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・・・・このこのこのこの度度度度はははは、、、、TNKTNKTNKTNK----780DT780DT780DT780DT 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。。。。



このこのこのこの度度度度はははは、、、、当社当社当社当社 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おをおをおをお買買買買いいいい求求求求めめめめ頂頂頂頂きききき
誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。

本製品本製品本製品本製品のおのおのおのお取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに関関関関しましてごしましてごしましてごしまし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。。。。

記記記記

おおおお取扱上取扱上取扱上取扱上のごのごのごのご注意注意注意注意

■■■■本機本機本機本機ははははＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードにににに収蔵収蔵収蔵収蔵したしたしたした地図地図地図地図データデータデータデータととととＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳとのとのとのとの通信通信通信通信をををを行行行行いいいいナナナナ
ビゲーションビゲーションビゲーションビゲーションをををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。
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、、、、下記下記下記下記のののの点点点点にごにごにごに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。。。。

１１１１．．．．ＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードのののの必要以上必要以上必要以上必要以上のののの抜抜抜抜きききき差差差差しはおひかえくださいしはおひかえくださいしはおひかえくださいしはおひかえください。（。（。（。（故障故障故障故障のののの
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））））

2222．．．．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のののの必要以上必要以上必要以上必要以上のののの抜抜抜抜きききき差差差差しはおひかえくださいしはおひかえくださいしはおひかえくださいしはおひかえください
。（。（。（。（故障故障故障故障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））））

3333．．．．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／／／／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のののの端子端子端子端子ややややコードコードコードコードをををを必必必必
要以上要以上要以上要以上にににに動動動動かしたりさわったりすることはおひかえくださいかしたりさわったりすることはおひかえくださいかしたりさわったりすることはおひかえくださいかしたりさわったりすることはおひかえください。（。（。（。（接触接触接触接触
不良不良不良不良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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1. はじめにはじめにはじめにはじめに

-1-

インテリジェントナビゲーションインテリジェントナビゲーションインテリジェントナビゲーションインテリジェントナビゲーション（（（（TNKTNKTNKTNK----780DT780DT780DT780DT））））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。。。。
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 「「「「注意事注意事注意事注意事
項項項項」」」」 「「「「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。。。。

・・・・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。。。。
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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

（（（（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

⑤⑤⑤⑤AVAVAVAVケーブルケーブルケーブルケーブル ⑥⑥⑥⑥カメラケーブルカメラケーブルカメラケーブルカメラケーブル

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 ⑧⑧⑧⑧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））））



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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①アンテナ

④ミ二USBポート(工場検査用：使用
しないでください。）

②外部アンテナ

⑤ハードリセットボタン

⑦SD力ードス口ット

⑧カメラ（バックモニターカメラ用）

③ミ二USBポート（工場検査用：使
用しないでください。）

⑥電源ジャック

⑨音声ビデオ入力端子

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑫電源スイッチ

⑪スピー力ー

⑩イヤホンジャック

※※※※⑧⑧⑧⑧カメラカメラカメラカメラ（（（（バックモニターカメラバックモニターカメラバックモニターカメラバックモニターカメラ用用用用））））



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、、、、先先先先のののの丸丸丸丸
いいいい棒状棒状棒状棒状のののの物物物物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っっっ
てくださいてくださいてくださいてください。。。。
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. 車車車車にににに（（（（AAAA））））吸着吸着吸着吸着べべべべースースースースをををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、吸着吸着吸着吸着ベースベースベースベースにににに（（（（ C C C C ））））車載車載車載車載スタンドスタンドスタンドスタンドをををを取取取取りりりり
付付付付けけけけ てててて（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）レバーレバーレバーレバーをををを持持持持ちちちち上上上上げてげてげてげて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先端先端先端先端ののののフックフックフックフック部分部分部分部分にににに、ＴＮＫ、ＴＮＫ、ＴＮＫ、ＴＮＫ----780780780780ＤＴＤＴＤＴＤＴ本体背面本体背面本体背面本体背面ののののレールレールレールレール部分部分部分部分
をををを合合合合わせわせわせわせ てててて、、、、カチツカチツカチツカチツとととと止止止止まるまでまるまでまるまでまるまで動動動動かしてかしてかしてかして固定固定固定固定しますしますしますします。。。。

