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仕　様

内容物の確認

¡本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
¡本書に記載の質量は、おおよその数値です。
¡イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付け
ください。

品　　名 数　量

1個

2本

1部

リモコン本体

単4形乾電池

取扱説明書（本書）

外 形 寸 法 124 mm × 52 mm × 23 mm（長さ×幅×高さ）
※突起部は除く

質 量 75 g（電池装着時）

使用温度範囲 − 20 ℃ 〜 ＋ 65 ℃

保存温度範囲 − 40 ℃ 〜 ＋ 85 ℃



¡ 直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
¡ ご使用の際は、リモコンの発光部をポータブルカーナビゲーションのリモコン受光部

に向けてください。
　リモコンの使える範囲は、水平（左右）、垂直（上下）方向で15°ずつ、直線距離で
　約3 mまでです。

使用上のご注意

約3 m

（例）

電池の入れ方

1

2

 1の方向にツメを押し、そ
のまま2の方向に引き上げ
ます。

図の上部に入れる電池はマイナ
スを右、図の下部に入れる電池
はプラスを右にして入れます。

ふたの下のツメを本体の
溝に合わせて閉めます。

ツメあり

¡ 電池の＋、−の向きをまちがえたり、新しい電池と消耗した電池、または
種類の違う電池を混ぜ合わせて使用すると、液漏れや破損により火災やけ
がの原因になることがあります。 
電池を交換するときは2本同時に交換してください。

¡�リモコンはベダルの下などに落ちると運転操作に支障をきたす可能性があ
ります。ブレーキ操作などにより落ちない場所に置いてください。

¡電池は充電できません。
¡ ダッシュボードの上など、直射日光の当たるところに、リモコンを放置す

ると、変形したり作動不良などの原因になります。

リモコンは単 4 形乾電池を 2 個使用します。

■   画面の項目などを選択し、実行する場合

① カーソルキー（ ）を上下左右に押す。
　： 選択したい項目にカーソルが移動します。

② ボタンを押す。

　：選択した項目が実行（確定）されます。

リモコンの主な使い方

お手入れのしかた

プラスチックを傷めます。

¡リモコン本体の汚れは、中性洗剤や水を含ま
せしぼった布で落とし、乾いた布で拭き取っ
てください。

¡ 有機溶剤（ベンジン・シンナーなど）／酸／
アルカリ類は使用しないでください。

※ 電池の消耗により、リモコンの使える
範囲が狭くなることがあります。 
この場合は、電池を交換してください。
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お知らせ

お 願 い



安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 
（次は図記号の例です）

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい 
内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある 
内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 
発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

電池を機器内に挿入する場合は、極性（プラ
ス とマイナス ）に注意し、表示どおりに
入れる
電池の極性をまちがえると破裂、液もれにより、
けがや周囲を汚損させる原因になることがありま
す。

電池の液が目に入った場合は、すぐにきれい
な水で充分洗う
失明のおそれがありますので、直ちに医師の治療
を受けてください。

火の中に入れたり加熱したりしない
電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや
周囲を汚損させる原因になります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やハンドル・
シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作
を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、
同乗者に危険をおよぼす場所、エアバッグシ
ステムの動作を妨げる場所に置いたり、取り
付けたりしない
交通事故やけがの原因になります。

運転中に本機の操作はしない
事故の原因になります。

電池のプラス とマイナス を針金などの金
属で接続しない
電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや
周囲を汚損させる原因になります。

乳幼児の手の届かない所に保管する。また、
使用中は乳幼児が電池を機器から取り出さな
いよう注意する
事故の原因になることがあります。

高温の場所（直射日光の当たる場所、炎天下
の車内、火のそばなど）や低温の場所（寒い戸
外など）や多湿な場所に放置しないで、それ
らの場所を避けて保管する
リモコンの変形や電池の液もれ、発熱、破裂によ
り、火災・けがや周囲を汚損させる原因になるこ
とがあります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや
周囲を汚損させる原因になることがあります。

電池は充電しない
電池の破裂により、けがの原因になることがあり
ます。

指定以外の電池は使用しない。また、新しい
電池と古い電池を混ぜて使用しない
電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損す
る原因になることがあります。

水や海水につけたり、ぬらしたりしない
電池の発熱やサビにより、火災の原因になります。

液もれ、変色、変形など今までと異なること
に気づいた時は使用しない
電池の発熱や破裂により、火災やけがの原因にな
ります。

小物部品は、乳幼児の手の届くところに置か
ない
誤って、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師
にご相談ください。

