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表示の設定を変える
二画面ナビゲーションの右画面の
縮尺を変える
二画面ナビゲーションでの右画面の縮尺をあらかじ
め設定できます。
お買い上げ時の設定：100m縮尺地図

$【右画面地図縮尺の設定をする】を選び、
を押す

%

$

%
または　　　を押して縮尺を変え、
を押す

C100 m縮尺より詳細には設定できません。

C地図画面に戻るには➔ を3回押す

� OK

� OK

広
域� 詳

細�

戻る�

【ドライブ情報を表示させる】を選び、
を押す

表示したい情報を選び、 を押す

お店や観光名所などを表示する
（ドライブ情報）
地図に観光名所やホテルなどの位置をシンボルで表
示できます。シンボルを表示しておくと、あとでそ
の詳しい情報（ドライブ情報）を見ることができま
す（�92ページ）。
お買い上げ時の設定：すべて表示しない

C付属の地図ディスク以外では表示する内容が異なり
ます。

Cシンボルの種類についてはお使いの地図ディスクの
説明書をお読みください。

Cドライブ情報のシンボルは広域地図では表示しません。

Cドライブ情報の表示をお買い上げ時の状態に戻すには
�76ページ

� OK

� OK

：表示しない情報
：表示する情報

C情報を複数選ぶとき
➔手順%を繰り返す

C表示を消すには➔

表示したくない　　の項目を選び　　 を押す

C地図画面に戻るには➔ を4回押す
（ドライブ情報のシンボルが表示）
（ドライブ情報を見る�92ページ）

戻る�

� OK

C設定した内容は本機にバックアップされます。
（メモリーバックアップ用電池について �15ページ）

# を押す 【設定を変える】（設定）を選び、 を押す
【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す

メニュー�
� OK

� OK
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到着予測時刻の設定を変える

ルート案内中に表示される到着予測時刻を計算するための車の平均速度を設定します。
お買い上げ時の設定：高速道路＝90 km/h

都市高速＝50 km/h
有料道路＝40 km/h
国　　道＝30 km/h
一般道路＝20 km/h

【到着予測時刻の設定をする】を選び、 を押す

変更したい項目を選び、カーソルキー（IH）で平均速度を設定する
C10 km/h単位で設定する。

10～100 km/h
10～60 km/h
10～60 km/h
10～60 km/h
10～60 km/h

設定範囲

� OK

C地図画面に戻るには➔ を4回押す戻る�

を押す 【設定を変える】（設定）を選び、 を押す
【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す

メニュー
� OK

� OK

C実際に走行したときの速度が、設定した速度よりも速い（または遅い）場合、到着時刻がずれることがあります。

$

%

#
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地図表示の設定を変える

【地図の方向：ヘディングアップ/北上固定】

【ヘディングアップ】：案内中、進行方向が画面の上
になるように地図が回転し、
走行に合わせて地図が移動し
ます。

【北上固定】 ：案内中、常に画面の上が北に
なります。

お買い上げ時の設定：【ヘディングアップ】

【自動昼夜画面切替え】

【する】 ：昼または夜の時間帯（�51ページ）にな
ると自動的に昼画面と夜画面に切り替え
ます。

【しない】：自動的に切り替わりません。明るさ調整
で昼画面と夜画面を切り替えられます。
（�37ページ）

お買い上げ時の設定：【する】

【時計の表示】

【する】 ：地図画面に現在時刻を表示します。
【しない】：時計は表示されません。

お買い上げ時の設定：【する】

【オートズーム】

【地図表示色】

【カラー】：地図をカラーで表示します。
【白黒】 ：地図の色だけを白黒にし、VICS使用時に、

地図上の渋滞情報（赤・オレンジ・緑・黒な
どの矢印�104ページ）を目立たせて見
やすくします。

お買い上げ時の設定：【カラー】

【軌跡の表示】

【 】（赤）/【 】（赤/黒）/【 】（白）：それぞれの色
