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故障かな!?

症　　状 原　　因 処　　置 ページ

ディスプレイの上下
角度が調整できない。

障害物に当たっていたり、コードを
挟み込んでる。

障害物などに当たっていたり、コー
ドを挟み込んでいないかを確認して
ください。

ー

本機の電源が入らな
い、ボタン操作がで
きないなどで、ディ
スプレイを開けるこ
とができない。

何らかのメカエラー／動作エラーが
発生した。

車のエンジンをかけなおすか、ACC
をONに 入 れ な お し て く だ さ い。
それでも正常に戻らない場合は、 
両手でディスプレイの両端を持ち、 
手動でディスプレイを開けてください。

取付 
説明書

音声は出るが、映像
が出ない。

画面OFF をタッチして、一時的に画面
を消している。

AUDIO ／ MENU ／ MAP ／ TILT
のいずれかを押してください。 P.27

ステレオのとき左右
の音が逆になる。

スピーカーコードの接続が逆になっ
ている。

スピーカーコード接続を確認してく
ださい。

取付 
説明書

音が出ない。 スピーカーコードが正しく接続され
ていない。

スピーカーコードの接続を確認して
ください。

取付 
説明書

MUTE をタッチして消音にしている。 MUTE をタッチして消音を解除し
てください。 P.117

高温時に画面が暗く
なる。

液晶ディスプレイの保護のため。 故障ではありません。本体の温度が
下がるともとに戻ります。 ー

本機に登録されてい
た情報（登録地点な
ど）が消失している。

本機の使用を誤ったり、修理を依頼
したなどにより本機に保存した内容
が消失する場合があります。

消失したデータについては補償でき
ません。 ー

本機が正しく動作し
ない、または画面が
正しく表示されない。

何らかのメカエラー／動作エラーが
発生した。

車のエンジンをかけなおすか、ACC
をONに入れなおしてください。
それでも正常に戻らない場合は、  
リセットボタンを押してください。

 P.16、
P.141

タッチパネルが操作
できない。

液晶ディスプレイに保護シートが貼っ
てある。

保護シートの種類によってはタッチ
パネルが誤作動したり反応しない場
合があります。保護シートを取り外
してご使用ください。

ー

液晶ディスプレイに
光る点がある。

液晶ディスプレイは99.99 ％の有効
画素がありますが、0.01 ％以下の画
素欠けや常時点灯するものが生じる
ことがあります。

故障ではありません。

ー

基本的な操作関係
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症　　状 原　　因 処　　置 ページ

現在地が正しく表示
されない。

走行条件やGPS衛星の状態により、
現在地（自車）マークがずれた。

GPS衛星電波を受信してください。 ー

車内で使用中の機器（無線機、レー
ダー探知機など）による電波の妨害。

使用中の機器の電源を切ってくださ
い。 ー

GPSアンテナの上に物が置いてあ
るため、GPS衛星からの電波が受
信できない。

GPSアンテナの上に物を置いたり、
ペンキを塗ったり、シールを貼った
りしないでください。

ー

GPS衛星の受信感度が悪い。 GPS衛星からの電波が安定するまで
お待ちください。 ー

ACCがOFFの状態で車を移動した。
（フェリー、駐車場のターンテーブル
など）

しばらく見晴らしの良い道路を走行
してください。 ー

距離補正やジャイロ角度補正が完了
していない。

学習レベルの確認をしてください。 P.77

GPSアンテナのコードや、車速信
号コード、リバースコードなどが正
しく接続されていない。

各コードが正しく接続されているか
確認してください。 取付 

説明書

GPSアンテナが、本機の近くに取
り付けられている。

GPSアンテナは本機から20 cm以
上離して取り付けてください。

取付 
説明書

走行しても地図が 
スクロールしない。

現在地表示になっていない。 MAP を押してください。 P.27

現在地（自車）マーク
が表示されない。

現在地表示になっていない。 MAP を押してください。 P.27

現在地（自車）マーク関係

症　　状 原　　因 処　　置 ページ

再探索時、経由地を
探索しない。

すでに経由地を通過した、または通
過したと判断した。

通過した経由地を再び経由したい場合
は、再度ルート設定を行ってください。 P.56

ルート情報が表示さ
れない。

ルート探索を行っていない。 目的地を設定し、ルート探索を行ってください。 P.40

“ルート案内”が停止になっている。 “ルート案内”を開始してください。  P.29、
P.61

ルート探索後、有料
道 路 出 入 口 付 近 を
通っても、案内記号
が表示されない。

現在地（自車）マークが探索された
ルートを走行していない。

探索されたルート上を走行してくだ
さい。（案内記号は、探索されたルー
ト内容に関係があるマークのみ表示
します。）

ー

自動再探索ができない。 自動再探索しない設定になっている。 手動で再探索を行ってください。  
このときは全ルート探索を行います。

 P.60、 
P.102

経由地が設定できない。 すでに経由地を5カ所設定している。 設定できる経由地は5カ所までです。
数回に分けて探索を行ってください。 ー

目的地/経由地/メニュー項目などが選択または設定できない



134

＊1印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことをいいます。
＊2印…政令指定都市、および県庁所在地以外（地図ソフトの更新により変わることがあります。）

症　　状 原　　因 処　　置 ページ

探索されたルートが 
表示されない。

目的地の近くに道路がない。 目的地近くの道路まで位置修正して
ください。特に、上り下りで道路が
別々に表示されているような場所で
は進行方向に注意のうえ、道路上に
目的地や経由地を設定してください。

ー

遠回りなルートを探索
する。

探索では、細街路＊1を使用しないエ
リア＊2があるため、遠回りなルート
になることがあります。

細街路＊1以外の道路に近づけて設
定してください。 ー

出発地、目的地付近の道路に規制が
ある（一方通行など）ときは、遠回り
のルートを探索することがあります。

出発地や目的地を少しずらして設定
してください。または、通りたいルー
トに経由地を設定してください。

ー

ランドマークの表示
が実際と異なる。

地形データの不備や誤りにより起こ
ることがあります。

地図ソフトが古い場合がありますの
で、お買い上げの販売店にご相談く
ださい。

ー

出発地、経由地、目
的地から離れたポイ
ントにルートが引か
れる。

地図上の出発地、経由地、目的地付
近に経路探索用のデータが入ってい
ないため、ルート案内の開始、経由、
終了点が離れてしまう。

目的地近くの道路上に目的地を設定
してください。ただし、近くの道路
が細街路＊1の場合、少し離れた一般
道路からルートが引かれる場合があ
ります。

ー

意図したルートとは違
うルートが引かれる。

目的地の近くに探索可能な道路がない。 目的地と逆の車線に設定されるなど、
正しいルートが作れないことがあり
ますので、目的地は最詳細地図で車
線などを確認して設定してください。

