスポットスポットスポットスポットのののの地図地図地図地図へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします。。。。

吹吹吹吹きききき出出出出しししし

※※※※スポットデータスポットデータスポットデータスポットデータはははは全全全全てをてをてをてをカバーカバーカバーカバーしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありません。。。。データデータデータデータがががが存在存在存在存在しししし
ないこともございますないこともございますないこともございますないこともございます。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは「「「「該当該当該当該当データデータデータデータはありませんはありませんはありませんはありません」」」」とととと表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。
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８-１７．設定

ナビナビナビナビのののの設定設定設定設定についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

●●●●設定設定設定設定モードモードモードモードのののの画面画面画面画面

各項目各項目各項目各項目でででで有効有効有効有効にしたいにしたいにしたいにしたい設定設定設定設定ををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして、、、、チェックチェックチェックチェックをををを付付付付けますけますけますけます。。。。

ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中のののの交差点拡大交差点拡大交差点拡大交差点拡大

ナビナビナビナビ走行中走行中走行中走行中にににに目的地目的地目的地目的地までまでまでまで
のののの直線直線直線直線をををを表示表示表示表示

地図地図地図地図ののののビュービュービュービュー表示表示表示表示

デイモードデイモードデイモードデイモードとととと
ナイトモードナイトモードナイトモードナイトモードのののの切替切替切替切替ええええ

デイモードデイモードデイモードデイモードとととと
ナイトモードナイトモードナイトモードナイトモードのののの
切替切替切替切替ええええ方法方法方法方法

１１１１ページページページページ

「「「「地図地図地図地図ののののビュービュービュービュー表示表示表示表示」」」」はははは、、、、地図画面地図画面地図画面地図画面でででで行行行行うううう「「「「ビュービュービュービュー変更変更変更変更」」」」とととと同同同同じですじですじですじです。。。。

※※※※昼夜自動切替昼夜自動切替昼夜自動切替昼夜自動切替はははは、、、、ナビナビナビナビであらかじめであらかじめであらかじめであらかじめ設定設定設定設定されたされたされたされた時刻時刻時刻時刻でででで切切切切りりりり替替替替わりますわりますわりますわります。。。。
またまたまたまた、、、、ナビナビナビナビ内内内内でででで表示表示表示表示されるされるされるされる時刻時刻時刻時刻はははは、、、、GPSGPSGPSGPSからからからから受信受信受信受信してしてしてして表示表示表示表示しますのでしますのでしますのでしますので、、、、時刻合時刻合時刻合時刻合

わせのわせのわせのわせの必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
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自車自車自車自車ののののETCETCETCETC使用使用使用使用のののの有無有無有無有無

２２２２ページページページページ

地図地図地図地図のののの文字文字文字文字のののの大大大大きさきさきさきさ

地図地図地図地図ののののアイコンアイコンアイコンアイコンのののの量量量量

自車自車自車自車ののののマークマークマークマーク

３３３３ページページページページ

出荷状態出荷状態出荷状態出荷状態にににに戻戻戻戻すすすす

「「「「出荷状態出荷状態出荷状態出荷状態にににに戻戻戻戻すすすす」」」」をををを行行行行うとうとうとうと、、、、登録地点登録地点登録地点登録地点やややや目的地履歴目的地履歴目的地履歴目的地履歴がががが削除削除削除削除されされされされ、、、、
おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげ時時時時のののの状態状態状態状態にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。
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８-１８．入力パネルの使い方

（（（（注注注注））））入力入力入力入力したしたしたした文字文字文字文字をををを漢字漢字漢字漢字にににに変換変換変換変換することはすることはすることはすることは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。

入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルのののの使用方法使用方法使用方法使用方法についてについてについてについて解説解説解説解説しますしますしますします。。。。

●●●●入力入力入力入力パネルパネルパネルパネル

ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューからからからから施設検索施設検索施設検索施設検索ででででキーワードキーワードキーワードキーワードをををを入力入力入力入力したりしたりしたりしたり、、、、登録地点登録地点登録地点登録地点のののの登録名登録名登録名登録名をををを編集編集編集編集
したりするしたりするしたりするしたりする場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの入力入力入力入力パネルパネルパネルパネルををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして行行行行いますいますいますいます。。。。

文字文字文字文字のののの削除削除削除削除はははは、、、、左下左下左下左下にあるにあるにあるにある黄色黄色黄色黄色のののの「「「「【【【【削除削除削除削除】】】】」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

小小小小さいさいさいさい「「「「ゅゅゅゅ」」」」はははは、「、「、「、「ゆゆゆゆ」」」」をすばやくをすばやくをすばやくをすばやく2222回回回回タッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

濁音濁音濁音濁音のののの「「「「がががが」」」」はははは、「、「、「、「かかかか」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしたしたしたした後後後後、「、「、「、「゛゙゙゙」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
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８-１９． よくある質問

Ｑ、Ｑ、Ｑ、Ｑ、現在地現在地現在地現在地がががが表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。

現在地現在地現在地現在地ははははGPSGPSGPSGPSをををを受信受信受信受信してしてしてして表示表示表示表示しますがしますがしますがしますが、、、、数分程度数分程度数分程度数分程度かかるかかるかかるかかる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。
GPSGPSGPSGPSのののの電波電波電波電波がががが上手上手上手上手くくくく受信出来受信出来受信出来受信出来ていないていないていないていない可能性可能性可能性可能性もございますのでもございますのでもございますのでもございますので、、、、衛星配置図衛星配置図衛星配置図衛星配置図
をををを確認確認確認確認してしてしてして、、、、受信状態受信状態受信状態受信状態のののの良良良良いいいい場所場所場所場所へへへへ移動移動移動移動するするするする等等等等してみてしてみてしてみてしてみて下下下下さいさいさいさい。。。。

Ｑ、Ｑ、Ｑ、Ｑ、ルートルートルートルート検索検索検索検索にににに失敗失敗失敗失敗しますしますしますします。。。。

ルートルートルートルート検索検索検索検索にににに失敗失敗失敗失敗するするするする場合場合場合場合はははは、、、、出発地出発地出発地出発地とととと目的地目的地目的地目的地をずらすをずらすをずらすをずらす等等等等してしてしてして再度再度再度再度、、、、検索検索検索検索してしてしてして
みてみてみてみて下下下下さいさいさいさい。。。。またまたまたまた、、、、実際実際実際実際ののののナビナビナビナビ走行走行走行走行ではではではでは、、、、出発地出発地出発地出発地ははははGPSGPSGPSGPSからからからから受信受信受信受信したしたしたした現在地現在地現在地現在地にににに
なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、GPSGPSGPSGPSのののの受信状態受信状態受信状態受信状態をををを確認確認確認確認してみてしてみてしてみてしてみて下下下下さいさいさいさい。。。。

Ｑ、Ｑ、Ｑ、Ｑ、ルートルートルートルート検索検索検索検索のののの結果結果結果結果がいつもがいつもがいつもがいつも通通通通っているっているっているっているルートルートルートルートとととと違違違違いますいますいますいます。。。。

