
必要なときに

行き先までのルートを作るには

22 33メニュー画面 から

行き先を探す。

行き先の地図が表示されたら

を選ぶ。
自車位置から行き先までのルートを探索し、

探索終了後、ルート案内が始まります。11
ルート案内開始ルート探索開始■主な方法で探す

■現在の探索条件が表示されます。
● ：現在のルートは｢高速道路優先/時間優先｣で探索しています。

探索条件（時間優先/距離優先/抜け道優先など）を切り替えるには、全ルート画面を表
示し、別ルート探索してください。
｢一般道路優先/高速道路優先｣の切り替えは、下記の操作でもできます。

■ルート探索時の優先道路について
● ：全ルート画面が表示されます。

● ：オートリルートを｢しない｣に切り替えます。

● ( )：オートリルートを｢する｣に切り替えます。

● ：一般道路を優先して通るルートを探索します。

● ( )：高速道路を優先して通るルートを探索します。● を押すとサブメニューは消去されます。

お知らせ

■他の方法で探す

40 41

● または を押すと｢主な方法で

探す｣画面に戻ります。

高速道路を通る場合、
入口と出口の名称が表示されます。

お知らせ

■サブメニュー

● ：行き先に設定して、
ルート探索を開始します。

● ：経由地に設定して、
ルート探索を開始します。

● ：ポイントとして、
登録します。

● ：施設の情報を表示します。
（情報がない場合は、表示されません。）

● ：行き先周辺の駐車場を
検索します。

ルートを
作る

画面左上に が表示され、目的地付近
の駐車場を検索できます。
（☞ 操作編：｢目的地付近で駐車場を検索する｣）

● 表示を消すには、 を押してください。
● 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、
ルートは消去されます。

目的地に近づくと…を押すと、 
メニュー画面が 
表示されます。 

で選んで、 
押して決定します。 



行き先を探す（代表例）

42

メニュー画面 から、
を選ぶ。1

ジャンルを選び、
施設名を選ぶ。

1

● ジャンルの詳しい分類は、ジャンル
一覧表をご覧ください。
（☞ 操作編：｢ジャンル一覧表｣）

2

● 全国の施設を対象に検索結果が表示
されます。

● 施設ジャンルを選んだあと、小分類
を選ぶこともあります。
例：施設分類 （食べる飲む）

施設ジャンル （各国料理）
小分類 （イタリア料理）
施設名 （○○○○店）

3

● 候補が多い場合は、施設がある場所
（エリア）や施設名（キーワード）など
から候補を絞り込みます。
（☞ 右ページ）

2

ジャンルで探す

施設の住所を表示

施設の方向/距離/候補の件数を表示

候補の施設リスト

絞り込み（☞ 右ページ）

43

ルートを
作る

■候補を並び替える

：近い順に並び替えます。

：50音順に並び替えます。

：ジャンルごとにまとめて

並び替えます。

並び替え/絞り込みが終わったら、

施設名を選んで、
行き先の地図を表示させる。

行き先の地図が表示されたら、

を選ぶ。

● 現在地から行き先までのルートを
探索し、ルート案内を開始します。

3

■候補を絞り込む

：地域で絞り込みます。

：施設名で絞り込みます。

：ジャンルで絞り込みます。

例：キーワードで絞り込む
1

2

3

4

施設名の候補が多い場合は…

を選ぶ。

施設名を入力する。

施設を選ぶ。

施設周辺の地図（縮尺切り替えできます）
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ルートを
作る

44

名称（施設名）で探す

メニュー画面 から、
を選ぶ。1

施設名を入力し、
を選ぶ。

● を選ぶと、過去に検索した施設の

一覧表が表示されます。
● を選ぶと、複数のキーワードを含

む施設を検索できます。
(例：横浜国際総合競技場の場合
よこはま きょうぎ こくさい)

2

行き先の地図が表示されたら、

を選ぶ。

● 現在地から行き先までのルートを
探索し、ルート案内を開始します。

5

施設名を選ぶ。

● 施設名の候補が多い場合は、ハイブリッド
検索で候補を絞り込みます。（☞ 43ページ）

4

を選ぶ。

● 検索した施設の一覧表が表示されます。3

行き先を探す（代表例）

メニュー画面 から、
を選ぶ。1

メニューに従って施設を選ぶ。2

周辺の施設を探す

行き先の地図が表示されたら、

を選ぶ。

● 現在地から行き先までのルートを
探索し、ルート案内を開始します。

4

検索結果画面から、

施設を選ぶ。

● 施設名の候補が多い場合は、ハイブリッド
検索で候補を絞り込みます。
（☞ 43ページ）

3

自車位置周辺（約5km以内）の施設を探します。
● ルート案内中は、ルート沿線前方約5km以内から施設を探します。
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ルートを
作る