 P.25、
P.33目的地を建物の中心に設定している。

中央分離帯のある道路の反対側に目
的地・経由地を設定している。

一方通行を考慮してルート探索する
ので遠回りなルートを引く場合があ
ります。最詳細地図で車線などを確
認して設定してください。

 P.25、
P.33

設定のメニュー画面の
探索条件【車種選択】
で適切な車種に設定
したのに、道幅の狭い
ルートを案内する。

【車種選択】は高速道路、有料道路の
料金計算などに利用し、道幅を考慮
したルート探索は行わないため。

狭すぎて通行できないルートを案内
することがありますので、必ず実際
の道路状況や交通規制に従って走行
してください。

P.102

ルート探索関係
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症　　状 原　　因 処　　置 ページ

音声案内しない。 探索されたルートを外れている。 探索されたルートに戻るか、再探索
を行ってください。 P.60

“ルート案内”が停止になっている。 “ルート案内”を開始してください。  P.29、
P.61

音量設定の 消音 をタッチして消音
にしている。

音量設定の 消音 をタッチして消音
を解除してください。 P.95

スピーカーコードが正しく接続され
ていない。

スピーカーコードを正しく接続して
ください。

取付 
説明書

実際の道路と案内が
異なる。

音声案内の内容は右左折する方向、
他の道路との接続形態などにより異
なった内容になる場合があります。

実際の交通ルールに従って走行して
ください。 ー

音声案内関係

症　　状 原　　因 処　　置 ページ

VICS情報が表示され
ない。

VICS情報を受信していない。 VICS情報を受信していないときは、
表示できません。 ー

表示中の縮尺が1 km以上で表示さ
れている。

表示中の縮尺を500 m以下にして
ください。 P.25

ラジオアンテナ、オートアンテナコ
ントロールコードが正しく接続され
ていない。

ラジオアンテナ、オートアンテナコ
ントロールコードの接続を確認して
ください。

取付 
説明書

ラジオアンテナが十分に伸びていな
い。

ラジオアンテナが十分に伸びている
か確認してください。 ー

モーターアンテナ車のアンテナが 
下がっている。

モーターアンテナ車の場合、メニュー
画面の 上げる をタッチしてアンテナ
を上げてください。

 P.27、 
P.104

VICS関係
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症　　状 原　　因 処　　置 ページ

BLUETOOTH対応 
機器を本機に機器登録
できない。

BLUETOOTH対応機器の  
BLUETOOTH機能が無効になって
いる。

BLUETOOTH対応機器を操作して、
BLUETOOTH機能を有効にしてく
ださい。

ー

BLUETOOTH対応機器のファーム
ウェア（ソフトウェア）が古い。

ファームウェアを最新にしてください。 ー

本機に接続できない。 BLUETOOTH対応機器が本機に機
器登録されていない。

機器登録してください。 P.107

BLUETOOTH対 応 機 器 が 下 記 の 
プロファイルに対応していない。  
・ BLUETOOTH Audio：  

 A2DP（Advanced Audio Distribution 
 Profile）

 ・ ハンズフリー通話：  
 HFP（Hands-Free Profile)

対応していないと本機で利用できま
せん。

ー

BLUETOOTH対応機器から本機まで 
の距離が離れすぎている。

BLUETOOTH対 応 機 器 を 本 機 に 
近づけてください。 ー

自動接続が完了していない。 BLUETOOTH対応機器が本機と自
動接続されるまで、しばらく時間が
かかる場合があります。

ー

登録したBLUETOOTH
対 応 機 器 が 自 動 的 に 
本機と再接続されない。

BLUETOOTH対応機器の  
BLUETOOTH機能が無効になって
いる。

BLUETOOTH機能を有効にしてく
ださい。 ー

BLUETOOTH対 応 機 器 が 省 電 力
モードに設定されている。

一 定 時 間 経 過 後 に 自 動 的 に 
BLUETOOTH接続が解除される場
合があります。BLUETOOTH対応
機器の設定を変更してください。

ー

BLUETOOTH対 応 機 器 を 操 作 し
て、BLUETOOTHによる本機との
接続を解除した。

BLUETOOTH対 応 機 器 を 操 作 し
て、再度本機と接続してください。
それでも接続できない場合は、本機
からBLUETOOTH対応機器の登録
を削除し、BLUETOOTH対応機器
の登録機器リストから「Strada」を
削除し、再度機器登録してください。

ー

BLUETOOTH対応機器が操作待ち
になっている。

BLUETOOTH対応機器を操作して
BLUETOOTH接続を許可してくだ
さい。

ー

本機の近くに、他のBLUETOOTH
対応機器や2.4 GHz帯を使用する
機器がある。

混信するため、他の機器を本機から 
離してください。それでも混信する
場合は、他の機器の電源を切ってく
ださい。

ー

BLUETOOTH対応機器が金属物に
触れている。

金属物から離してください。 ー

BLUETOOTH関係
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BLUETOOTH関係
症　　状 原　　因 処　　置 ページ

