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コード 言語名称

1814 キルンディー語

1815 ローマ語

1821 ロシア語

1823 キンヤルワンダ語

1901 サンスクリット語

1904 シンド語

1907 サンド語

1908 セルボクロアチア語

1909 セイロン語

1911 スロバック語

1912 スロベニア語

1913 サモア語

1914 ショナ語

1915 ソマリ語

1917 アルバニア語

1918 セルビア語

1919 シスワティ語

1920 セストゥ語

1921 スンダ語

1922 スウェーデン語

1923 スワヒリ語

2001 タミル語

2005 テルグ語

2007 タジク語

2008 タイ語

2009 チグリス語

2011 ツルキ語

2012 タガログ語

2014 セツワナ語

2015 ニュージーランド語

2018 トルコ語

2019 ツォンガ語

2020 タタール語

2023 トウィ語

2111 ウクライナ語

2118 ウルドゥー語

2126 ウズベク語

2209 ベトナム語

2215 ポラピュク語

2315 ウォルフ語

2408 コーサ語

2515 ヨルバ語

2608 中国語

2621 ズールー語

コード 言語名称

0101 アファル語

0102 アブバジャ語

0106 アフリカーンス語

0113 アムハラ語

0118 アラビア語

0119 アッサム語

0125 アイマラ語

0126 アゼルバイジャン語

0201 バシキール語

0205 ベラルーシ語

0207 ブルガリア語

0208 ビハーリー語

0209 ビスマラ語

0214 ベンガル語

0215 チベット語

0218 ブルトン語

0301 カタロニア語

0315 コルシカ語

0319 チェコ語

0325 ウェールズ語

0401 デンマーク語

0405 ドイツ語

0426 ブータン語

0512 ギリシャ語

0514 英語

0515 エスペラント語

0519 スペイン語

0520 エストニア語

0521 バスク語

0601 ペルシャ語

0609 フィンランド語

0610 フィジー語

0615 フェロー語

0618 フランス語

0625 フリジア語

0701 アイルランド語

0704 スコットランドゲール語

0712 ガルシア語

0714 グアラニ語

0721 グジャラート語

0801 ハウサ語

0809 ヒンディー語

0818 クロアチア語

0821 ハンガリー語

0825 アルメニア語

0901 国際語

コード 言語名称

0905 Interlingue

0911 イヌピアック語

0914 インドネシア語

0919 アイスランド語

0920 イタリア語

0923 ヘブライ語

1001 日本語

1009 イディッシュ語

1023 ジャワ語

1101 グルジア語

1111 カザフ語

1112 グリーンランド語

1113 カンボジア語

1114 カンナダ語

1115 韓国語

1119 カシミール語

1121 クルド語

1125 キルギス語

1201 ラテン語

1214 リンガラ語

1215 ラオス語

1220 リストニア語

1222 ラトビア語

1307 マダガスカル語

1309 アオリ語

1311 マケドニア語

1312 マラヤーム語

1314 モンゴル語

1315 モルダビア語

1318 マラータ語

1319 マライ語

1320 マルタ語

1325 ビルマ語

1401 ナウル語

1405 ネパール語

1412 オランダ語

1415 ノルウェー語

1503 プロバンス語

1513 オモロ語

1518 オリヤー語

1601 パンジャブ語

1612 ポーランド語

1619 アフガニスタン語

1620 ポルトガル語

1721 ケチュア語

1813 レートロマン語

DVD言語コード一覧表 下記の言語コードは、本機でのみ有効です。 さくいん（50音順）
コマンド
 ....148～154、202～205

コントラスト ...24、160、165

さ行
細街路案内 .............................67
細街路探索 .............................65
再探索 .............................42、62
サビスキャン ..............94、102
サブウーファー出力 ...........163
サブディスプレイ表示
 ...............................127、164

残距離 .............................38、41
シーズンレジャーランドマーク
 ..................................37、160