ルートルートルートルートははははナビソフトナビソフトナビソフトナビソフトがががが計算計算計算計算したしたしたした結果結果結果結果をををを表示表示表示表示していますしていますしていますしています。。。。ルートルートルートルートによってはどうしてによってはどうしてによってはどうしてによってはどうして
もおもおもおもお客様客様客様客様がががが望望望望まれるまれるまれるまれる結果結果結果結果にならないにならないにならないにならない場合場合場合場合もございますもございますもございますもございます。。。。 ３３３３種類種類種類種類あるあるあるあるルートルートルートルートのののの計計計計
算方法算方法算方法算方法をををを変変変変えるえるえるえる等等等等してみてしてみてしてみてしてみて下下下下さいさいさいさい。。。。
結果結果結果結果ののののルートルートルートルートをををを変更変更変更変更するするするする事事事事はははは出来出来出来出来ませんのでませんのでませんのでませんので、、、、予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

Ｑ、Ｑ、Ｑ、Ｑ、自車自車自車自車ととととナビナビナビナビとのとのとのとの位置位置位置位置とととと進行方向進行方向進行方向進行方向がががが違違違違うときがありますうときがありますうときがありますうときがあります。。。。

GPSGPSGPSGPSののののアンテナアンテナアンテナアンテナのののの性能性能性能性能やややや受信状態受信状態受信状態受信状態によってによってによってによって、、、、位置位置位置位置にずれがにずれがにずれがにずれが生生生生じたりじたりじたりじたり、、、、進行方向進行方向進行方向進行方向
がががが安定安定安定安定しないしないしないしない場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

Ｑ、Ｑ、Ｑ、Ｑ、検索検索検索検索しようとしてもしようとしてもしようとしてもしようとしても目的目的目的目的のののの場所場所場所場所がががが出出出出てきませんてきませんてきませんてきません。。。。

検索検索検索検索ののののデータデータデータデータがががが全全全全てをてをてをてをカバーカバーカバーカバーしていませんのでしていませんのでしていませんのでしていませんので、、、、おおおお客様客様客様客様がががが探探探探しているしているしているしている目的目的目的目的のののの場場場場
所所所所がががが表示表示表示表示されないされないされないされない場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。
そのそのそのその場合場合場合場合おおおお手数手数手数手数でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、近近近近くのくのくのくの場所場所場所場所のののの地図地図地図地図をををを検索検索検索検索してからしてからしてからしてから地図上地図上地図上地図上ををををタタタタ
ッチッチッチッチしてしてしてして目的目的目的目的のののの場所場所場所場所へへへへ移動移動移動移動するするするする等等等等してしてしてして下下下下さいますようおさいますようおさいますようおさいますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

Ｑ、Ｑ、Ｑ、Ｑ、音声音声音声音声がががが流流流流れませんれませんれませんれません。。。。

ナビメニューナビメニューナビメニューナビメニューのののの左下左下左下左下がががが「「「「音声音声音声音声ONONONON」」」」のののの表示表示表示表示ででででボリュームボリュームボリュームボリュームががががゼロゼロゼロゼロでないこととでないこととでないこととでないことと、、、、本体本体本体本体
のののの音声音声音声音声ががががミュートミュートミュートミュート状態状態状態状態（（（（無音無音無音無音））））になっていないかになっていないかになっていないかになっていないか、、、、このふたつをこのふたつをこのふたつをこのふたつを確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
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都道府県庁

市役所

町村役場

警察署

官公署

裁判所

税務署

森林管理署

気象台

駐在所・交番

消防署

保健所

郵便局

自衛隊

大使館

小中学校

高等学校

大学・高専・短大

幼稚園

図書館

教習所

病院

ＮＴＴ

銀行

りそな銀行

みずほ銀行

三井住友銀行

三菱東京UFJ銀行

会社

工場

発電所等

煙突

電波塔

油井・ガス井

坑口

高塔

神社

寺院

記念碑

城跡

史跡・名勝・天然

キリスト教会

花の名所（春）

花の名所（夏）

花の名所（秋）

花の名所（冬）

噴火口・噴気口

山

島

ホテル・旅館

温泉

デパート

スーパー

コンビニ

ローソン

ファミリーマート

セブンイレブン

サンクス

デイリーヤマザキ

スパー

サークルK

ampm

スリーエフ

ミニストップ

ココストア

店・ショップ

美術館・博物館

海水浴場

ゴルフ場

公園

レジャーランド

レジャー施設

動物園

植物園

水族館

遊園地

陸上競技場

野球場

スキー場

キャンプ場

緑地

運動施設

公民館・公会堂

遊技場

８-２０-１． 施設アイコンの凡例
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サーキット

レストラン

スカイラーク

デニーズ

ロイヤルホスト

フォルクス

吉野屋

リンガーハット

ガスト

CASA

ジョナサン

あさくま

藍屋

夢庵

王将

さと

COCO'S

びっくりドンキー

レッドロブスター

安楽亭

とんでん

バーミヤン

ファーストフード

マクドナルド

モスバーガー

ケンタッキー

ミスタードーナツ

ロッテリア

８-２０-２． 施設アイコンの凡例

31アイスクリーム

ファーストキッチン

サブウェイ

ハーゲンダッツ

IC

トンネル

JCT

SA

PA

駐車場

エッソ

ENEOS

JOMO

コスモ石油

Mobil

出光

シェル

キグナス

ゼネラル

GS

レンタカー

駅

空港

灯台

重要港

地方港

漁港

フェリー発着所

カーディーラー

住居

オービス

施設

その他

施設施設施設施設アイコンアイコンアイコンアイコンはははは、、、、
予告無予告無予告無予告無くくくく追加追加追加追加やややや修正修正修正修正がががが
行行行行われるわれるわれるわれる事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。
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８-２１． 制限事項

本製品本製品本製品本製品にはにはにはには、、、、以下以下以下以下のののの制限事項制限事項制限事項制限事項がありますがありますがありますがあります。。。。本製品本製品本製品本製品にはにはにはには、、、、以下以下以下以下のののの制限事項制限事項制限事項制限事項がありますがありますがありますがあります。。。。

①①①①本製品本製品本製品本製品はははは、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳのののの測位測位測位測位によりによりによりによりナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションをををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。
従従従従ってってってって、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳのののの測位測位測位測位がががが出来出来出来出来ないないないない場所場所場所場所（（（（室内室内室内室内やややや電波電波電波電波のののの入入入入りずらいりずらいりずらいりずらい
屋外等屋外等屋外等屋外等））））ではではではでは利用利用利用利用できませんできませんできませんできません。。。。

②②②②ＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳのののの受信状況受信状況受信状況受信状況によりによりによりにより車両車両車両車両のののの位置位置位置位置がががが地図地図地図地図にににに描描描描かれたかれたかれたかれた道路上道路上道路上道路上にににに正正正正
しくのらないしくのらないしくのらないしくのらない場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

③③③③特特特特ににににルートルートルートルートをををを設定設定設定設定しないしないしないしないフリーフリーフリーフリー走行走行走行走行のののの場合場合場合場合、、、、道路道路道路道路からはみだしたからはみだしたからはみだしたからはみだした
りりりり、、、、実際実際実際実際とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる道路上道路上道路上道路上をををを走行走行走行走行するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

④④④④ルートルートルートルート案内案内案内案内はははは、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも目安目安目安目安でありでありでありであり、、、、曜日曜日曜日曜日、、、、時間時間時間時間、、、、車種別車種別車種別車種別などなどなどなど
のののの交通規制交通規制交通規制交通規制はははは考慮考慮考慮考慮されていませんされていませんされていませんされていません。。。。