（（（（C)C)C)C)車載車載車載車載スタンドスタンドスタンドスタンド

（（（（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. 車載車載車載車載スタンドスタンドスタンドスタンドののののダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル部分部分部分部分をををを緩緩緩緩めめめめ、、、、見見見見やすいやすいやすいやすい角度角度角度角度にににに調整後調整後調整後調整後、、、、ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
をををを閉閉閉閉めてめてめてめて固定固定固定固定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ののののプラグプラグプラグプラグををををＴＮＫＴＮＫＴＮＫＴＮＫ----780780780780ＤＴＤＴＤＴＤＴ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
にににに差差差差しししし込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

＜＜＜＜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。。。。

（（（（D)TNKD)TNKD)TNKD)TNK----780DT780DT780DT780DT本体本体本体本体



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----780780780780DTDTDTDT 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。。。。

①①①①主電源主電源主電源主電源スイッチスイッチスイッチスイッチ

1.1.1.1. 本機本機本機本機にはにはにはには下図下図下図下図のののの如如如如くくくく①①①①主電源主電源主電源主電源スイッチスイッチスイッチスイッチがががが装備装備装備装備されていますされていますされていますされています。。。。

2.2.2.2. 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のののの電源電源電源電源
供給供給供給供給 をををを受受受受けけけけ12V12V12V12Vでででで駆動致駆動致駆動致駆動致しますしますしますします。。。。
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電源電源電源
部部部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背面本体背面本体背面本体背面のののの電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチにてにてにてにて電源電源電源電源ををををONONONON又又又又はははは
OFFOFFOFFOFFしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

3.3.3.3. 各電源各電源各電源各電源スイッチスイッチスイッチスイッチのののの使使使使いいいい方方方方についてごについてごについてごについてご説明致説明致説明致説明致しますしますしますします。。。。

①①①①主電源主電源主電源主電源スイッチスイッチスイッチスイッチ

ごごごご使用頻度使用頻度使用頻度使用頻度によりによりによりにより差差差差がございますががございますががございますががございますが、、、、ナビナビナビナビ検索検索検索検索にににに使用済使用済使用済使用済みのみのみのみの不要不要不要不要なななな地図地図地図地図
データデータデータデータをををを一括削除一括削除一括削除一括削除いたしますいたしますいたしますいたします。。。。このこのこのこの際際際際、、、、検索履歴等検索履歴等検索履歴等検索履歴等はははは削除削除削除削除されずされずされずされず不要不要不要不要なななな
地図地図地図地図データデータデータデータのみがのみがのみがのみが削除削除削除削除されされされされクリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップされますのでされますのでされますのでされますのでシステムシステムシステムシステムをををを常常常常にににに
快適快適快適快適にごにごにごにご使用頂使用頂使用頂使用頂くことがくことがくことがくことが出来出来出来出来ますますますます。。。。本機本機本機本機ののののナビナビナビナビごごごご使用終了使用終了使用終了使用終了はははは主電源主電源主電源主電源
スイッチスイッチスイッチスイッチををををOFFOFFOFFOFFするするするする事事事事をおをおをおをお勧勧勧勧めいたしまめいたしまめいたしまめいたしま すすすす。。。。

本機本機本機本機ではではではでは電源電源電源電源OFF時時時時にににに不要不要不要不要なななな地図地図地図地図データデータデータデータをををを全全全全てててて削除削除削除削除しますしますしますします。。。。

※※※※本機本機本機本機をををを快適快適快適快適にごにごにごに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主電源主電源主電源主電源によるによるによるによるON/OFFをおをおをおをお勧勧勧勧めめめめ致致致致しますしますしますします。。。。

【【【【本体背部本体背部本体背部本体背部】】】】



9. ワンセグワンセグワンセグワンセグTVTVTVTV

-51-

9-1. ワンセグワンセグワンセグワンセグTVTVTVTV(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)

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」」」」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。。。。

初めに、下図の自動検索ボタンをタッチし放送局の自動検

索を行います。移動などにより放送局エリアが変わった時も同
様に自動検索を行ってください。

その後、自動検索された放送局が上図のようにチャンネル
リストに表れますのでお好きな放送局をタッチしてください。

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ュュュにににに戻戻戻戻るるるる

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

番組番組番組番組表表表表 設定設定設定設定

音量音量音量音量＋＋＋＋

音量音量音量音量－－－－消音消音消音消音

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

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ュュュにににに戻戻戻戻るるるる

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



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「「「「 」」」」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設定設定設定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。。。。字幕字幕字幕字幕、、、、画面比率画面比率画面比率画面比率、、、、音声音声音声音声のののの設定設定設定設定をしますをしますをしますをします。。。。