登録したBLUETOOTH
対 応 機 器 が 自 動 的 に 
本機と再接続されない。

BLUETOOTH対応機器と本機の間
に障害物がある。

BLUETOOTH対応機器と本機の間
の障害物を取り除いてください。 ー

音質が悪い。  
（音がひずむ・ノイズが
発生するなど。）

本機の近くに、他のBLUETOOTH
対応機器や2.4 GHz帯を使用する
機器がある。

混信するため、他の機器を本機から 
離してください。それでも混信する
場合は、他の機器の電源を切ってく
ださい。

ー

BLUETOOTH対応機器の電池残量
が少ない。

充電してください。 ー

ハンズフリー通話でき
ない。

BLUETOOTH接続がされていない。 再度接続してください。 P.107

携帯電話がマナーモードになってい
る。

機種によっては、マナーモードに設
定していると本機から着信音が出
力されない場合があります。マナー
モードを解除してください。

ー

ハンズフリー通話中、
エコーやハウリング
が起こる。

受話音量が大きすぎる。 音量を下げてください。
P.110

ハンズフリー通話中、 
相手の音声が聞き取り
にくい。

受話音量が小さい。 音量を上げてください。
P.110

着信履歴から発信でき 
ない。

番号非通知の相手にかけようとし
た。

番号非通知の相手には発信できませ
ん。 ー

通話しづらい。 マイクと話者の距離が近いまたは離
れている。

適切な距離でお話しください。 ー

エアコンの送風音をマイクが拾って
いる。

エアコンの送風を弱くするか、止め
てください。 ー

BLUETOOTH Audio 
モード画面から操作
できない。  

（再生はできる。）

BLUETOOTH対応機器がAVRCP
（Audio/Visual Remote Control 
Profile)に対応していない。

AVRCPに対応していない場合は本機
から操作できません。BLUETOOTH
対 応 機 器 で 操 作 し て く だ さ い。 

（機種によっては、AVRCPに対応し
ていても一部の操作ができない場合
があります。）

ー

BLUETOOTH Audio 
の音量が小さい。

BLUETOOTH対応機器の音量が小
さい。

BLUETOOTH対応機器の音量を調
整してください。 ー
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症　　状 原　　因 処　　置 ページ