⑤⑤⑤⑤目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでの距離距離距離距離、、、、所要時間所要時間所要時間所要時間、、、、到着予定時刻到着予定時刻到着予定時刻到着予定時刻はははは、、、、あくまであくまであくまであくまで目安目安目安目安とととと
してごしてごしてごしてご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。

⑥⑥⑥⑥フェリーフェリーフェリーフェリーをををを使使使使ったったったったルートルートルートルート案内案内案内案内はははは行行行行っていませんっていませんっていませんっていません。。。。

⑦⑦⑦⑦道路幅道路幅道路幅道路幅5.5ｍｍｍｍ以下以下以下以下のののの細街路細街路細街路細街路はははは、、、、ルートルートルートルート検索検索検索検索のののの対象外対象外対象外対象外となりますとなりますとなりますとなります。。。。

⑧⑧⑧⑧自動自動自動自動リルートリルートリルートリルートはははは、、、、車車車車のののの場合場合場合場合ルートルートルートルート線線線線よりよりよりより80m以上離以上離以上離以上離れたれたれたれた場合場合場合場合、、、、開開開開
始始始始されますがされますがされますがされますが、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳ、ＧＰＳのののの誤差等誤差等誤差等誤差等によりによりによりにより起動起動起動起動されるされるされるされる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。 徒歩徒歩徒歩徒歩のののの

自動自動自動自動リルートリルートリルートリルートはははは、、、、行行行行いませんいませんいませんいません。。。。

⑨⑨⑨⑨有料道路回避有料道路回避有料道路回避有料道路回避のののの設定設定設定設定をしていてもをしていてもをしていてもをしていても、、、、ナビナビナビナビ走行時走行時走行時走行時、、、、出発地出発地出発地出発地からからからから目的地目的地目的地目的地 まままま
でのでのでのでの距離距離距離距離がががが直線距離直線距離直線距離直線距離でででで300Km以上以上以上以上のののの場合場合場合場合、、、、有料道路回避有料道路回避有料道路回避有料道路回避のののの設定設定設定設定がががが 無視無視無視無視
されることがありますされることがありますされることがありますされることがあります。。。。

⑩⑩⑩⑩本機本機本機本機ののののルートルートルートルート案内案内案内案内はははは、、、、時間規制表示等時間規制表示等時間規制表示等時間規制表示等のののの交通交通交通交通ルールルールルールルールがががが定定定定められてめられてめられてめられて
いるいるいるいる場所場所場所場所においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのそのそのその交通交通交通交通ルールルールルールルール表示表示表示表示にににに従従従従ってってってって走行走行走行走行してくだしてくだしてくだしてくだ
さいさいさいさい。。。。
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9. ワンセグワンセグワンセグワンセグTV

9-1. ワンセグワンセグワンセグワンセグTV(操作画面操作画面操作画面操作画面)

アンテナアンテナアンテナアンテナ（（（（5555ページページページページのののの⑨⑨⑨⑨アンテナアンテナアンテナアンテナ））））をををを引伸引伸引伸引伸ばしてくださいばしてくださいばしてくださいばしてください。。。。
またまたまたまた、、、、アンテナアンテナアンテナアンテナのののの角度角度角度角度をををを動動動動かしてかしてかしてかして受信状態受信状態受信状態受信状態のののの良良良良いいいい位置位置位置位置ににににセットセットセットセットしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
メインメニューメインメニューメインメニューメインメニューからからからから「「「「ワンセグワンセグワンセグワンセグTVTVTVTV」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

「「「「続続続続くくくく」」」」をををを押押押押しますしますしますします。。。。元元元元のののの画面画面画面画面（（（（メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー））））にににに戻戻戻戻るときはるときはるときはるときは、、、、
「「「「キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル」」」」ををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

「「「「続続続続くくくく」」」」をををを押押押押すとすとすとすとワンセグワンセグワンセグワンセグ操作画面操作画面操作画面操作画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
ワンセグワンセグワンセグワンセグのののの操作操作操作操作メニューメニューメニューメニューをををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。
メニューメニューメニューメニューのののの中中中中からからからから実行実行実行実行したいしたいしたいしたいアイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして各操作各操作各操作各操作をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

設定設定設定設定

EPG

音量音量音量音量+

音量音量音量音量-

消音消音消音消音

前前前前ののののチャンネルチャンネルチャンネルチャンネル

次次次次ののののチャンネルチャンネルチャンネルチャンネル

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

本製品本製品本製品本製品はははは””””カメラカメラカメラカメラ””””機能機能機能機能はございませんはございませんはございませんはございません。。。。
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9-2. ワンセグワンセグワンセグワンセグTV(チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル)

戻戻戻戻るるるる

ワンセグワンセグワンセグワンセグ操作画面操作画面操作画面操作画面からからからから「「「「設定設定設定設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると設定画面設定画面設定画面設定画面がががが表示表示表示表示
されますされますされますされます。「。「。「。「チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル」」」」をををを選択選択選択選択しししし、、、、チャンネルリストチャンネルリストチャンネルリストチャンネルリストがががが表示表示表示表示されますされますされますされます、、、、
みたいみたいみたいみたい番組番組番組番組をををを選択選択選択選択しますしますしますします。。。。

チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル
リストリストリストリスト

選択選択選択選択されたされたされたされた
リストリストリストリストををををキャキャキャキャ
ンセルンセルンセルンセルしましましましま
すすすす

選択選択選択選択されたされたされたされた
リストリストリストリストをををを適用適用適用適用
しますしますしますします

受信受信受信受信するするするするエリアエリアエリアエリア
をををを選択選択選択選択しますしますしますします。。。。

チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル
をををを自動検索自動検索自動検索自動検索
しますしますしますします。。。。

■■■■はじめてはじめてはじめてはじめてテレビテレビテレビテレビ（（（（ワンワンワンワン セグセグセグセグTVTVTVTV））））をををを利用利用利用利用されるときされるときされるときされるとき
はじめてはじめてはじめてはじめてテレビテレビテレビテレビ（（（（ワンセグワンセグワンセグワンセグ））））をををを利用利用利用利用されるときされるときされるときされるとき、、、、スキャンボタンスキャンボタンスキャンボタンスキャンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてしてスキャンスキャンスキャンスキャンをををを開開開開
始始始始ししししおおおお近近近近くのくのくのくの受信可能受信可能受信可能受信可能なななな放送局放送局放送局放送局をををを検索検索検索検索してしてしてしてくださいくださいくださいください。。。。検索後適用検索後適用検索後適用検索後適用ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してくださしてくださしてくださしてくださ
いいいい。。。。またまたまたまた、、、、移動等移動等移動等移動等でででで視聴視聴視聴視聴エリアエリアエリアエリアがががが変変変変わったわったわったわった場合場合場合場合もももも同様同様同様同様ににににスキャンスキャンスキャンスキャンをををを開始開始開始開始してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
スキャンスキャンスキャンスキャンをするをするをするをする際際際際はははは、、、、受信環境受信環境受信環境受信環境のののの良良良良いところでしばらくいところでしばらくいところでしばらくいところでしばらく静止静止静止静止してしてしてして放送局放送局放送局放送局をををを検索検索検索検索してくださしてくださしてくださしてくださ
いいいい。。。。