9-2. ワンセグワンセグワンセグワンセグ(設定設定設定設定)
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9-3. ワンセグワンセグワンセグワンセグ(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「「「「 」」」」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番組表番組表番組表番組表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

戻戻戻戻るるるる

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

番組情報番組情報番組情報番組情報



10. 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
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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

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

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。。。。
MPMPMPMP3333ややややWAVWAVWAVWAV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。。。。

2222.... 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。。。。ファイルリストファイルリストファイルリストファイルリストををををタッチタッチタッチタッチしししし、、、、画画画画
面面面面のののの中中中中のおのおのおのお好好好好きなきなきなきな曲曲曲曲ををををタッチタッチタッチタッチにてにてにてにて選選選選んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。そのそのそのその後後後後ファイルファイルファイルファイル選択選択選択選択
ををををタッチタッチタッチタッチしししし、、、、一時停止一時停止一時停止一時停止／／／／再生再生再生再生ボタンボタンボタンボタンによりによりによりにより再生再生再生再生しますしますしますします。。。。

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

再生再生再生再生モードモードモードモード

音量音量音量音量++++

音量音量音量音量----

消音消音消音消音

削除削除削除削除

ファイルファイルファイルファイル
リストリストリストリスト

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるるファイルリストファイルリストファイルリストファイルリスト
ファイルファイルファイルファイル
削除削除削除削除

ファイルファイルファイルファイル選択選択選択選択

ファイルファイルファイルファイル
添加添加添加添加



11. 動画動画動画動画

-54-

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

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

次次次次へへへへ前前前前へへへへ

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

1111.... 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「「「「動画動画動画動画」」」」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。。。。
ビデオビデオビデオビデオ操作機能操作機能操作機能操作機能がありますがありますがありますがあります。。。。

2222.... 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。。。。ファイルリストファイルリストファイルリストファイルリストををををタッチタッチタッチタッチしししし
、、、、画面画面画面画面のののの中中中中のおのおのおのお好好好好きなきなきなきな動画動画動画動画ををををタッチタッチタッチタッチにてにてにてにて選選選選んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。そのそのそのその後後後後ファイファイファイファイ
ルルルル選択選択選択選択ををををタッチタッチタッチタッチしししし、、、、一時停止一時停止一時停止一時停止／／／／再生再生再生再生ボタンボタンボタンボタンによりによりによりにより再生再生再生再生しますしますしますします。。。。

音量音量音量音量＋＋＋＋

音量音量音量音量－－－－

消音消音消音消音

削除削除削除削除

ファイルファイルファイルファイル
リストリストリストリスト

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるるファイルリストファイルリストファイルリストファイルリスト
ファイルファイルファイルファイル
削除削除削除削除

ファイルファイルファイルファイル選択選択選択選択

ファイルファイルファイルファイル
添加添加添加添加



終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

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。。。。
JPEGJPEGJPEGJPEG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。。。。ファイルリストファイルリストファイルリストファイルリストををををタッチタッチタッチタッチしししし、、、、画画画画
面面面面のののの中中中中のおのおのおのお好好好好きなきなきなきな静止画静止画静止画静止画ををををタッチタッチタッチタッチにてにてにてにて選選選選んでんでんでんで下下下下 さいさいさいさい。。。。そのそのそのその後後後後ファイルファイルファイルファイル選選選選
択択択択ををををタッチタッチタッチタッチしししし、、、、一時停止一時停止一時停止一時停止／／／／再生再生再生再生ボタンボタンボタンボタンによりによりによりにより再生再生再生再生しますしますしますします。。。。

12. 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((((フォトビューアーフォトビューアーフォトビューアーフォトビューアー機能機能機能機能のみのみのみのみ))))
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前前前前にににに戻戻戻戻るるるる 全画面表示全画面表示全画面表示全画面表示 角度調整角度調整角度調整角度調整