ラジオが受信できない／ 
自動選局ができない／ 
ノイズが多い。

強い電波の放送局がない。 手動で選局してください。 P.120

放送局の電波が弱い。 他の放送局を選局してみてください。 －

周りに障害物があるなど、受信状態
が良くない。

受信状態が良くなると、音の入りが
良くなり、雑音が少なくなります。
受信できる場所に移動してください。

－

エアコンやワイパー動作に連動した
ノイズが発生している。

車両側の電装品が動くとノイズが入
る場合があります。電装品の動作を
止めてください。

ー

本機の近くに携帯電話や無線機を置
いている。

妨害を受ける可能性がありますので
離してご使用ください。 ー

ラジオアンテナ、オートアンテナコ
ントロールコードが正しく接続され
ていない。

ラジオアンテナ、オートアンテナコ
ントロールコードの接続を確認して
ください。

取付 
説明書

ラジオアンテナが十分に伸びていな
い。

ラジオアンテナが十分に伸びている
か確認してください。 ー

モーターアンテナ車のアンテナが 
下がっている。

モーターアンテナ車の場合、メニュー
画面の 上げる をタッチしてアンテナ
を上げてください。

 P.27、 
P.104

周波数再編が実施された。  
（これまで受信できた放送局が受信
できなくなった。）

新しい周波数をプリセットリストに
登録してください。 P.120

ワイドFM非対応のラジオアンテナ
でFM補完放送を受信しようとし
た。

ラジオアンテナがワイドFMに対応 
していない場合は、FM補完放送を 
受信できません。

ー

ラジオ
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こんなメッセージが出たときは

メッセージ表示 メッセージが出る原因 本機の動作および処置 ページ

配線の不良または機
器の故障の可能性が
あります。お買い上
げの販売店またはお
近くのサービス窓口
にご相談ください。

正しく配線されていない。 配線を確認してください。 取付 
説明書

本機が故障している。 お買い上げの販売店、またはお近く
の「サービスご相談窓口」に修理を
依頼してください。

ー

DC24 V車に取り付けている。 ACCをOFFにしたあと、電源コード 
や車両・AVインターフェースコード
などを抜いて本機を取り外してくだ
さい。

ー

本機は12 Ｖ車専用 
です。24 Ｖ車には使 
用できません。
事故・故障の原因と 
なります。
使用を中止し、本機を 
取り外してください。

DC24 V車に取り付けている。 ACCをOFFにしたあと、電源コード 
や車両・AVインターフェースコード
などを抜いて本機を取り外してくだ
さい。 ー

高温のため、動作を 
停止しています。
エアコンをかけ車内
の温度を下げてから
安全な場所に停車し、
エンジンをかけ直し
てください。

本機の内部温度が異常に高い。 内部温度が下がるまでお待ちくださ
い。

ー

車速信号が検出でき
ません。
車速信号コードの接
続をご確認ください。

車速信号コードが接続されていない。 車速信号コードの接続を確認してく
ださい。それでも改善しない場合は、
お買い上げの販売店にご相談くださ
い。

取付 
説明書

 入力コードが正しく
ありません。

入力したセキュリティコードが、設定
してあるセキュリティコードと違う。

正しいセキュリティコードを入力し
ないと、本機の操作ができません。
正しいセキュリティコードを入力し
てください。

P.130

 SDカードを読めませ
んでした。SDカード
が挿入されているか確
認してください。

SDメモリーカードが挿入されてい
ない。

Webサイトから取得したファイルを、
SDメモリーカード内の“DRIVE”フォ
ルダに入れ、SDメモリーカードを本機
に挿入してください。

 P.19、
P.36

SDメモリーカードは挿入されてい
るが、認識できていない。

SDメモリーカードを抜き、再度確実
に挿入してください。 P.19

ナビモード
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メッセージ表示 メッセージが出る原因 本機の動作および処置 ページ

 受信局が変化しました。 
