
S
S
D

カ
ー

ナ
ビ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

C
N
-B
R
300B

取
扱

説
明

書

Printed in China

〒224‒8520　横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2016

製 造 番 号
（Serial No.）

万一の故障や盗難時に必要です。保証書、もしくはナビゲーションユニットの 
底面にある製品銘板で、9桁の番号をご確認ください。

（ ）
ナ ビ I D 製造番号が不明な場合(盗難時など)の確認用として、必要な場合があります。

「バージョン情報」(zP.131)で、番号をご確認ください。

（ ）

おぼえのため、記入されると便利です。

修理に関するお問い合わせは、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」

（P.171）へご連絡ください。

YEFM0411693B　S1216-2097
HDC3A002010

保証書別添付

ご使用前に、「安全上のご注意」（zP.8～P.11）を必ずお読みください。

ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、
インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。

PC  https://panasonic.jp/navi/
下記サイトで「ユーザー登録」 をお願いします

 

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
・説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管して

ください。 

※ SSD とはSolid State Device（ソリッドステートデバイス）の略で、地図データの記録媒体として（大容量）

フラッシュメモリーを使用したものです。

取扱説明書
SSDカーナビステーション

CN-BR300B品 番

表1　（Front Cover）表4　（Back Cover）

Confidential  無制限 CN-BR300B　取扱説明書 3版　（CN-BR300B Instruction manual “3rd Edition”）



2

本機の特長本機の特長
豊富な地図情報

ゼンリンの豊富で分かりやすい8 GBの地図情報を 
収録しています。

BLUETOOTH®対応
お手持ちのスマートフォンで 
BLUETOOTH Audioやハンズフリーを利用できます。

VICS WIDE対応
最新のFM多重による渋滞情報と渋滞回避（DRGS）に 
対応します。
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本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

zP.3 参照していただきたいページ番号を表します。

AUDIO など
パネル部のボタンを
白地に黒文字 で表します。

 （例）

AUDIO を押す、または AUDIO をタッチ

する。

AUDIO

AUDIO

1

 （例）

郵便番号を入力し、 検索 をタッチする。
-12 -22

-22

-12

2

AUDIO など
タッチパネル部のボタンを
黒地に白文字 で表します。

タッチパネル操作や
パネル部の操作を表します。

操作の順番を表します。

※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※寸法・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。
※画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。
※URLは、予告なく変更になることがあります。
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