9-3. ワンセグワンセグワンセグワンセグTV(言語言語言語言語、、、、音声音声音声音声、、、、字幕字幕字幕字幕のののの設定設定設定設定)

ワンセグワンセグワンセグワンセグ操作画面操作画面操作画面操作画面からからからから「「「「設定設定設定設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると設定画面設定画面設定画面設定画面がががが表示表示表示表示
されますされますされますされます。「。「。「。「基本設定基本設定基本設定基本設定」」」」をををを選択選択選択選択しししし、、、、言語言語言語言語、、、、音声音声音声音声、、、、字幕字幕字幕字幕のののの設定設定設定設定ができますができますができますができます。。。。

戻戻戻戻るるるる

音声音声音声音声スイッチスイッチスイッチスイッチ

設定設定設定設定ををををキャンキャンキャンキャン
セルセルセルセルしますしますしますします

設定設定設定設定をををを
用用用用しますしますしますします

言語設定言語設定言語設定言語設定

音声設定音声設定音声設定音声設定

字幕設定字幕設定字幕設定字幕設定
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9-4. ワンセグワンセグワンセグワンセグTV(ビデオビデオビデオビデオ)

9-5. ワンセグワンセグワンセグワンセグTV(バージョンバージョンバージョンバージョン情報情報情報情報)

戻戻戻戻るるるる

ワンセグワンセグワンセグワンセグ操作画面操作画面操作画面操作画面からからからから「「「「設定設定設定設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると設定画面設定画面設定画面設定画面がががが表示表示表示表示
されますされますされますされます。「。「。「。「ビデオビデオビデオビデオ」」」」をををを選択選択選択選択しししし、、、、ビデオビデオビデオビデオのののの設定設定設定設定ができますができますができますができます。。。。

戻戻戻戻るるるる

ワンセグワンセグワンセグワンセグ操作画面操作画面操作画面操作画面からからからから「「「「設定設定設定設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると設定画面設定画面設定画面設定画面がががが表示表示表示表示
されますされますされますされます。「。「。「。「情報情報情報情報」」」」をををを選択選択選択選択しししし、、、、バージョンバージョンバージョンバージョン情報情報情報情報がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
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9-6. ワンセグワンセグワンセグワンセグTV(EPG番組表番組表番組表番組表)

ワンセグワンセグワンセグワンセグ操作画面操作画面操作画面操作画面からからからから「「「「EPG」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとするとEPGメニューメニューメニューメニューがががが表示表示表示表示
されますされますされますされます。。。。

戻戻戻戻るるるる

チャンネルリストチャンネルリストチャンネルリストチャンネルリスト

番組名番組名番組名番組名

選択中選択中選択中選択中
のののの番組番組番組番組

日付日付日付日付

番組情報番組情報番組情報番組情報

おおおお好好好好みみみみチャンネルチャンネルチャンネルチャンネル削除削除削除削除

おおおお好好好好みみみみチャンネルチャンネルチャンネルチャンネル追加追加追加追加

おおおお好好好好みみみみチャンネルリストチャンネルリストチャンネルリストチャンネルリスト

番組名番組名番組名番組名:番組名番組名番組名番組名がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
選択中選択中選択中選択中のののの番組番組番組番組:［ｉ］［ｉ］［ｉ］［ｉ］ををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると番組情報番組情報番組情報番組情報がががが
表示表示表示表示されされされされ、、、、右下右下右下右下のののの戻戻戻戻るるるるボタンボタンボタンボタンでででで戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

チャンネルリストチャンネルリストチャンネルリストチャンネルリストををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると右右右右のののの放送局放送局放送局放送局がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
おおおお好好好好みのみのみのみのチャンネルチャンネルチャンネルチャンネルをををを集集集集めたいときはめたいときはめたいときはめたいときは☆☆☆☆ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして
♡♡♡♡ボタンボタンボタンボタンををををタッチタッチタッチタッチするとおするとおするとおするとお好好好好みのみのみのみのチャンネルチャンネルチャンネルチャンネルのみのみのみのみ表記表記表記表記されますされますされますされます。。。。
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10. メディアメディアメディアメディア

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニューからからからから「「「「メディアメディアメディアメディア」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとするとメディアメディアメディアメディア画面画面画面画面がががが表示表示表示表示
されますされますされますされます。。。。
元元元元のののの画面画面画面画面（（（（メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー））））にににに戻戻戻戻るときはるときはるときはるときは、、、、 ののののアイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

音楽、ビデオ、フォトアルバムの再生可能な条件：

再生可能再生可能再生可能再生可能
データフォーマットデータフォーマットデータフォーマットデータフォーマット

ビットレートビットレートビットレートビットレート

（（（（kb/s)kb/s)kb/s)kb/s)

解像度 フレーム

レート

音楽 MP3 320kbps / /

WMA 320kbps / /

ビデオ MPG 1.4Mbps upto 1024x576 40fps

AVI 199kbps upto 656x272 33fps

WMV 700kbps upto 640x480 30fps

ASF 677kbps upto 1024x672 31fps

フォトアル
バム

JPG 、BMP 、GIF / 1024x768 /
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10-1. 音楽音楽音楽音楽プレーヤープレーヤープレーヤープレーヤー

2.2.2.2. 操作画面操作画面操作画面操作画面でででで曲曲曲曲のののの再生再生再生再生のののの操作操作操作操作をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
※※※※おおおお好好好好みのみのみのみの曲曲曲曲ををををダブルタッチダブルタッチダブルタッチダブルタッチするとするとするとすると音楽再生音楽再生音楽再生音楽再生のののの画面画面画面画面にににに移移移移りますりますりますります。。。。

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

ーーーー時停止時停止時停止時停止
/再生再生再生再生

停止停止停止停止

次次次次のののの曲曲曲曲へへへへ前前前前のののの曲曲曲曲へへへへ

1.1.1.1. メディアメニューメディアメニューメディアメニューメディアメニューからからからから「「「「音楽音楽音楽音楽」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
MP3MP3MP3MP3ややややWMAWMAWMAWMA形式形式形式形式のののの音楽再生音楽再生音楽再生音楽再生ができますができますができますができます。。。。

※※※※おおおお好好好好みのみのみのみの曲曲曲曲ををををダブルタッチダブルタッチダブルタッチダブルタッチするとするとするとすると音楽再生音楽再生音楽再生音楽再生のののの画面画面画面画面にににに移移移移りますりますりますります。。。。

ファイルファイルファイルファイル検索検索検索検索

音量音量音量音量

戻戻戻戻るるるる

ファイルファイルファイルファイル選択選択選択選択

ミュミュミュミュ一一一一トトトト シャッフルシャッフルシャッフルシャッフル表示表示表示表示

繰繰繰繰りりりり返返返返しししし
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1.1.1.1. メディアメニューメディアメニューメディアメニューメディアメニューからからからから「「「「ビデオビデオビデオビデオ」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとするとビデオビデオビデオビデオ操作画面操作画面操作画面操作画面がががが
表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

※※※※おおおお好好好好みのみのみのみの動画動画動画動画ををををダブルタッチダブルタッチダブルタッチダブルタッチするとするとするとすると動画再生動画再生動画再生動画再生のののの画面画面画面画面にににに移移移移りますりますりますります。。。。

