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目的地・経由地マーク ...........47
目的地付近 .............................68
目的地方向直線...........47、159
目的地履歴 .............................60
文字サイズ(地図)..................36
文字情報 ...................... 82～84
文字情報割込み表示 ...........162
文字入力のしかた ...............184
モニターの角度を調整する 
 .............................................20

や行
郵便番号 .................................60
郵便番号設定 ..............94、100
有料道路優先レベル 
 ............................ 35、66、72

有料優先 .........................64、71
曜日時間規制探索 ..........73、75
横付け探索 .............................73

ら行
ラジオ ..................................124
ラジオアンテナ......................25
ランダム .........106、122、127
ランチャーメニュー 
 .......................... 33、34、165

ランドマーク .................36、45
リクエスト音声案内 ..............77
リストの操作のしかた .......183
リセット ..............................182
立体ランドマーク .......45、161
リピート 
 .........106、122、127、132

リモコン .................................16
リヤビューカメラ ...............154
料金案内 ......................76、155
ルート案内 ..........................195
ルート案内を中止する ..........54
ルートガイド ......41、53、159
ルート確認 .....................51、68
ルートサイド検索 ..................62
ルート情報 .............................65
ルート色 ......................47、161
ルートスクロール ..........51、68
ルート探索 ..................71、195
ルートチューン..............66、67
ルート表示 ..........................161
ルートを確認する ..................68
ルートを消去する ..................54
ルートを変更する ..........66、67
レーン案内 ....35、46、77、160
レーン看板 .....................46、47

レーンリスト ......41、53、159
録音 ................103、104、190
録音・音質設定 ....................103
録音音質設定自動表示 .......103
録音曲再生レベル自動調整 ...109

わ行
割込情報 .................................84
割込み表示時間...................162
ワンタッチダイヤル 
 ....................144、147、148

数字
1画面......................................52
2画面......................................52
2D表示 ..................................52
3D表示 ..................................52
3Dセンサー補正 ........23、194
3D調整 ..................................53
5ルート ..................................64
100ｍ縮尺市街地図表示 
 ..................................40、161

アルファベット
AAC ...............103、105、189
AUDIOをOFFする ..............92
AUDIOをONする ................92
BAND .................................124
B-CASカード .....13、21、101
BEACON ...............................48
BLUETOOTH .........138、192
BLUETOOTH Audio 
 ............................ 128～131

BLUETOOTHパスキー 
 ...............................131、141

BMP ....................................189
CD .......103～105、122、186
CDダイレクト録音 ............103
DISC.......................................93
DSRC 
 ....48、82～84、156、195

DSRCアップリンク 
 ...............................156、162

DSRC一般情報割込み表示 
 ..........................................162

DSRC車載器 ......................156
DSRC優先情報割込み表示 
 ..........................................162

DSRC割込情報 .....................84
DVD ........... 118～121、186
eco .................................64、71
ecoドライブ .........................88

ETCカード未挿入警告 ......165
ETC拡大図 .................43、159
ETC車載器 .........................155
ETC料金表示......................155
FM/AM ...............................124
FM受信状態 ...................83、86
FM多重放送 ................86、195
FM+BN .................................48
FOCUS ...............................163
Google マップ ™ ..................57
GPS............ 18、22、44、193
Gracenote 
 ...23、112、114～117、191

HDD情報表示 .......................22
HDD MUSIC 
 ................. 103～117、187

IC  ...........64、66、68、70、74
iPod ...............131、132、190
ITSスポットマーク 
 ..................................45、161

JPEG ..................................189
LINKメニュー .......................31
LPCM .......................103、105
Mix To Rear ......................163
MP3/WMA 
 ........... 105、122、187、188

MUTE ....................................19
PA ...........................................48
PHOTO................. 133～135
Podcast .............................132
SA ...........................................48
SALAS ...............................194
SD-Audio ................127、189
SD-Video ................126、189
SDメモリーカード .......28、29
Space Setting .................163
SRS CS Auto DX ...........163
SRS WOW HD .................163
TILT ........................................20
TOP25 ...............................108
TruBass .............................163
VICS 
 .......36、48、82～85、196

VICS経路探索 ....73、75、159
VICS/DSRC設定 ..............162
VTR .....................................154

商標などについて
 ●本機はMicrosoft® Windows® Automotive
で動作します。
 ●  Microsoft、Windows、Windows Vista、
Windows Automotive、Windows Media
は、米国Microsoft Corporationの米国および 
その他の国における登録商標または商標です。
 ●  は、財団法人道路交通情報通信シス
テムセンターの商標です。
 ●ETCは、財団法人道路システム高度化推進
機構(ORSE)の登録商標です。
 ●DSRCは、一般社団法人ITSサービス推進 
機構(ISPA)の登録商標です。
 ●ITSスポットロゴは、国土交通省の登録商
標です。
 ●本機は、ドルビーラボラトリーズからの 
実施権に基づき製造されています。Dolby、
ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビー
ラボラトリーズの商標です。
 ●  と  は、SRS Labs, Inc.の商標です。
 ●CS Auto DXおよびWOW HD技術は、SRS  
Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品
化されています。
 ●SD、SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
 ●BLUETOOTHワードマークとロゴは、Bluetooth 
SIG所有であり、ライセンス取得者「パナソニッ
ク株式会社」のマーク使用は、許可を得ています。 
その他のトレードマークおよびトレードネームは
各所有者のものです。
 ●｢iモーション｣は、株式会社NTTドコモの
登録商標です。
 ●QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。
 ●ミュージックソムリエ ロゴは、パナソニック
株式会社の登録商標です。
 ●本製品は、株式会社ACCESSのNetFront 
BrowserおよびASKを搭載しています。

 

・ 本製品のソフトウェアの一部分に、
Independent JPEG Groupが開発した 
モジュールが含まれています。

・ ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、
日本国、米国、およびその他の国における
株式会社ACCESSの登録商標、または商
標です。
 © 2011 ACCESS CO.,LTD. ALL rights 
reserved.

 ●Google、Googleロゴ、およびGoogleマップ
は、Google Inc.の商標または登録商標です。
 ●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、
米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

 ●「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、
それぞれiPod,iPhone専用に接続するよう
設計され、アップルが定める性能基準を満た
しているとデベロッパによって認定された
電子アクセサリであることを示します。
 ●アップルは、本製品の機能および安全およ
び規格への適合について一切の責任を負い
ません。
 ●iPod,iPod classic,iPod nano,iPod touch
は、米国および他の国々で登録されたApple 
Inc.の商標です。

 ●本機の説明書に記載されている各種名称、
会社名、商品名などは、各社の登録商標ま
たは商標です。
 ●各社の商標および製品商標に対しては特に
注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重
いたします。

 ●本製品は、AVC Patent Portfolio License
に基づきライセンスされており、お客様が
個人的かつ非営利目的において以下に記載
する行為に係る個人使用を除いては、ライ
センスされておりません。

 ・ AVC規格に準拠する動画（以下、AVCビ
デオ）を記録する場合

 ・ 個人的かつ非営利的活動に従事する消費
者によって記録されたAVCビデオを再生
する場合

 ・ ライセンスをうけた提供者から入手され
たAVCビデオを再生する場合
詳細については、米国法人MPEG LA, 
LLCにお問い合わせください。
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