電池の液が皮膚や衣服についた場合は、すぐ
にきれいな水で洗い流す
皮膚に障害をおこすおそれがあるので、直ちに医
師にご相談ください。

分解禁止

分解や改造をしない
事故・火災の原因になります。

危険

注意

警告

警告



ナビゲーション操作の場合

　　　　　  ボタン
モードを切り替えるとき
に使う。
※再生画面が表示された
　場合はもう一回押す。　　　　　　　　ボタン

クイックルート探索に使う。
リモコン発光部

     　　　 ボタン
¡メニュー画面を表示する。
¡長押しでシステム設定画

面を表示する。

         ボタン／         ボタン
地図の拡大（詳細）、縮小（広
域）をする。

         ボタン
¡画面で選んだ項目
　を実行する。
¡地図スクロール時
　に押すと設定メ　
　ニューを表示する。

        ボタン
¡１つ前の選択画面に戻

る。
¡設定メニューを閉じる

ときに押す。

　　　　ボタン
押すたびに、北方向を上

（平面地図）、進行先を上
（平面地図）、3D と、地図
表示が切り換わる。

             （▲／▼）ボタン
1画面で表示しきれないとき
に押してページ戻し／送り
できる。

　　　 ボタン
2画面←→1画面を切り換える。

           ボタン
現在地の地図を表示する。

カーソルキー（　 ）
¡地図をスクロール

させるときに使う。
¡メニュー画面や各

項目を選択すると
きに使う。

10キー&編集 ボタン
文字または数字を入力する
ときに使う。（右表参照）

         ボタン
¡電話番号入力画面で入

力途中に押すと、検索
が開始され代表地点を
表示する。

¡50音入力画面で押すと、
入力した施設名または地
名で検索が開始される。

¡マップコード／まっぷ
るコード入力画面／緯
度・経度入力画面で押
すと、入力したマップ
コード／まっぷるコー
ドまたは緯度・経度で
検索が開始される。

¡郵便番号入力画面で入
力途中（4ケタ以上）に
押すと該当する番号が
リスト表示される。

          ボタン
施設の名前を入力して目
的地を探すときに、50
音入力画面を表示させる。

         ボタン
電話番号を入力して目的地を
探すときに、電話番号入力画
面を表示させる。

②

③①
④

文字の入力のしかたには、10 キーを押し
て直接入力する方法と、カーソルキーを動
かして画面に表示されたキーボードから
文字を選択する方法があります。また、両
方の操作を混ぜて行うこともできます。

文字の割り当て

10 キーでは、１つのボタンに複数の文
字が割り当てられています。10 キーに
割り当てられた文字および編集ボタンの
はたらきは以下のとおりです。
※ 10 キーでの英文字入力はできません。

文字の割り当て表

押すボタン 入力文字

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

かな・漢字：あいうえお
カナ ：アイウエオ
数字 ：1
かな・漢字：かきくけこ
カナ ：カキクケコ
数字 ：2
かな・漢字：さしすせそ
カナ ：サシスセソ
数字 ：3
かな・漢字：たちつてと
カナ ：タチツテト
数字 ：4
かな・漢字：なにぬねの
カナ ：ナニヌネノ
数字 ：5

①

ボタン かな・漢字：はひふへほ
カナ ：ハヒフヘホ
数字 ：6

かな・漢字：まみむめも
カナ ：マミムメモ
数字 ：7
かな・漢字：やゆよ
カナ ：ヤユヨ
数字 ：8
かな・漢字：らりるれろ
カナ ：ラリルレロ
数字 ：9
かな・漢字：わをん
カナ ：ワヲン
数字 ：0
かな・漢字：゛゜ー
カナ ：゛゜ー
数字 ：−
1つ前または後に入力し
た文字を小文字にする。

文字を1文字消去する。

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

②

③

④

ボタンを押さなくても次に入力する
文字が違うボタンの文字のときは、
次の文字のボタンを押すと自動的に
カーソルが右に移動します。

※

10キーで文字（かな／カ
ナ）を入力したとき、その
文字を確定します。
※続けて同じボタンの文
　字を入力するときは、
　1文字入力後、　　ボ
　タンを押してカーソル
　を右に移動させた後、
　次の文字を入力します。



