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さくいん（50音順） （基・N）は基本編NAVI を表しています。

（基・A）は基本編AUDIOを表しています。
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明るさ ············ 21、127、134
圧縮オーディオ高域補完 ···129
アスペクト切換 ············134
アルバムアートワーク ··· 82
アルバムの情報を編集する ·· 72
アングル ········ 95、（基・A 5）
案内出力スピーカー ······· 21
案内図 ····················（基・N 6）
案内設定 ························128
案内ポイントマーク····（基・N 8）
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イコライザー ················131
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映像出力切換 ·················· 96
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オーディオメニュー ···· 28、62
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オート放送局サーチ ······· 93
オートリルート······ 49、128
オープニング ················100
お気に入りに登録 ··········· 67
おでかけストラーダ ······· 38
おでかけスポット ····38～40
おでかけプラン········38～40
おでかけモード··············· 90
おまかせ ·············41、46、48
音楽データ ···· 65、124、150
音質の設定を変える ·····131
音声 ··························· 95、96
音声案内 ··················· 50、51
音声ガイド ····················130
音声ダイナミックレンジ ···· 96
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各種設定 ·············· 126～130
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学習レベル（車両信号） ···· 19
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カメラ画質調整 ·············· 21
カメラスケール表示 ······· 21
カメラ割り込み··············· 21
画面OFF ················ 16、130
画面設定 ························110
規制情報 ···· 129、（基・N 10）
季節規制 ················· 46、128
起動パスワード ····· 22、171
曲調解析 ·························· 67
曲の情報を編集する ······· 72
距離優先 ·············41、46、48
緊急警報放送（EWS） ····· 89
緊急情報 ·························· 55
クロスフェード··············· 77
経由地設定 ········· 27、41、44
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現在地メニュー ·············· 27
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広域避難場所 ····· 59、89、159
交差点拡大図
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合流案内 ···· 50、128、（基・N 7）
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サブディスプレイ表示
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サラウンド効果 ············132
シーク選局 ····················101
シーズンレジャーランドマーク
　  ················ 127、（基・N 8）
市街地図 ······ 127、（基・N 9）
事故多発地点
　  ········· 51、128、（基・N 7）
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自車マーク
　  ········· 26、127、（基・N 7）
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自宅登録 ·························· 20
自宅に設定 ······················ 53
自宅へ帰る ······················ 34
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自動接続 ················· 78、108
字幕 ··························· 95、96
シミュレーション ··········· 42
ジャイロ角度補正 ·········· 18
車載用カメラ ················123
車載用ビデオ ················123
車速パルス ······················ 19
車速パルス検出レベル ·····130
車速補正係数 ················130
シャッフル ······················ 83
車両情報 ··················· 20、21
車両信号情報 ·················· 18
ジャンル一覧表 ···· 162、163
住所で探す ···· 34、（基・N 2）
渋滞規制音声案内 ···27、50、129
渋滞情報（レベル3）
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渋滞データバンク ·············· 57
渋滞データバンク探索
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　  ········· 57、129、（基・N 6）
周辺検索 ··················· 27、36
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縮尺切換 ················· 24、127
受信モード ······················ 92
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初期設定（ナビ） ····20、21、29
信号切換 ·························· 92
スイテルート案内 ··········· 49
スキャン ·············64、68、81
スクロール ······················ 24
図形情報（レベル2）
　  ···················· 55、56、129

スナップエフェクター
　  ············77、98、（基・A 2）
スピーカー出力レベル ·····129
スピーカー選択 ·············· 21
スピーカーディレイ ·····129
スマートIC ······················ 48
スライドショー·············100
静止画データ ·· 98、151、（基・A 5）
セキュリティ ················110
設定 ·································· 29
設定項目 ························126
選曲 ·······64、66、67、81、83
選局パネル ···· 86、（基・A 5）
全行程一覧 ······················ 41
走行軌跡 ······ 127、（基・N 7）
操作音 ····························130
側道拡大図 ··········（基・N 10）
ソフト情報 ······················ 93
ソフトメニュー··············· 96
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ダイナミックコントラスト制御
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タイムスタンプ········（基・N 7）
ダイレクトタッチメニュー
　  ·················· 94、（基・A 4）
他モード時の案内 ·········128
探索条件 ··················· 46、48
探索設定 ························128
地上D選局対象 ·············· 93
地図スクロール地名表示
　  ················ 127、（基・N 8）
地図データベース ·· 159～161
地図表示設定 ················127
地図表示変更メニュー
　  ·················· 25、（基・N 6）
地図モード画面 ····（基・N 8）
地点メニュ－
　　 ······· 27、（基・N、3、5、8）
地点を登録する ·············· 52
チャンネル設定 ·············· 84
駐車場情報 ··············· 55、129
駐車場マップ
　　 ·············· 127、（基・N 6）
チューナーマーク ····（基・N 7）
昼夜切り換え ·················· 20
通過点 ············ 44、（基・N 8）
通信設定 ························112
ツートップメニュー ······· 28
提携駐車場 ······················ 43
ディスクについて ·········148
ディモーラ ··· 105、112～115
ディモーラ設定 ············112
データ ······························ 29
データ消去
　　 ···36、40、49、124、（基・N 7）

データ放送 ······················ 88
デジタルTV
　  ···········84～93、（基・A 5）
デジタル録音モード ······· 65
電話帳 ·········· 110、（基・A 7）
電話番号で探す ·············· 34
電話をかける ············（基・A 7）
到着予想時刻
　  ·······114、128、（基・N 8）
登録ポイント ·····32、52、53
登録ポイントから探す
　  ·················· 32、（基・N 2）
トーン ····················（基・A 8）
時計表示 ······ 130、（基・N 7）
都市高マップ
　  ········· 26、127、（基・N 9）
トップメニュー··············· 95
取り付け角度 ·················· 20
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ノースアップ
　  ········· 24、127、（基・N 7）
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番組表 ······················· 86、87
番組連動情報 ·················· 58
ハンズフリー
　  ······ 106～111、（基・A 7）
ハンズフリー設定
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ビーコン ·· 55、157、（基・N 7）
ビジュアルシティマップ
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ヒント ····················· 22、126
フィーリングリンク再生 ···· 67
踏切案内 ···· 50、128、（基・N 7）
プリセットメモリー ·····101
プレイリスト
　  ··········· 66、70、71、81、83
プログラム ······················ 95
プロバイダ ····················112
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ページ送り ······················ 95
別売品 ····························122
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ヘディングアップ ····· 24、127
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ボイスコントロール
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　  ························ 112～115
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マップセレクト···127、（基・N 6）
マップマッチング ·········156
マルチアングルマーク ······· 96
マルチカメラシステム ·····123
マルチコマンド·············116
ミュージックソムリエ ······· 67
ミュート ················· 16、130
メニュー画面 ·················· 28
モーターアンテナ ···17、20、21
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ランドマーク
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リクエスト音声案内 ······· 51
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立体ランドマーク
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リピート ······64、68、81、83

料金案内 ················· 50、122
ルート案内 ····················157
ルート案内を中止する ··· 32
ルートガイド
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ルート確認画面 ·············· 42
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ルートスクロール ···· 27、47
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レーン案内
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アルファベット
AAC ·······························150
AUDIOショートカット ····· 28
AUDIOをOFFする ······· 62
AUDIOをONする ········ 62
BAND ···························100
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Bluetooth®Audio
　  ············ 78～80、（基・A 2）
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DVD ·························94～97
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