次次次次にににに進進進進むむむむ 自動再生自動再生自動再生自動再生

設定設定設定設定

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るるる

ファイルファイルファイルファイル情報情報情報情報

ファイルリストファイルリストファイルリストファイルリスト

ファイルファイルファイルファイル削除削除削除削除

終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるるファイルリストファイルリストファイルリストファイルリスト
ファイルファイルファイルファイル
削除削除削除削除

ファイルファイルファイルファイル選択選択選択選択

ファイルファイルファイルファイル
添加添加添加添加



終了終了終了終了してしてしてして戻戻戻戻るるるる

12. 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(設定設定設定設定)
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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操作画面操作画面操作画面操作画面からからからから「「「「 」」」」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設定設定設定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。。。。スライドショースライドショースライドショースライドショー、、、、画面比率画面比率画面比率画面比率、、、、ファイルファイルファイルファイル詳細情報詳細情報詳細情報詳細情報のののの設定設定設定設定をしますをしますをしますをします。。。。

（（（（注意注意注意注意））））本体添付本体添付本体添付本体添付ののののＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードのののの取扱取扱取扱取扱いいいい
本体本体本体本体にににに添付添付添付添付（（（（挿入挿入挿入挿入））））されているされているされているされているＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードにはにはにはには、、、、地図地図地図地図データデータデータデータをををを含含含含むむむむナビゲーナビゲーナビゲーナビゲー
ションシステムションシステムションシステムションシステム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。。。。このこのこのこのＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードにはにはにはには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・・・・動画動画動画動画・・・・画像等画像等画像等画像等ののののデータデータデータデータをををを再生再生再生再生するするするする場合場合場合場合はははは、、、、別途別途別途別途ＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードをごをごをごをご用意用意用意用意
いただきいただきいただきいただき、、、、そのそのそのそのSDカードカードカードカードににににデータデータデータデータををををコピーコピーコピーコピーしてしてしてして、、、、本体添付本体添付本体添付本体添付ののののSDカードカードカードカード
（（（（ナビゲーションソフトナビゲーションソフトナビゲーションソフトナビゲーションソフト））））とととと差差差差しししし替替替替えてごえてごえてごえてご使用頂使用頂使用頂使用頂きますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしま
すすすす。。。。



画面画面画面画面のののの明明明明るさのるさのるさのるさ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。。。。

13-1. 各種各種各種各種設定設定設定設定(自動起動自動起動自動起動自動起動)
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11113333----2.2.2.2. 各種各種各種各種設定設定設定設定((((画面画面画面画面のののの明明明明るさのるさのるさのるさの調整調整調整調整))))

タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル位置位置位置位置のののの補正補正補正補正

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。。。。
電源電源電源電源ONONONON時時時時にににに起動起動起動起動するするするする項目項目項目項目をををを設定設定設定設定しますしますしますします。。。。
（（（（次回主電源次回主電源次回主電源次回主電源ONONONON時時時時にににに有効有効有効有効になりますになりますになりますになります））））

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るるる



13131313----3.3.3.3. 各種各種各種各種設定設定設定設定((((システムシステムシステムシステム情報情報情報情報))))
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システムシステムシステムシステム情報情報情報情報をををを確認確認確認確認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表示言語表示言語表示言語表示言語をををを切切切切りりりり替替替替えますえますえますえます。（。（。（。（日本語日本語日本語日本語////英語英語英語英語））））

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にににに戻戻戻戻るるるる



14. AV IN 
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15.15.15.15. 配線図配線図配線図配線図(力力力力メラメラメラメラをををを接続接続接続接続するするするする)

付属のカメラケーブル

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「「「「AV IN」」」」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。。。。AV INにはにはにはには外部入力外部入力外部入力外部入力
（ＤＶＤ（ＤＶＤ（ＤＶＤ（ＤＶＤなどからのなどからのなどからのなどからの入力入力入力入力））））などをなどをなどをなどを連結連結連結連結してしてしてして楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます。。。。

カメラカメラカメラカメラにつなげるとにつなげるとにつなげるとにつなげると電源電源電源電源ののののON/OFFにににに関係関係関係関係なくなくなくなくバックギアバックギアバックギアバックギアでででで自動的自動的自動的自動的ににににカメカメカメカメ
ララララのののの映像映像映像映像にににに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。。。。