で軌跡を表示します。
【しない】：軌跡は表示されません。

お買い上げ時の設定：【 】（赤）

【する】 ：ナビゲーション中に100m縮尺より広域
な地図にすると、5分後に自動的に
100m縮尺地図に戻ります。

【しない】：縮尺は自動的に切り替わりません。
ただし、25m縮尺地図では、自車マーク
の移動により50m縮尺地図に切り替わり
ます。

お買い上げ時の設定：【しない】

を押す 【設定を変える】
（設定）を選び、 を押す
【表示や案内の設定をする】を選び、

を押す

� OK

� OK

【地図表示の設定をする】を選び、
を押す� OK

変更したい項目を選び、 を押す� OK

C地図画面に戻るには➔ を4回押す戻る�

黄色：現在の設定内容
赤枠：選ばれている内容

案内中の地図の向きや昼/夜画面の時間帯による
自動切り替え、時計の表示、縮尺の自動切り替え、
地図の色、走行軌跡のマークの色の設定を変更で
きます。

メニュー

$

%

#
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画面のデザインを変える

【画面デザインの設定をする】を選び、
を押す� OK

変更したい項目を選び、 を押す� OK

& 変更したいデザインを選び、 を押す

（例）【方位マークを設定する】を選んだ場合

� OK

赤枠：選ばれている内容
黄色：現在の設定内容

C地図画面に戻るには➔ を5回押す戻る�

地図の方位マーク、カーソル、軌跡、ルート作成中
に表示される車のデザインをお好みに合わせて変更
できます。

を押す 【設定を変える】
（設定）を選び、 を押す
【表示や案内の設定をする】を選び、

を押す

� OK

� OK

地図に表示される方位マークを下記の3種類の中から
選べます。

お買い上げ時の設定：【 】

【方位マークを設定する】

地図に表示されるカーソルと地図上につけたマーク
を選ぶときなどに表示されるカーソルを下記の6種類
の中から選べます。

お買い上げ時の設定：【 】

【カーソルを設定する】

C左：カーソル
右：マークを選んだときなどの表示

ルート探索中などに表示される車のデザインを下記
の6種類の中から選べます。

お買い上げ時の設定：【 】

【車の種類を設定する】

案内中に通った道筋に表示される軌跡のマークを
下記の6種類の中から選べます。

お買い上げ時の設定【 】

【軌跡を設定する】

C軌跡の大きさや色を変更するには�72ページ

ル－ト探索中の画面

メニュー

$

%

#
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音声や案内の設定を変える

案内中に、ルート案内に関する音声ガイドだけを
流すようにすることができます。

【普通】 ：59～61ページの音声ガイドのみ
（トンネルでの音声ガイドは除く）

【おしゃべり】：普通＋トンネルでの音声ガイドや
これだけメニューでの音声ガイド
（� 別冊4ページ）と電源を入れ
たときのあいさつやルート探索中
の音声など

お買い上げ時の設定：【おしゃべり】

音声ガイドの種類を変える 案内の設定を変える

% %【おしゃべり】または【普通】を選び、
を押す

赤枠：選ばれている内容
黄色：現在の設定内容

C地図画面に戻るには➔ を4回押す

� OK

戻る�

$ $【音声ガイドの設定をする】を選び、
を押す� OK

渋滞を避けたルート（D.R.G.S.）やハイウェイナビ
ゲーションへの自動切り替え、高速道路での分岐点
の立体表示、ルートから外れたときの案内方法、経
由地へ到着したときの音声案内や迂回ルートの距離
などの設定を変更することができます。

変更したい項目を選び、 を押す

黄色：現在の設定内容
赤枠：選ばれている内容

� OK

C地図画面に戻るには➔ を4回押す戻る�

【案内の設定をする】を選び、 を押す� OK

# を押す 【設定を変える】（設定）を選び、 を押す
【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す

メニュー�
� OK

� OK

C設定した内容は本機にバックアップされます。
（メモリーバックアップ用電池について �15ページ）
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【D.R.G.S.】（ダイナミック・ルート・ガイダンス・システム）