市街地図
 ............32、160、198、200

事故多発地点
 ................. 35、44、67、161

自車位置 .....17、35、193、194
自車位置変更 .........................20
自車マーク ..................35、160
システム情報 .........................20
システム設定（デジタルTV） ....88
システム設定(ナビ) ...........164
システムの初期化 ...............164
施設情報 .................................54
施設の名称で探す ..................48
自宅登録 .................................22
自宅に設定 .............................69
自宅へ帰る .............................51
視聴制限 ..............................110
自動接続 ...................117、134
字幕 ...................87、108、110
シミュレーション ..................56
ジャイロ角度補正 ..................21
車載用カメラ ......................157
車速パルス .............................21
車速パルス検出レベル .......164
車速補正係数 ......................164
シャッフル ..........................120
車両情報 .................................22
車両信号情報 .........................20
ジャンル一覧表...................202
住所検索 ......................51、199
渋滞規制音声案内
 ..........................42、67、162

渋滞・混雑 ...................39、162
渋滞情報 ..... 39、42、67、162
渋滞データバンク ..................75
渋滞データバンク探索
 ..........................38、64、161

渋滞なし ..............39、75、162

あ行
明るさ ...............24、160、165
圧縮オーディオ高域補完 ...163
アスペクト切換...................165
アルバムアートワーク .......120
アルバムの情報を編集する ...100
アングル ..............................108
案内出力スピーカー ..............24
案内図 .............................33、43
案内設定 ...................161、162
案内ポイントマーク ..............38
案内ルート .............................38
いい音でスムーズトーク ...167
行き先ショートカット ..........28
行き先設定 ............ 35、42、46
行き先メニュー......................29
行き先を探す .............. 47～54
緯度・経度 ......................42、52
イコライザー ......................166
一般優先 ................ 56、62、63
居眠り防止案内...........67、162
入口/出口IC ... 56、58、60、62
色あい ..........................24、165
色の濃さ ......................24、165
インテリジェントルート探索
 ..................................64、161

迂回メモリー .........................71
映像出力切換 ......................110
液晶AI..................................165
エリアモード ......................114
オーディオ設定...................163
オーディオショートカット....28
オーディオ情報表示 ...37、160
オーディオメニュー ......28、80
オートプリセット ...............114
オート放送局サーチ ..............89
オートリルート...........65、161
オープニング画像 ...............122
お気に入り ............ 94、97、99
おでかけストラーダ ... 48～50
おでかけストラーダ設定 ...142
おでかけスポット ....... 48～50
おでかけプラン........... 48～50
おでかけモード......................86
音の匠 ..................................166
おまかせ ................ 56、62、63
音楽データ .......93、186、187
音響効果 ......................28、166
音声 ...................87、108、110
音声案内 .........................66、67
音声ガイド ..........................164
音声ダイナミックレンジ ...110

音声認識 ................ 148～154
音声認識ガイド音声 ...........164
音声認識モード切換 ...........148
音声方向案内 .........................67
オンラインおでかけストラーダ
 .........................................49、130

オンライン検索
 ....................101、106、130

音量（オーディオ） .................18
音量（ナビ） .............................18
音量（ハンズフリー） ...135、140

か行
カーブ案内 ... 35、44、66、161
解析状況 .................................95
快適メモリーミュージック
 ..........................................167

かえる通知 ...............130、145
各種設定 ........ 28、159～164
各種設定リセット ...............164
学習レベル .............................21
拡大図表示 .............................34
拡張ユニット情報 ..................20
画質調整 ..............................165
カテゴリ ......................96、100
カメラ画質調整......................24
カメラスケール表示 ..............24
カメラ割込み .........................24
画面OFF .....................17、164
画面設定 ..............................140
規制情報 ......................39、162
季節規制 .................................58
季節規制メッセージ表示
 ..................................58、161

起動パスワード......................25
休日優先度アップ ..................44
曲調解析 .................................95
曲の情報を編集する ...........100
距離優先 ................ 56、62、63
緊急警報放送(EWS) .............90
緊急情報 .................................74
クロスフェード...................102
経由地設定 ............ 42、55、59
県域設定 .........................82、89
言語コード ...............111、206
現在地画面 .............................35
現在地メニュー..............35、42
広域/詳細 ......................36、40
広域地図 .................................32
広域避難場所 ......77、90、199
交差点拡大図 ..............34、161
交通情報（TI） ......................125
合流案内 ..... 35、44、66、161
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