10-2. ビデオビデオビデオビデオ

ーーーー時停止時停止時停止時停止/再生再生再生再生

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

前前前前のののの動画動画動画動画へへへへ

次次次次のののの動画動画動画動画へへへへ

2.2.2.2. 操作画面操作画面操作画面操作画面ででででビデオビデオビデオビデオのののの再生再生再生再生のののの操作操作操作操作をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

全画面全画面全画面全画面

停止停止停止停止

音量音量音量音量

ファイルファイルファイルファイル検索検索検索検索 ファイルファイルファイルファイル選択選択選択選択

戻戻戻戻るるるる

ミュミュミュミュ一一一一トトトト

※※※※本機本機本機本機でででで再生出来再生出来再生出来再生出来るるるる動画動画動画動画ののののサイズサイズサイズサイズはははは標準画質標準画質標準画質標準画質（（（（SDSDSDSD））））までですまでですまでですまでです。。。。高画質高画質高画質高画質（（（（HDHDHDHD））））にはにはにはには対応対応対応対応しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。
※※※※動画動画動画動画データデータデータデータによってはによってはによってはによっては本機本機本機本機でででで再生出来再生出来再生出来再生出来ないものもありますないものもありますないものもありますないものもあります。。。。予予予予めにごめにごめにごめにご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。
※※※※メディアメディアメディアメディア（（（（音楽音楽音楽音楽、、、、ビデオビデオビデオビデオ、、、、フォトアルバフォトアルバフォトアルバフォトアルバ ムムムム））））をををを使用使用使用使用するするするする際際際際、、、、付属地図用付属地図用付属地図用付属地図用マイクロマイクロマイクロマイクロSDSDSDSDカードカードカードカードをはずしをはずしをはずしをはずし、、、、
別別別別ののののマイクロマイクロマイクロマイクロSDSDSDSDカードカードカードカードでででで使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

-58-



1.1.1.1. メディアメニューメディアメニューメディアメニューメディアメニューからからからから「「「「フォトアルバムフォトアルバムフォトアルバムフォトアルバム」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
JPGJPGJPGJPG形式形式形式形式のののの写真写真写真写真がががが表示表示表示表示できますできますできますできます。。。。

2.2.2.2. 操作画面操作画面操作画面操作画面ででででフォトアルバムフォトアルバムフォトアルバムフォトアルバムのののの操作操作操作操作をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
※※※※全画面表示全画面表示全画面表示全画面表示ををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると選選選選ばれているばれているばれているばれている写真写真写真写真がががが全画面表示全画面表示全画面表示全画面表示されますされますされますされます。。。。
またまたまたまた、、、、全画面表示全画面表示全画面表示全画面表示しているときしているときしているときしているとき、、、、画面画面画面画面ををををダブルタッチダブルタッチダブルタッチダブルタッチするとするとするとすると操作画面操作画面操作画面操作画面にににに
戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

10-3. フォトアルバムフォトアルバムフォトアルバムフォトアルバム

前前前前にににに戻戻戻戻るるるる

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

全画面全画面全画面全画面
表示表示表示表示

角度角度角度角度
調整調整調整調整

自動自動自動自動/手動手動手動手動

戻戻戻戻るるるる

次次次次にににに進進進進むむむむ 拡大拡大拡大拡大

縮小縮小縮小縮小

ファイルファイルファイルファイル検索検索検索検索 ファイルファイルファイルファイル選択選択選択選択

比率比率比率比率

※※※※おおおお好好好好みのみのみのみの写真写真写真写真ををををダブルタッチダブルタッチダブルタッチダブルタッチするとするとするとすると写真再生写真再生写真再生写真再生のののの画面画面画面画面にににに移移移移りますりますりますります。。。。
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11. システムシステムシステムシステム設定設定設定設定

次次次次のののの設定設定設定設定
アイコンアイコンアイコンアイコンへへへへ

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

メインメメインメメインメメインメ二二二二ューューューューからからからから「「「「設定設定設定設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチしますしますしますします。。。。
各各各各メメメメ二二二二ューューューューののののアイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチしてしてしてして各種各種各種各種のののの設定設定設定設定しますしますしますします。。。。

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

前前前前のののの設定設定設定設定
アイコンアイコンアイコンアイコンへへへへ
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設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「言語設定言語設定言語設定言語設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、言語設定画面言語設定画面言語設定画面言語設定画面がががが
表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。言語言語言語言語のののの切切切切りりりり換換換換えができますえができますえができますえができます。。。。
※※※※ナビナビナビナビののののメニューメニューメニューメニューはははは日本語日本語日本語日本語のみですのみですのみですのみです。。。。

設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「バックライトバックライトバックライトバックライト設定設定設定設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、バックライトバックライトバックライトバックライト設定設定設定設定
画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
バックライトバックライトバックライトバックライトのののの明明明明るさとるさとるさとるさとスクリーンセーバースクリーンセーバースクリーンセーバースクリーンセーバーのののの調整調整調整調整をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

11-1. 言語設定言語設定言語設定言語設定

11-2. バックライトバックライトバックライトバックライト設定設定設定設定

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる
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設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「サウンドサウンドサウンドサウンド設定設定設定設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、起動時起動時起動時起動時のののの
サウンドサウンドサウンドサウンド設定画面設定画面設定画面設定画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます 。。。。タッチタッチタッチタッチ音音音音のののの設定設定設定設定ができますができますができますができます。。。。

11-3. パワーパワーパワーパワー管理管理管理管理

11-4. サウンドサウンドサウンドサウンド設定設定設定設定

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる

設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「パワーパワーパワーパワー管理管理管理管理」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、パワーパワーパワーパワー管理設定管理設定管理設定管理設定
画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
電池電池電池電池のののの残量残量残量残量をををを表示表示表示表示しししし、、、、オートスリープオートスリープオートスリープオートスリープのののの設定設定設定設定ができますができますができますができます。。。。

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる
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設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「システムリソースシステムリソースシステムリソースシステムリソース」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、システムシステムシステムシステム
リソースリソースリソースリソース画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。システムリソースシステムリソースシステムリソースシステムリソースのののの確認確認確認確認ができますができますができますができます。。。。

11-5. 時間設定時間設定時間設定時間設定

11-6. システムリソースシステムリソースシステムリソースシステムリソース

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる

設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「時間設定時間設定時間設定時間設定」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、時間設定時間設定時間設定時間設定
画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
日付日付日付日付、、、、時間時間時間時間、、、、時間時間時間時間ゾーンゾーンゾーンゾーンのののの設定設定設定設定ができますができますができますができます。。。。

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる
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ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション管理機能管理機能管理機能管理機能はははは、、、、本機本機本機本機ではではではではMicroSDMicroSDMicroSDMicroSD力力力力ードードードードでででで管理管理管理管理するためするためするためするため
使用致使用致使用致使用致しませんしませんしませんしません。。。。

11-7. ポイントポイントポイントポイント補正補正補正補正

11-8. GPS経路経路経路経路

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニューからからからから「「「「設定設定設定設定」」」」→「「「「ポイントポイントポイントポイント補正補正補正補正」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとするとポイントポイントポイントポイント補正画面補正画面補正画面補正画面
がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネルのののの座標位置座標位置座標位置座標位置のののの補正補正補正補正をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