※赤：Back Gear 
Signal(DC+12V)はバックランプ
の+12Vに接続してください。

お車への配線に関してお車の
説明書もしくは整備工場にお問
い合わせください。

付属付属付属付属ののののAVケーブルケーブルケーブルケーブル



16. 16. 16. 16. 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
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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（（（（１０１０１０１０ｍ～ｍ～ｍ～ｍ～５５５５００００Ｋｍ）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・・・・距離優先選択方式距離優先選択方式距離優先選択方式距離優先選択方式

リルートリルートリルートリルート機能機能機能機能 ○○○○ （（（（自動自動自動自動/手動手動手動手動））））

クイックスタートクイックスタートクイックスタートクイックスタート機能機能機能機能 ○○○○

右左折案内右左折案内右左折案内右左折案内 ○○○○（（（（音声音声音声音声ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス付付付付きききき））））

交差点拡大交差点拡大交差点拡大交差点拡大 ○○○○（（（（２２２２画面表示機能付画面表示機能付画面表示機能付画面表示機能付））））

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 ○○○○（（（（表示表示表示表示・・・・音声音声音声音声））））

高速道路表示高速道路表示高速道路表示高速道路表示 ○○○○

デモデモデモデモ走行機能走行機能走行機能走行機能 ○○○○

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 約約約約１０００１０００１０００１０００万件万件万件万件

住所検索住所検索住所検索住所検索 ３６００３６００３６００３６００万件万件万件万件（（（（号号号号までまでまでまで検索検索検索検索））））

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 ５０５０５０５０万件万件万件万件・・・・ジャンルジャンルジャンルジャンル別別別別１００１００１００１００ヶヶヶヶ所所所所

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



17. 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
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メ モ リ ーメ モ リ ーメ モ リ ーメ モ リ ー 8GB8GB8GB8GB

Ｃ Ｐ ＵＣ Ｐ ＵＣ Ｐ ＵＣ Ｐ Ｕ Pollux ARM11   800MHz with 3D AcceleratorPollux ARM11   800MHz with 3D AcceleratorPollux ARM11   800MHz with 3D AcceleratorPollux ARM11   800MHz with 3D Accelerator

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 WWWWＶＧＡＶＧＡＶＧＡＶＧＡ(800X480(800X480(800X480(800X480ＲＧＢＲＧＢＲＧＢＲＧＢ) ) ) ) 

OOOO SSSS ＭＭＭＭicrosoft icrosoft icrosoft icrosoft ＷＷＷＷindows Cindows Cindows Cindows CＥＥＥＥ 6666.0.0.0.0

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 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

電電電電 源源源源 ＡＣＡＣＡＣＡＣ100100100100～～～～240240240240ＶＶＶＶ((((ACアダプターアダプターアダプターアダプター)

ＤＣＤＣＤＣＤＣ12121212Ｖ～Ｖ～Ｖ～Ｖ～24242424Ｖ（Ｖ（Ｖ（Ｖ（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））））

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 175(175(175(175(ｗｗｗｗ))))××××109(109(109(109(ＨＨＨＨ))))××××24242424 ((((ＤＤＤＤ))))ｍｍｍｍｍｍｍｍ 400400400400ｇｇｇｇ

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、、、、力力力力メラメラメラメラ、、、、AV IN

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、、、、車載車載車載車載スタンドスタンドスタンドスタンド、、、、AC/DCアダプターアダプターアダプターアダプター、、、、AVケーブルケーブルケーブルケーブル、、、、

カメラケーブルカメラケーブルカメラケーブルカメラケーブル、、、、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

＊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。



18. GPSのののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識
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【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。

【フォームスタート】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。



19. 困困困困ったったったった時時時時にはにはにはには
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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。。。。

●●●●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。

●●●●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。



20. 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
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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.comInfo@kaihou.comInfo@kaihou.comInfo@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/kaihouhttp://www.mapnet.co.jp/kaihouhttp://www.mapnet.co.jp/kaihouhttp://www.mapnet.co.jp/kaihou

: : : : mapque@mapnet.co.jpmapque@mapnet.co.jpmapque@mapnet.co.jpmapque@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））））

※※※※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。。。。



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

東京八王子市北野町東京八王子市北野町東京八王子市北野町東京八王子市北野町593593593593----17171717マンションマンションマンションマンション浮羽浮羽浮羽浮羽1111FFFF

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

http://www.kaihou.com /

〒192-0906