情報を受信中です。

VICS情 報（ レ ベ ル1／ レ ベ ル2） 
表示中に受信周波数が変わり、FM
多重の情報を受信したが、表示可能
な情報ではない。

表示可能な情報が受信できるまで
は、メッセージが表示されたままと
なります。しばらく待っても表示が
変わらない場合は、放送エリア外に
いるか、エリア内にいるが電波状況
が悪く、受信できない可能性があり
ます。

ー

 情報の受信中です。 表示しようとしている情報が受信で
きていない。（受信感度は良い）

受信できるまでしばらくお待ちくだ
さい。 ー

 サーチ中は登録でき
ません。

FM多重放送局のサーチ中に、 未設定
を長くタッチしてプリセット登録しよ
うとした。

サーチが完了して周波数が表示され
た後、プリセット登録してください。 P.84

 放送局は登録されて
いません。

FM多重放送局をプリセット登録し
ていないときに、 未設定 をタッチ
した。

あらかじめ、放送局をプリセット登
録しておかないと、この機能は働き
ません。

P.84

 情報を受信していま
せん。

受信エリア外にいる。 受信エリア外では、受信できません。 ー

受信エリア内にいるが、電波状況が
悪く、受信できない。

場所を移動してみてください。 ー

放送局のサーチ中に 文字情報 ／
図形情報 をタッチした。

サーチが完了して周波数が表示され
た後、左記の操作をしてください。 ー

メッセージ表示 メッセージが出る原因 本機の動作および処置 ページ

 地点情報ファイルが
SDカードの『DRIVE』
フォルダ内にありませ
ん。

SDメモリーカード内に該当する
ファイルがない。

Webサイトから取得したファイルを、
SDメモリーカード内の“DRIVE”フォ
ルダに入れ、SDメモリーカードを本機
に挿入してください。

 P.19、
P.36

ルート情報ファイルが
SD カードの『DRIVE』
フォルダ内にありませ
ん。

SDメモリーカード内に該当する
ファイルがない。

Webサイトから取得したファイルを、
SDメモリーカード内の“DRIVE”フォ
ルダに入れ、SDメモリーカードを本機
に挿入してください。

 P.19、
P.36

 登録地点がありませ
ん。

本機に地点を登録していない。 地点を登録してください。  P.31、
P.32

ナビモード

ナビモード（VICS）
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困
っ
た
と
き

本機が正常に動作しない場合は、以下の操作を行ってください。

本機が正常に動作しないとき

本機のリセットボタンを押す。zP.16
※ リセットボタンを押しても、本機に登録した情報（登録地点など）は消去されません。設定内容がお買い上げ時

の状態に戻る場合があります。

※ リセットボタンを押したときに「ボツ」という音（ノイズ）が発生する場合がありますが、故障ではありません。

※ セキュリティコードを設定している場合、リセットボタンを押すとセキュリティコード入力画面が表示されま
すので、セキュリティコードを入力してください。zP.130

■ リセットや初期化を行っても正常に戻らない場合

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

■ 頻繁に発生する場合

初期化画面の 出荷状態に戻す（全て）をタッチする。zP.128

※ 本機に設定した内容や登録した情報など全て初期化されます。  
本機に登録した情報（登録地点など）は初期化する前にSDメモリーカードにバックアップしてください。

再度、本機のリセットボタンを押す。

それでも正常に戻らない場合

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの ｢サービスご相談窓口｣
に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。
※故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

万一、故障や異常が起こったら
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