①①①①画面画面画面画面のののの中央中央中央中央にあるにあるにあるにある「＋」「＋」「＋」「＋」のののの中心中心中心中心ををををスタイラスペンスタイラスペンスタイラスペンスタイラスペンなどでなどでなどでなどでタッチタッチタッチタッチしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。そのそのそのその際際際際「「「「
＋」＋」＋」＋」がががが動動動動くまでくまでくまでくまでタッチタッチタッチタッチしししし続続続続けてくださいけてくださいけてくださいけてください。「＋」。「＋」。「＋」。「＋」がががが左上左上左上左上にににに移動移動移動移動しますしますしますします。。。。移動移動移動移動したらしたらしたらしたらタッチタッチタッチタッチをををを
離離離離してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
②②②②次次次次にににに左上左上左上左上にににに移動移動移動移動したしたしたした「＋」「＋」「＋」「＋」のののの中心中心中心中心ををををタッチタッチタッチタッチしししし続続続続けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。左下左下左下左下にににに移動移動移動移動したらしたらしたらしたらタッタッタッタッ
チチチチをををを離離離離してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
③③③③同様同様同様同様にににに続続続続けてくださいけてくださいけてくださいけてください。「＋」。「＋」。「＋」。「＋」はははは
中央中央中央中央→左上左上左上左上→左下左下左下左下→右下右下右下右下→右上右上右上右上
のののの順順順順でででで移動移動移動移動しししし終了終了終了終了しますしますしますします。。。。

※※※※このこのこのこの画面画面画面画面がががが出出出出たたたた時時時時はははは、、、、上記操作上記操作上記操作上記操作をををを
行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

「＋」を長押しします。
移動したら次の「＋」を
再度長押しします。

＋＋＋＋

＋＋＋＋ ＋＋＋＋

＋＋＋＋
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11-9. USB設置設置設置設置

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる

設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「USB設置設置設置設置」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、USB設置設置設置設置
画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。USBUSBUSBUSB接続設定接続設定接続設定接続設定をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
※※※※USBメモリーチェックメモリーチェックメモリーチェックメモリーチェック状態状態状態状態でごでごでごでご使用使用使用使用くださいくださいくださいください。。。。

(注意注意注意注意) ＭＳＭＳＭＳＭＳ AｃｃｃｃtiveSyncはははは使用致使用致使用致使用致しませんのでしませんのでしませんのでしませんのでチェックチェックチェックチェックしないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。

11111111----10.10.10.10. FMFMFMFMトランスミッタートランスミッタートランスミッタートランスミッター

設定メニューから「FMトランスミッター」アイコンをタッチすると、FMトランスミッタ
ー画面が表示されます。FM ON、FM OFFをタッチするにより、FMトランスミッ
ターはON/OFFの操作ができます。 でFMの周波数の調整ができます。
お車のＦＭラジオの周波数と合わせることによりFMラジオから音を聞くことがで
きます。お選びになる周波数はＦＭ放送局とずらして設定してください。（お車の
ＦＭラジオの周波数の設定についてはお車のＦＭラジオの取扱説明書をお読み
ください。）

※FM ON時、製品本体のスピーカーからの音はでません。本体から音声をお聞きになる場
合は、必ずＦＭ ＯＦＦにしてください。
※ＦMトランスミッターの周波数帯域とお車のＦＭラジオの周波数帯域の共通の周波数範囲
で周波数をお選びください。

ＦＭラジオからお聞
きになる場合

製品本体からお聞
きになる場合

-65-



11-11.  GPS情報情報情報情報

設定設定設定設定メニューメニューメニューメニューからからからから「「「「 GPS情報情報情報情報」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンををををタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると、、、、GPS情報画面情報画面情報画面情報画面がががが
表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

終了終了終了終了してしてしてして
戻戻戻戻るるるる

ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションとはとはとはとは、、、、4個以上個以上個以上個以上ののののGPS衛星衛星衛星衛星からのからのからのからの電波電波電波電波をををを受信受信受信受信してしてしてして現在現在現在現在
地地地地をををを測位測位測位測位しししし、、、、地図上地図上地図上地図上にににに目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでの距離距離距離距離やややや時間時間時間時間やややや方向方向方向方向をををを表示表示表示表示してしてしてして案案案案
内内内内するするするする機能機能機能機能ですですですです。。。。
GPS衛星衛星衛星衛星がががが受信受信受信受信できているかできているかできているかできているか確認確認確認確認するためにこのするためにこのするためにこのするためにこの機能機能機能機能をををを使使使使いいいい、、、、GPS

衛星衛星衛星衛星のののの情報情報情報情報をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

GPS情報情報情報情報ををををリセットリセットリセットリセットしますしますしますします。。。。

【【【【注意注意注意注意】】】】

①①①①GPSはははは、、、、出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ衛星衛星衛星衛星からからからから垂直垂直垂直垂直にににに電波電波電波電波をををを受受受受けやすいようにけやすいようにけやすいようにけやすいように
セットセットセットセットしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

②②②②測位測位測位測位するするするする場所場所場所場所はははは、、、、衛星衛星衛星衛星からのからのからのからの電波電波電波電波をさえぎるようなをさえぎるようなをさえぎるようなをさえぎるような高高高高いいいい建物建物建物建物やややや
木木木木々々々々などがなくなどがなくなどがなくなどがなく上空上空上空上空のののの視界視界視界視界がががが開開開開けたけたけたけた、、、、見晴見晴見晴見晴らしのらしのらしのらしの良良良良いところでいところでいところでいところで
行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

③③③③初初初初めてめてめてめて測位測位測位測位するときやするときやするときやするときや前回測位前回測位前回測位前回測位したしたしたした場所場所場所場所からからからから300km以上離以上離以上離以上離れてれてれてれて
いるいるいるいる場合場合場合場合はははは、、、、コールドスタートコールドスタートコールドスタートコールドスタートとなりとなりとなりとなり数十数十数十数十分時間分時間分時間分時間がかかるがかかるがかかるがかかる場合場合場合場合がががが
ありますありますありますあります。。。。（（（（一度受信一度受信一度受信一度受信しましたらそのしましたらそのしましたらそのしましたらその後後後後ははははウォームスタートウォームスタートウォームスタートウォームスタートとなりとなりとなりとなり
受信受信受信受信はははは速速速速くなりますくなりますくなりますくなります））））
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12. ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア仕様仕様仕様仕様

シンプルナビソフトシンプルナビソフトシンプルナビソフトシンプルナビソフト仕様仕様仕様仕様

地図部門地図部門地図部門地図部門 全国道路地図全国道路地図全国道路地図全国道路地図 最新全国拡張道路地図搭載最新全国拡張道路地図搭載最新全国拡張道路地図搭載最新全国拡張道路地図搭載

昼夜画面切昼夜画面切昼夜画面切昼夜画面切りりりり替替替替ええええ ○○○○（（（（昼昼昼昼：：：：夜手動夜手動夜手動夜手動/自動切替自動切替自動切替自動切替））））

縮尺切縮尺切縮尺切縮尺切りりりり替替替替ええええ ○○○○１２１２１２１２段階段階段階段階（（（（２５２５２５２５ｍ～ｍ～ｍ～ｍ～１００１００１００１００Ｋｍ）Ｋｍ）Ｋｍ）Ｋｍ）

