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明るさ ············ 23、151、159
圧縮オーディオ高域補完 ···153
アスペクト切換 ············158
アルバムアートワーク ···100
アルバムの情報を編集する ··· 86
アングル ························113
案内出力スピーカー ······· 23
案内図 ······················· 27、36
案内設定 ························152
案内ポイントマーク ······· 32
案内ルート ······················ 32
行き先ショートカット ··· 40
行き先設定  ······29、37、45
行き先メニュー················41
行き先を探す ···········46～54
緯度経度で探す ·············· 50
イコライザー ················155
一般優先 ·············55、60、62
居眠り防止案内 ····· 65、152
入口/出口IC ······45、56、58
インテリジェントルート探索 
　  ··························· 63、152
迂回メモリー ·················· 68
映像出力切換 ················114
液晶AI ···························158
エリアモード ················119
オーディオ設定 ············153
オーディオメニュー ···· 40、76
オートプリセット ·········119
オート放送局サーチ ·····111
オートリルート······ 63、152
オープニング ················118
お気に入り ··············· 81、83
おでかけストラーダで探す 
　  ·····························52～54
おでかけスポット ····52～54
おでかけプラン········52～54
おでかけモード·············108
おまかせ ·············55、60、62
音楽データ ···· 80、148、174
音質の設定を変える ·····155
音声 ·······················113、114
音声案内 ··················· 64、65
音声ガイド ····················154
音声ダイナミックレンジ 
　  ··································114
音声認識ガイド音声 ····154
音声認識モード切換 ····137
音声分岐案内 ·················· 65
オンライン検索  ······ 86、90
音量（AUDIO） ············· 18
音量（ナビ） ···················· 18
音量（ハンズフリー） 
　  ·························127、130
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カーブ案内 ······ 29、64、152
解析状況 ·························· 81
かえる通知 ·········· 123、134
各種設定 ·············· 150～154
各種設定リセット ········154
学習レベル（車両信号） ···· 21
拡大図表示 ······················ 28
拡張ユニット情報··········· 20
各部のなまえとはたらき ···· 14
画質調整 ························158
カテゴリ再生 ·················· 83
カメラ画質調整 ·············· 23
カメラスケール表示 ······· 23
カメラ割込み ·················· 23
画面OFF ················ 17、154
画面設定 ························130
規制情報 ················· 33、153
季節規制 ·························· 60
季節規制メッセージ表示 
　  ··························· 60、152
起動パスワード ·············· 24
曲調解析 ·························· 81
曲の情報を編集する ······· 86
距離優先 ·············55、60、62
緊急警報放送(EWS) ····107
緊急情報 ·························· 69
クロスフェード··············· 91
経由地設定 ········· 37、55、58
県域設定 ···············102、111
言語コード ···········115、188
現在地画面 ······················ 29
現在地メニュー ······· 29、37
広域/詳細 ················ 30、34
広域地図 ·························· 26
広域避難場所 ··· 73、107、183
交差点拡大図 ········· 28、152
交通情報（TI) ················119
合流案内 ·········· 29、64、152
コマンド ···············136、186、189
コントラスト ··· 23、151、159

さ行
細街路探索 ······················ 62
再探索 ·················37、58、60
サビスキャン ··········· 83、91
サブウーファー出力 ····153
サブディスプレイ表示 
　  ·························120、154
サラウンド効果 ············156
シーク選局 ····················119
シーズンレジャーランドマーク 
　  ··························· 31、151
市街地図 ········ 26、151、183
事故多発地点 ··· 29、64、152
自車位置 ·········· 17、29、180
自車位置変更 ·················· 20