【する】 ：ルート案内中、VICSの交通情報に変化があると、渋滞を避けたルートを自動的に作り直します。
【しない】：渋滞を避けたルートは作られません。

お買い上げ時の設定：【しない】

C別売のVICS内蔵テレビチューナーユニット（KX-GNT32）と光/電波ビーコン対応VICSユニット
（KX-GNV12）が必要です。

CD.R.G.S.は、VICSの設定で地図情報の表示を【ビーコン】に設定する必要があります。（�100ページ）

【オートリルート】（�62ページ）

【する】 ：ルートを外れたときに、自動的に元のルートに戻るルートを作ります。
（細街路走行中はオートリルートははたらきません。）

【しない】：ルートを外れたときに、『案内ルートを外れました』の音声ガイドが流れ、自動ではリルートは行い
ません。

お買い上げ時の設定：【する】

【ハイウェイナビ自動切替え】（ハイウェイナビゲーションについて �56ページ）

【一画面】：案内中、高速道路を走行すると自動的に一画面のハイウェイナビゲーションに切り替えます。
【二画面】：案内中、高速道路を走行すると自動的に二画面のハイウェイナビゲーションに切り替えます。
【地図】 ：案内中、高速道路を走行すると地図画面での案内を行います。

お買い上げ時の設定：【地図】

C【地図】に設定していても、高速道路で案内中に　　　を押すとハイウェイナビゲーションに切り替えられます。

C【一画面】または【二画面】に設定していても、案内中に　　　 を押すと一画面または二画面に切り替えられ
ます。

C高速道路上（サービスエリアなど）で設定を変えても、案内の画面は切り替わりません。

画面モード�

一画面/二画面�

迂回したルートを作るときの、迂回して元の
ルートに戻るまでの距離を1/2/3/4/5 km
の中から選べます。

お買い上げ時の設定：【2】km

C迂回ルートの作りかた �63ページ

ルート�

迂回ルート�

現在地�

迂回する距離（区間）�

1/2/3/4/5km�
中の中から選べる�

【迂回する距離】

【リアルジャンクション案内】（�52ページ）

【する】 ：高速道路のジャンクションでの分岐や出口への案内時に、リアルジャンクション案内を行います。
【しない】：リアルジャンクション案内は表示されず、交差点拡大表示を行います。

お買い上げ時の設定：【する】

C【する】にしていても、付属の地図ディスクおよびナビ研S規格拡張フォーマットに対応した地図ディスク以
外では、リアルジャンクション案内は表示されません。

【経由地での到着案内】

【する】 ：ルート案内中に、経由地に近づくと、『まもなく経由地です』と音声案内をします。
【しない】：経由地での到着案内は行いません。

お買い上げ時の設定：【する】

C【する】に設定したときは、経由地が曲がる交差点やジャンクションにある場合、次の案内は行いません。
B右左折の音声ガイド B交差点拡大表示 Bリアルジャンクション案内

音
声
や
案
内
の
設
定
を
変
え
る
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変える 設定・登録したものや軌跡を消す

登録したルートやマーク、軌跡、今までの目的地を消したり、各種設定をお買い上げ時の状態に戻したり
できます。

% 消したい内容を選び、 を押す

■消す場合は
➔【はい】を選び、 を押す

■消さない場合は
➔【いいえ】を選び、 を押す

� OK

� OK

� OK

$【設定したものを消す】を選び、 を押す� OK

C地図画面に戻るには➔ を4回押す
【各設定を初期化する】を選んだ場合は、初期
画面を表示して地図画面に戻ります。

戻る�

# を押す 【設定を変える】（設定）を選び、 を押す
【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す

メニュー
� OK

� OK

【ルートを全部消す】
ルートをすべて消します。

【マークを全部消す】
設定した自宅および、つけたマークをすべて消し
ます。

【軌跡を全部消す】
走行軌跡をすべて消します。

【今までの目的地を全部消す】
今までに設定した目的地をすべて消します。

【各設定を初期化する】
現在地の設定と下記の設定内容をお買い上げ時の
状態に戻します。

【表示や案内の設定をする】
・右画面地図縮尺
・ドライブ情報
・案内の設定
・到着予測時刻
・地図表示の設定
・画面デザイン
・音声ガイド
【VICSの設定をする】
【FM文字多重の設定をする】
【自立航法の設定をする】
テレビの設定（オートメモリ、プリセットチャンネル、
画面モード、音量、明るさ、色あい、色の濃さ）
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