ルートガイドルートガイドルートガイドルートガイド
部門部門部門部門

ルートルートルートルート検索機能検索機能検索機能検索機能 おすすめおすすめおすすめおすすめ・・・・高速道路優先高速道路優先高速道路優先高速道路優先・・・・一般道路優先一般道路優先一般道路優先一般道路優先・・・・距離優先各選択可能距離優先各選択可能距離優先各選択可能距離優先各選択可能

オートリルートオートリルートオートリルートオートリルート ○○○○

手動手動手動手動リルートリルートリルートリルート機能機能機能機能 ○○○○

スカイモードスカイモードスカイモードスカイモード ○○○○（（（（４４４４モードモードモードモード））））

右左折案内右左折案内右左折案内右左折案内 ○○○○（（（（２２２２画面表示画面表示画面表示画面表示・・・・音声音声音声音声））））

到着予想時刻表示到着予想時刻表示到着予想時刻表示到着予想時刻表示 ○○○○

目的地目的地目的地目的地までのまでのまでのまでの距離表示距離表示距離表示距離表示 ○○○○

オービスオービスオービスオービス情報情報情報情報 ○○○○（（（（音声警告音声警告音声警告音声警告・・・・位置文字表示位置文字表示位置文字表示位置文字表示））））

高速道路表示高速道路表示高速道路表示高速道路表示 ○○○○（（（（前後前後前後前後ＩＣＩＣＩＣＩＣ表示表示表示表示・・・・スクロールスクロールスクロールスクロール機能付機能付機能付機能付きききき））））

地図表記地図表記地図表記地図表記 日本語日本語日本語日本語

検索機能検索機能検索機能検索機能
部門部門部門部門

電話番号検索電話番号検索電話番号検索電話番号検索 １０００１０００１０００１０００万件以上万件以上万件以上万件以上（（（（企業企業企業企業））））

住所検索住所検索住所検索住所検索 ３６００３６００３６００３６００万件以上万件以上万件以上万件以上

施設名検索施設名検索施設名検索施設名検索 ５０５０５０５０万件万件万件万件

周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索周辺施設検索 ５５５５００００万件以上万件以上万件以上万件以上

登録機能登録機能登録機能登録機能
部門部門部門部門

検索地点履歴検索地点履歴検索地点履歴検索地点履歴 １００１００１００１００ヶヶヶヶ所所所所

地点登録地点登録地点登録地点登録 １１１１２２２２００００００００ヶヶヶヶ所所所所

自宅登録自宅登録自宅登録自宅登録 ○○○○

シンプルナビソフトシンプルナビソフトシンプルナビソフトシンプルナビソフト仕様仕様仕様仕様
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13. ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア仕様仕様仕様仕様

＊仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

メ モ リ ーメ モ リ ーメ モ リ ーメ モ リ ー 4GB4GB4GB4GB

Ｃ Ｐ ＵＣ Ｐ ＵＣ Ｐ ＵＣ Ｐ Ｕ SiRF AtlasSiRF AtlasSiRF AtlasSiRF Atlas----V,AT550,dualV,AT550,dualV,AT550,dualV,AT550,dual----core:ARM 11,600MHZcore:ARM 11,600MHZcore:ARM 11,600MHZcore:ARM 11,600MHZ

Ｔ ＶＴ ＶＴ ＶＴ Ｖ ISDBISDBISDBISDB----TTTT

デ ィ ス プ レ イデ ィ ス プ レ イデ ィ ス プ レ イデ ィ ス プ レ イ 高輝度高輝度高輝度高輝度 7777 インチインチインチインチ ＴＦＴＦＴＦＴＦTTTT ＬＣＤＬＣＤＬＣＤＬＣＤタッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル液晶液晶液晶液晶

解解解解 像像像像 度度度度 QQQQＶＧＡＶＧＡＶＧＡＶＧＡ(800X480(800X480(800X480(800X480ＲＧＢＲＧＢＲＧＢＲＧＢ) ) ) ) 

OOOO SSSS ＭＭＭＭicrosoft icrosoft icrosoft icrosoft ＷＷＷＷindows Cindows Cindows Cindows CＥＥＥＥ .NET  V.NET  V.NET  V.NET  V6.06.06.06.0

拡張拡張拡張拡張スロットルスロットルスロットルスロットル Micro Micro Micro Micro ＳＤＳＤＳＤＳＤ

オ ー デ ィ オオ ー デ ィ オオ ー デ ィ オオ ー デ ィ オ 内部音量調節機能付内部音量調節機能付内部音量調節機能付内部音量調節機能付スピーカースピーカースピーカースピーカー内蔵内蔵内蔵内蔵

3333.5mm.5mm.5mm.5mmステレオイヤホンジャックステレオイヤホンジャックステレオイヤホンジャックステレオイヤホンジャック

バ ッ テ リ ーバ ッ テ リ ーバ ッ テ リ ーバ ッ テ リ ー 内蔵内蔵内蔵内蔵リチウムイオンリチウムイオンリチウムイオンリチウムイオン充電式充電式充電式充電式バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー3.73.73.73.7ＶＶＶＶ仕様仕様仕様仕様

電電電電 源源源源 AC100AC100AC100AC100～～～～240V240V240V240V（（（（ACACACAC電源電源電源電源アダプターアダプターアダプターアダプター）、）、）、）、
DC12DC12DC12DC12～～～～24242424Ｖ（Ｖ（Ｖ（Ｖ（シガシガシガシガ----電源電源電源電源アダプターアダプターアダプターアダプター））））

駆 動 時 間駆 動 時 間駆 動 時 間駆 動 時 間 約約約約2222時間時間時間時間（ＧＰＳ（ＧＰＳ（ＧＰＳ（ＧＰＳ起動時起動時起動時起動時））））

温温温温 度度度度 0000～～～～55℃55℃55℃55℃ ((((動作動作動作動作))))、、、、----20202020～～～～70℃70℃70℃70℃ ((((保存保存保存保存))))

ササササ イイイイ ズズズズ 181(181(181(181(ｗｗｗｗ))))××××113113113113 ((((ＨＨＨＨ))))××××15151515 ((((ＤＤＤＤ))))ｍｍｍｍｍｍｍｍ 316316316316ｇｇｇｇ

組 込組 込組 込組 込 みみみみ ソ フ トソ フ トソ フ トソ フ ト 音楽音楽音楽音楽プレーヤープレーヤープレーヤープレーヤー、、、、フォトアルバムフォトアルバムフォトアルバムフォトアルバム、、、、

動画動画動画動画プレーヤープレーヤープレーヤープレーヤー 、、、、ワンセグワンセグワンセグワンセグ

付付付付 属属属属 品品品品 本体本体本体本体、、、、取付取付取付取付キットキットキットキット、ＡＣ、ＡＣ、ＡＣ、ＡＣ////ＤＣＤＣＤＣＤＣ電源電源電源電源アダプターアダプターアダプターアダプター、、、、

ＵＳＢＵＳＢＵＳＢＵＳＢケーブルケーブルケーブルケーブル、、、、吸着吸着吸着吸着ベースベースベースベース板板板板、、、、取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書
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14. GPSのののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識