自車マーク ······ 29、39、151
システム情報 ·················· 20
システム設定（デジタルTV） 
　  ·························102、110
システム設定(ナビ) ·····154
システムの初期化·········154
施設情報 ·························· 57
施設の名称で探す··········· 48
自宅登録 ·························· 22
自宅に設定 ······················ 67
自宅へ帰る ······················ 48
視聴制限 ························114
自動接続 ················· 96、126
字幕 ·······················113、114
シミュレーション ··········· 56
ジャイロ角度補正 ·········· 21
車載用カメラ ················143
車速パルス ······················ 21
車速パルス検出レベル ·····154
車速補正係数 ················154
シャッフル ····················101
車両情報 ·························· 22
車両信号情報 ·················· 20
ジャンル一覧表 ············ 186
住所で探す ······················ 48
渋滞規制音声案内 ···37、64、153
渋滞・混雑表示 ··············· 153
渋滞情報 ······33、37、69、153
渋滞データバンク ··········· 71
渋滞データバンク探索 
　  ···················· 29、62、152
渋滞なし表示 
　  ···················· 33、71、153
周辺検索 ·········· 37、50、181
周辺ジャンルから探す 
　  ···································· 46
縮尺を切り換える ··········· 34
縮尺切換メッセージ表示 
　  ··························· 34、151
受信モード ····················110
手動選局 ························119
手動録音 ·························· 80
主要施設から探す ·········· 46
情報 ·································· 40
情報/設定 ······················· 40
情報表示 ·············37、57、66
初期設定（デジタルTV） ···102
初期設定（ナビ） ······· 22、41
信号切換 ························110
スイテルート案内 ··········· 63
スキャン ·············79、83、99
スクロール ················· 3、34
図形情報 ·········· 69、70、153
図形情報割込み表示 ····153
スナップエフェクター 
　  ··························· 93、116
スピーカー出力レベル ·····153

スピーカー選択 ·············· 23
スピーカーディレイ ·····153
スマートIC ················45、62
スライドショー·············118
静止画データ ··········· 116、175
セキュリティ ················130
設定 ·································· 41
選曲 ·····79、82、83、99、101
選局パネル ····················104
全行程一覧 ······················ 55
走行軌跡 ················· 30、151
操作音 ····························154
側道拡大図 ······················ 28
ソフト情報 ····················111
ソフトメニュー·············114

た行
タイトルメニュー ·········113
ダイナミックコントラスト制御 
　  ··································158
タイムスタンプ··········· 30、33
ダイレクトタッチメニュー 
　  ··································112
他モード時の案内 ·········152
探索条件 ············45、60、62
探索設定 ························152
地上D選局対象 ············111
地図スクロール地名表示 
　  ··························· 29、151
地図データベース ·· 183～185
地図表示設定 ················151
地図表示変更メニュー ··· 35
地図モード画面 ·············· 29
地点メニュ－ ·····29、37、45
チャンネル設定 ············102
駐車場情報 ············· 33、153
駐車場マップ ··· 27、36、151
チューナーマーク ······· 30、33
昼夜切換 ·························· 22
通過点 ······················· 32、58
通信設定 ························132
ツートップメニュー ······· 40
提携駐車場 ······················ 57
ディスク ················· 77、172
ディモーラ ····123、132、134
ディモーラ設定 ············132
データ ······························ 41
データ消去 
　　 ··········30、50、54、63、148
データ放送 ····················106
デジタルTV ········ 102～111
デジタル録音モード ······· 80
電話帳 ···················128、130
電話番号で探す ·············· 48
電話をかける ················128
到着予想時刻 
　  ·················· 32、134、152

登録ポイント ··········· 46、66
登録ポイントから探す ··· 46
トーン ····························127
時計表示 ················· 30、154
都市高マップ 
　  ···················· 26、36、151
トップメニュー·············113
取付角度 ·························· 22

な行
ナビミュート ················153
難交差点拡大図 ·············· 28
抜け道 ············ 30、151、183
抜け道探索 ······················ 60
ノースアップ ····· 30、34、151

は行
ハートフル音声 ····· 65、152
ハイウェイ入口案内 ······· 28
ハイウェイ分岐図 ···· 28、152
ハイウェイマップ ·········27、36
発声のコマンド ············189
バランス/フェーダー ······155
番組内容 ························104
番組表 ····························104
番組連動情報 ·················· 72
ハンズフリー ······ 123～131
ハンズフリー設定 ············130
ビーコン ·········· 33、69、181
ビジュアルシティマップ 
　  ··························· 26、151
標準モード ······················ 91
ヒント ····························150
フィーリングリンク再生 ···· 82
踏切案内 ·········· 29、64、152
プリセットメモリー ·····119
ブルーレイディスクプレーヤー 
　  ························ 144～146
プレイリスト 
　  ······· 82、84、99、101、113
プログラム ····················113
プロバイダ ····················132
フロントワイド·············151
ページ送り ····················113
別売品 ····························142
別ルート ·············55、60、62
ヘディングアップ 
　  ···················· 30、34、151
ヘルプ ····························137
ボイスコントロール 
　  ························ 136～141
ポイント登録 ··········· 37、66
方位マーク ······················ 30
放送局一覧 ····················110
放送メール ····················111
ホームネットワークカメラ 
　  ················123、132、134

