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地図画面の見かたと操作

時計表示
GPS衛星から信号を受信して、自動的に
調整されます。（手動では調整できません。）

GPS マーク
GPS衛星による自車位置の測定を
行っているときに表示されます。
※		表示されないときや点滅が継続する

ときは、GPSアンテナの受信状態
を確認してください。（21ページ）

方位マーク
タッチすると、地図の
向きが切り換わります。
（29ページ）

		ノースアップ	
（北が上の地図）
		ヘディングアップ	
（進行方向が上の
地図）

広域（28ページ）
地図の縮尺が広域になり
ます。

詳細（28ページ）
地図の縮尺が詳細になります。

メニュー（30ページ）
ナビメインメニューが表示されます。

自車マーク
自車位置と進行方向を表示。

	GPS信号を受信していないとき
は、このように表示されます。

現在地画面（自車位置を表示）

地図モード画面

緯度経度表示
カーソルの位置の緯度・経度が表示されます。

現在地画面で地図をタッチ
すると、タッチキーが表示
されます。

（現在地タッチキー画面）

ポイント登録
現在地がポイント
登録されます。

周辺検索
現在地周辺の
施設を検索し
ます。

戻る
前の画面に戻ります。

行き先設定
カーソルの位置
を行き先に設定
します。

経由地設定
カーソルの位置
を経由地に設定
します。

ポイント登録
カーソルの位置
がポイント登録
されます。

周辺検索
カーソルの周辺
の施設を検索し
ます。

現在地
現在地画面が表示され
ます。

微調整（27ページ）
カーソルの位置を微調整
できます。

カーソル
地図の中心に表示され
ます。

ルート案内中の現在地画面

残距離表示 / 到着予想時刻
目的地までの距離と到達予想時刻が表示さ
れます。

分岐名称案内
分岐交差点の名称と
曲がる方向が表示さ
れます。
目的地方向直線表示※

目的地の方向が点線
で表示されます。
交差点名称表示※

ルート上の交差点の	
名称が表示されます。

再探索※

現在地からルート
をもう一度探索
します。

別道路切換
隣接した平行な道路で
自車マークを正しい位置
になおします。

現在地タッチキー画面表示中に地図をタッチすると、タッチした地
点を中心とした地図が表示されます。（地図モード画面）

※	ルート案内中のみ表示されます。

※		表示する /しないの設定が
できます。（83ページ）

電池残量表示
バッテリー駆動時に表
示されます。

	→	 	→	
残量多	 	残量少
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ハイウェイマップ
高速道路を走行中に表示されます。
SA・PA・IC、料金所の名称、自車からの距離、JCT で接続する
路線や方面名がわかりやすく表示されます。

高速案内表示を「2画面」に設定すると、補助地図が表示されます。
（83ページ）
タッチすると、次 /前
のSA・PA・IC・料金所・
JCTなどに移動します。

現在地
現在地に切り換わります。

動かすには（スクロールする）

1 現在地画面で
地図をタッチする。
●		現在地タッチキー画面が
表示されます。

2 現在地タッチキー画面で
地図をタッチする。
●		タッチした地点が画面の
中心になり、カーソル	
（ ）が表示されます。
	 	（地図モード画面）

3 スクロールしたい方向を
しばらくタッチする。
●		タッチしている間、スク
ロールし続けます。

	（連続スクロール）
●		走行中に操作した場合は、
タッチした地点が地図の	
中心になります。

　

カーソルの位置を微調整するには

4 微調整 をタッチする。
●		カーソルの位置を微調整
できます。

5 矢印( )にタッチし、
画面の位置を調整する。
●		調整終了 をタッチすると、
微調整を終了します。

現在地画面に戻すには

現在地 にタッチする。

通常の地図に切り換える

ハイウェイマップにタッチする。
●		通常の地図に切り換わります。

ハイウェイマップに切り換える

ハイウェイマップ にタッチする。
●		ハイウェイマップに切り換わります。
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縮尺を切り換えるには

広域な縮尺に切り換える

広域 にタッチする。
●		地図が広域に切り換わります。

詳細な縮尺に切り換える

詳細 にタッチする。
●		地図が詳細に切り換わります。

自車マークの表示位置を変更する

調整範囲：10ｍ～50	km

現在地画面で
自車マークにタッチする。
●		タッチするごとに、自車マークの表示位置が切り換わります。

向きを切り換えるには（ヘディングアップ/ノースアップ）

ヘディングアップから
ノースアップに切り換える

にタッチする。
●		ノースアップに切り換わります。

ノースアップから
ヘディングアップに切り換える

にタッチする。
●		ヘディングアップに切り換わります。

■ センター ■ フロントワイド

●		画面の中心に自車マークを表示
します。

●  ヘディングアップ時
	 	進行方向の地図を広く表示する
位置に自車マークを表示します。

●  ノースアップ時
	 	地図の上側を広く表示する位置
に自車マークを表示します。

お知らせ
●		ナビゲーション設定画面からも、センター /フロントワイドを	
切り換えられます。（83ページ）



30 31

ナビゲーションの操作

● 行き先を探す
● ルートを編集する
● ルートを確認する
● 登録ポイント
● 登録ルート

メニュー画面の操作
地図画面で メニュー にタッチすると、ナビメインメニューが表示
されます。

ナビメインメニュー

■ 行き先メニュー（主な方法） ■ 行き先メニュー（その他）

●	名称で探す	 （34ページ）
●	電話番号で探す	（34ページ）
●	おでかけストラーダから探す
	 	 		 	 	 （35ページ）
●	自宅へ帰る	 （41ページ）
●	ルート消去	 （33ページ）
●	情報 /設定	 （下記）
●	すべて：モード選択画面を表示
	 	 		 	 	 （18ページ）
●	ワンセグ	 （64ページ）

■ 情報 / 設定

●	設定	 	 （82ページ）
●	登録情報管理
	 ・登録ポイント	（56ページ）
	 ・登録ルート	 （60ページ）
●	システム情報	 （23ページ）
●	GPS情報	 （21ページ）
●	ナビ案内音量	 （22ページ）

●	住所	 	 （38ページ）
●	ジャンル	 （38ページ）
●	周辺施設	 （39ページ）
●	登録ポイント	 （39ページ）
●	検索履歴	 （40ページ）
●	緯度経度	 （40ページ）
●	ルート編集 /確認
	 	 		 	 	 （42ページ）

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面左下の 戻る をタッチする。

■ 現在地画面を表示するには
画面右下の 現在地 をタッチする。
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