【GPS】Global Positioning System 
人工衛星を使った全地球測位システム。
宇宙部分（6つの異なる軌道に24の衛星
NAVSTAR）、制御部分（5つのモニター
局、1つの主制御局、3つのアップロード
局）、ユーザー部分（GPS受信機）で構成
されている。

【NAVSTAR】NAVigation satellite Timing And Rangin

GPS衛星に付けられた名前。NAVSTAR衛星は、軌道高度約20.000km、周回周期0.5恒
星日（約11時間58分）、6枚の軌道面に4個ずつ合計24個の衛星で全システムを構成し、
複数のセシウムおよびルビジウム原始時計を搭載している。

【アルマナックデータ】Almanac Data

利用可能な全衛星の概略の軌道周回情報で、1度取得すれば、1週間程度利用できる。

【エフェメリスデータ】Ephemeris Data

現在位置を担当する観測衛星の詳細な軌道周回情報で1度取得すれば、1時間程度利
用できる。エフェメリス・データを利用して衛星の位置を求め、現在位置を計算する。

【ホットスタート】Hot Start

エフェメリスデータ、マルナマックデータ、時刻データ、前回測位データが有効な状態で
測位を開始すること。

【ウォームスタート】Warm Start

詳細な軌道データはないが前回測位時の衛星捕捉に関するデータを利用して、衛星の
捕捉を開始することで衛星の捕捉時間を短縮できます。

【コールドスタート】Cold Start

前回の測位から1ヵ月以上過ぎている場合や、前回の測位地点から500km以上離れた
場合でGPSを行うときは、新しく衛星軌道情報を収得して初期状態から測位を開始する
こと。
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15. 困困困困ったったったった時時時時にはにはにはには

修理修理修理修理をををを依頼依頼依頼依頼するするするする前前前前にににに、、、、以下以下以下以下のことをのことをのことをのことを確確確確かめてくださいかめてくださいかめてくださいかめてください。。。。

●●●●電源電源電源電源・・・・バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーについてについてについてについて
「「「「電源電源電源電源がががが入入入入らないらないらないらない。。。。 」」」」

→バッテリー残量が少ない可能性があります。
十分充電してください。
(充電中はランプが点灯します。消えると充電完了です。)

→ハードリセットを行い、再起動を確認してください。
「「「「バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーのののの持続時間持続時間持続時間持続時間がががが短短短短いいいい。」。」。」。」

→バッテリーの寿命の可能性があります。メーカーにご相談ください。

●●●●本体本体本体本体についてについてについてについて
「「「「画面画面画面画面がががが暗暗暗暗くてくてくてくて見見見見えないえないえないえない。」。」。」。」

→設定で暗くなっている可能性があります。明るさを調整してください。
「「「「タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネルのののの反応反応反応反応がずれるがずれるがずれるがずれる。。。。ボタンボタンボタンボタンがががが押押押押せないせないせないせない。」。」。」。」

→タッチポイントの位置がずれている可能性があります。
設定のシステムインフォのポイント補正で修正してください。

「「「「音声音声音声音声がががが出出出出ないないないない。」。」。」。」
→音量ボリュームを確認してください。
→ＦＭトランスミッターをOFFにしてください。

●●●●GPS受信受信受信受信についてについてについてについて
「「「「電源電源電源電源をををを入入入入れたれたれたれた時時時時、、、、GPSのののの受信受信受信受信ができないができないができないができない。」。」。」。」

→初めて使用する時や、長時間使用していない時は、コールドスタートと
なり、受信に時間がかかります。屋外の空の開けた場所で、受信でき
るまで待ってください。

「「「「電源電源電源電源をををを切切切切ったままったままったままったまま長距離移動長距離移動長距離移動長距離移動するとするとするとすると、、、、GPSをををを受信受信受信受信しにくいしにくいしにくいしにくい。」。」。」。」
→GPSの情報を再設定するため、受信に時間がかかります。

「「「「GPSのののの感度感度感度感度がががが悪悪悪悪くくくく、、、、自車位置自車位置自車位置自車位置がががが捕捕捕捕らえにくいらえにくいらえにくいらえにくい。」。」。」。」
→本体の取り付け位置を電波の入りやすい位置に移動してみてください。
「「「「GPSをををを受信受信受信受信できないできないできないできない。」。」。」。」
→受信しやすい位置に固定してください。

●●●●ソフトソフトソフトソフトのののの動作動作動作動作についてについてについてについて
「「「「動作動作動作動作エラーエラーエラーエラーがががが発生発生発生発生しているしているしているしている。」。」。」。」
→リセットを行うか、電源を入れ直してください。

「「「「 動作動作動作動作がががが停止停止停止停止するかするかするかするか、、、、不安定不安定不安定不安定であるであるであるである。」。」。」。」
→リセットを行うか、電源を入れ直してください。

「「「「 正正正正しいしいしいしい時刻時刻時刻時刻がががが表示表示表示表示されないされないされないされない。」。」。」。」
→メインメニューの設定で、時刻設定を行ってください。
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16. おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

発発発発 売売売売 元元元元

機器機器機器機器にににに関関関関するするするする問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ

株式会社株式会社株式会社株式会社 カイホウジャパンカイホウジャパンカイホウジャパンカイホウジャパン

EEEE----MAILMAILMAILMAIL

TELTELTELTEL

FAXFAXFAXFAX

営業時間営業時間営業時間営業時間

: Info@kaihou.com : Info@kaihou.com : Info@kaihou.com : Info@kaihou.com 

: 042: 042: 042: 042----631631631631----5357535753575357

: 042: 042: 042: 042----631631631631----5359535953595359

: : : : 平日平日平日平日10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000（（（（土日祝祭日土日祝祭日土日祝祭日土日祝祭日はははは休休休休みみみみ））））

ナビソフトナビソフトナビソフトナビソフトのののの操作方法操作方法操作方法操作方法

ソフトソフトソフトソフトにににに関関関関するするするする問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ

サポートページサポートページサポートページサポートページ

EEEE----MAILMAILMAILMAIL

TELTELTELTEL

FAXFAXFAXFAX

営業時間営業時間営業時間営業時間

: http://www.mapnet.co.jp/kaihou: http://www.mapnet.co.jp/kaihou: http://www.mapnet.co.jp/kaihou: http://www.mapnet.co.jp/kaihou

: mapque@mapnet.co.jp: mapque@mapnet.co.jp: mapque@mapnet.co.jp: mapque@mapnet.co.jp

: 03: 03: 03: 03----3516351635163516----6080608060806080

: 03: 03: 03: 03----3516351635163516----6387638763876387

: : : : 平日平日平日平日10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000（（（（土日祝祭日土日祝祭日土日祝祭日土日祝祭日はははは休休休休みみみみ））））

※※※※地図内容地図内容地図内容地図内容、、、、ナビモードナビモードナビモードナビモード時時時時のののの動作動作動作動作にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、こちらへおこちらへおこちらへおこちらへお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。
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株式会社株式会社株式会社株式会社 カイホウジャパンカイホウジャパンカイホウジャパンカイホウジャパン

東京東京東京東京都都都都八王子市北野町八王子市北野町八王子市北野町八王子市北野町598598598598----11111111

TEL:042-631-5357 FAX:042-631-5359 

http://www.kaihou.com /

〒192-0906