ホームネットワーク 
　 カメラ設定 ···············132
ホームモード ················108

ま行
マップセレクト······· 38、151
マップマッチング ·········180
マルチアングルマーク ·····114
マルチカメラシステム ·····143
マルチコマンド·············136
ミュージックソムリエ ······· 81
ミュート ················· 18、154
メニュー画面 ·················· 40
モーターアンテナ ··········19、22
目的地・経由地マーク ···· 32
目的地付近 ······················ 56
目的地履歴から探す 
　  ···································· 50
文字情報 ·········· 69、70、153
文字情報割込み表示 ····153
文字入力のしかた ·········· 25
モニター自動開閉 ········154
モニターの角度を調整する 
　  ···································· 19

や行
郵便番号設定 ·······102、111
郵便番号で探す ·············· 50
有料優先 ·············55、60、62
よく使うボタンを設定する 
　  ···································· 40
横付け探索 ······················ 63
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ライフィニティ 
　  ················123、132、134
ライフィニティ設定 ····132
ラジオ ···················118、119
ラジオアンテナ··············· 22
ランダム ······79、83、93、99
ランドマーク ··········· 31、39
リクエスト音声案内 ······· 65
リセット ························171
立体ランドマーク 
　  ··························· 31、151
リピート ····79、83、99、101
料金案内 ················· 64、142
ルート案内 ····················181
ルート案内を中止する ··· 45
ルートガイド ···· 27、36、152
ルート確認 ··············· 37、56
ルート確認画面 ·············· 56
ルートサイド検索 ··········· 57
ルート情報 ······················ 56
ルートスクロール ···· 37、61
ルート探索 ············· 62、180
ルート表示 ············· 38、151
ルート変更 ···············58～60

ルートを消去する ··········· 58
レーン案内 
　  ··············29、64、65、152
レーン看板 ··············· 29、32
レーンリスト ····· 27、36、152
録音 ························· 80、177
録音・音質設定 ················ 91
録音曲再生レベル ·········· 91

わ行
割込情報 ·························· 70
割り込み表示時間 ··· 69、153
ワンタッチダイヤル 
　  ·························128、130

数字
1画面 ······························ 35
2画面  ····························· 35
3D ··································· 35
3Dセンサー補正 ·· 21、180
3D調整 ··························· 35
5ルート ··························· 55
100ｍ縮尺市街地図表示 
　  ··························· 26、151

アルファベット
AAC ························ 80、174
AUDIOショートカット ····· 40
AUDIOをOFFする ······· 77
AUDIOをONする ········ 77
BAND ···························118
B-CASカード ··· 13、16、111
BEACON ······················· 33
BLUETOOTH ····122、178
BLUETOOTH Audio 
　  ·····························94～98
BLUETOOTHパスキー 
　  ··························· 94、124
Blu-ray ··············· 144～146
BMP ······························175
CLUB Strada ··············· 52
CD ····························78～80
CDダイレクト録音 ········ 80
DISC ······························· 76
Dolby Pro Logic Ⅱ 
　  ··································156
DRGS ····························· 63
DVD ···················· 112～115
DVD初期設定 ··············114
D2映像出力 ·················111
ETCカード未挿入警告 
　  ··································154
ETC拡大図 ············· 28、152
ETC車載器 ···················142
ETC料金表示 ···············142
FM/AM ················118、119
FM受信状態 ············ 70、72
FM多重放送 ·········· 72、181

FM+BN ······························33
FOCUS ·························157
Google マップ ™ ···· 52、54
GPS ·············17、20、30、180
Gracenote 
　  ·············21、86～89、176
HDD情報表示 ················ 20
HDD MUSIC ··········81～91
HDMI ····························144
Hi-bitモード ··················· 91
IC··················26、27、56、58
iPod·············100、101、179
JPEG ····························175
LINK ······················· 40、134
MCDB ···················· 83、177
MIXER'S LAB ·············155
Mix To Rear ···············157
MP3/WMA 
　  ···················· 78、79、174
Music Stylist ··············· 92
PA ···································· 33
PHOTO ·············· 116～118
Podcast ······················101
REC ································· 80
SA ···································· 33
SALAS ·························180
SD-Audio ············· 99、174
SDメモリーカード 
　  ··············· 147～149、173
Space Setting ··········156
SRS CS Auto DX ·····156
SRS WOW HD ···········156
TI ····································119
TILT ································· 19
TOP25 ·························· 83
TruBass ······················157
VICS··33、37、69～71、182
VICS経路探索 ····62、63、153
VICS設定 ·····················153
VTR ·······························143
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