              ボタン
¡ワンセグメニュー画面を表示する。
¡長押しでシステム設定画面を表示

する。

         ボタン
音声を出なくする。
もう一度押すと、
音声が出る。

              ボタン
操作ボタンを表示する。

　　　　　　　　ボタン
番組表を表示する。

                 ボタン（▼／▲）
短押しでチャンネルリストに
設定されているチャンネルに
1チャンネルずつ変わり、長押
しで自動選局する。

        ボタン（−／＋）
−：音量減／＋：音量増

リモコン発光部

        ボタン
項目を確定したり実行す
るときに使用する。

カーソルキー（　　）☆1
画面で項目を選択すると
きに使う。

        ボタン
押すごとに音声が切り換
わる。

        ボタン
押すごとに字幕が切り換
わる。

        ボタン
チャンネル選択をするときに
使う。

　　　　　　　　　ボタン
チャンネルリスト画面を表示する。

　　　　　  ボタン
モードを切り換えると
きに使う。

        ボタン
メニュー画面を閉じた
り、1つ前の選択画面に
戻すときに使う。

             ボタン
データ放送時に
10キーボタンを表示する。

        ボタン
データ放送画面を表示
する。

ワンセグ操作の場合

☆ 1 印：選択できない項目もあります。その場合はリモコンに割り当てられているボタンを
　　　　 押して操作してください。

                       ボタン（　）
再生中に押すと音声・映像が
一時的に止まり、もう一度押
すと再生が始まる。

        ボタン（−／＋）
−：音量減／＋：音量増

カーソルキー（　　）
画面で項目を選択すると
きに使用する。

        ボタン（■）
再生中に押すと、再生を
止める。

        ボタン
音声を出なくする。
もう一度押すと、音声が
出る。

        ボタン
項目を確定したり実行
するときに使う。

　　　　　  ボタン
モードを切り換えると
きに使う。

録画した番組に数種類の音声が
ある場合は、押すごとに音声が
切り換わる。

ボタン

ボタン
再生画面を戻したり／進
めたりするときに使う。

        ボタン
録画した番組に字幕があ
る場合は、押すごとに字
幕が切り換わる。

               ボタン
操作ボタンを表示する。

リモコン発光部

録画再生操作の場合
ワンセグ録画した番組を見る
ことができます。



                       ボタン（　）
再生中に押すと音楽が一時的
に止まり、もう一度押すと再
び再生する。

        ボタン（−／＋）
−：音量減／＋：音量増

リモコン発光部

　　　　　ボタン（　／　）
¡好きな曲を選ぶ。
¡長押しで早戻し／早送　
　りする。

カーソルキー（　　）
画面で項目を選択すると
きに使用する。

        ボタン（■）
再生中に押すと、再生を
止める。

         ボタン
音声を出なくする。
もう一度押すと、音声が
出る。

        ボタン
画面で選んだ項目を
実行する。

 　　　　　 ボタン
モードを切り換えると
きに使う。

            ボタン（▲／▼）
リスト表示のとき、1画面で表
示しきれない場合に押してペー
ジ戻し／送りする。

音楽再生操作の場合

　　　　　  ボタン
モードを切り換えるとき
に使う。

        ボタン
画面に        ボタンがあ
るとき、1つ前の画面に
戻すときに使う。

               ボタン
操作ボタンを表示する。

リモコン発光部

カーソルキー（　　）
画面で項目を選択すると
きに使う。

        ボタン
項目を確定したり実行
するときに使う。

ボタン
複数画像があるとき、次の画
像を表示させるときに使う。

ボタン
画像を回転させるときに使う。
※右回りに90度ずつ回転し
　ます。

ボタン
複数画像があるとき、前の画
像を表示させるときに使う。

JPEG 画像操作の場合



リモコン発光部

        ボタン（−／＋）
−：音量減／＋：音量増

カーソルキー（　　）
画面で項目を選択すると
きに使用する。

        ボタン
音声を出なくする。
もう一度押すと、音声が
出る。

        ボタン
項目を確定したり実行
するときに使う。

　　　　　  ボタン
モードを切り換えると
きに使う。

¡好きなファイルを選ぶ。
¡長押しで早戻り／早送り
　する。

               ボタン
操作ボタンを表示する。

ボタン

                       ボタン（　）
再生中に押すと音声・映像が
一時的に止まり、もう一度押
すと再生が始まる。

動画再生操作の場合 データ放送に対応していない機種で、使用する時は  ボタンおよび
データ放送に関する機能は使用できません。
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