行き先を探す（代表例）

46

住所で探す

川崎市 麻生区 万福寺 1丁目1番 1号

メニュー画面 から、
を選ぶ。1

メニューに従って住所を選ぶ。
（例：川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号）2

行き先の地図が表示されたら、

を選ぶ。

● 現在地から行き先までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。

3

電話番号で探す

メニュー画面 から、
を選ぶ。1

電話番号を入力し、
リストから電話番号を選ぶ。2

■個人宅の電話番号の場合には

「名字」を入力し、 を選ぶ。
（「名前」の入力は不要）

行き先の地図が表示されたら、

を選ぶ。

● 現在地から行き先までのルートを
探索し、ルート案内を開始します。

3
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ルートを
作る

ルートを編集・確認する

48

ルートを確認する

メニュー画面 から、
を選ぶ。1

を選ぶ。
● 全ルート画面が表示されます。2

項目を選ぶ。3

ルートを消去する

ルート編集・確認画面(☞ 左ページ手順2)から、

を選ぶ。1

を選ぶ。

● ルートが消去されます。2

目的地までの距離/料金表示※/所要時間
※高速道路および一部の有料道路を
通る場合

：別ルートを探索します。

：ルート情報を表示します。

：ルートに沿って画面を
スクロールできます。

：シミュレーションを
開始します。

：ルートを詳細に設定でき
ます。（☞ 50ページ）

：目的地付近の地図を
表示します。 （例：ルート情報を選んだ場合）

を押して、
ルート案内を開始します。4
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ルートを
作る

ルートを編集・確認する

50

経由地の設定のしかた（ルートの詳細設定）

メニュー画面 から、
を選ぶ。1

を選ぶ。
● 詳細ルート設定画面が表示されます。
● 全ルート画面の からも
詳細ルート設定画面が表示されます。
（☞ 48ページ）

2

マーク(経由地)を選び、
経由地の検索方法を選ぶ。
（例：ジャンルから検索する場合）

● 42ページ手順2と同じ方法で検索します。
● 経由地は、5つまで設定できます。

3

地図が表示されたら、位置を確認して

を選ぶ。

● 経由地が追加されます。
4

を選ぶ。

● 経由地を通るルートを探索します。
● 高速道優先/一般道優先の切り替えや
通りたい道路の指定ができます。
（☞ 操作編：｢通りたい道路を選ぶ｣）

5

経由地の修正（追加・変更・消去）のしかた

詳細ルート設定画面で、

修正する経由地を選ぶ。
（例： を修正する場合）

● 詳細ルート設定画面を表示させるには
左ページ手順2参照。

1

サブメニューが表示されたら、

■経由地を追加する場合は

を選ぶ。
● 左ページ手順3～4と同じ操作で、
経由地を追加してください。

● 選択した経由地の前に、経由地が
追加されます。

■経由地を変更する場合は

を選ぶ。
● 左ページ手順3～4と同じ操作で、
経由地を変更してください。

■経由地を消去する場合は

を選ぶ。
● 右の確認画面が表示されたら、

を選んでください。

経由地が消去されます。

2

を選ぶ。

● 修正した経由地を通るルートを
探索します。

3

（例：経由地を消去した場合）

（例： を選んだ場合）
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ルートを
作る

走行中の案内について FM
エフエム

VICS
ビックス

を受信すると

52

およそ700 mで 
緑町を左方向です。 

およそ300 mで 
緑町を左方向です。 

右方向です。 

目的地周辺です。 
運転お疲れさまでした。 

まもなく 
緑町を左方向です。 
その先○○ mで 
旭町を右方向です。 

左方向です。 

ゴール 
旭町交差点 

緑町交差点 

ルート案内中の現在地画面

一般道路走行中は…

高速料金案内
都市間高速、都市高速、主要有料道路で通行料金
を表示し、音声案内します。

高速道路出口案内
高速道路出口に近づくと音声案内します。

SA・PA

料金所の先、有料道路です。 
料金所 

およそ5 km先に 
サービスエリアが 
あります。 

高速道路・有料道路走行中は…

リクエスト音声案内

ルート案内中に を押すと、次の分岐点や

到着予想時刻などを音声案内します。

VICS情報

地図表示情報（レベル3）

（点滅）

表示 内　容

交通の流れが非常に悪い状態

交通の流れがやや悪い状態

交通の流れが良い状態

交通の流れがわからない状態

渋滞

混雑

渋滞
なし

不明

渋滞度

マーク 規制内容

進入禁止

車線規制

事　故

工　事

マーク 規制内容

渋滞は、矢印の色で表示されます。

矢印の色の例

道路上の規制は、マークで表示されます。

マークの例

FM多重でVICS情報を受信すると、自動的に渋滞・規制情報（レベル3）が画面上に表示されます。

● 自動的に表示しないようにも設定できます。（☞ 操作編：｢利用に応じた設定に変える｣）

■本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。

■電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット
（CY-TBX55D）が必要です。

ルート案内中の音声案内

目的地の方向が矢印で表示されます。

分岐点までの距離や分岐点名および
レーン看板などが表示されます。

にタッチすると、全ルート画面が
表示されます。（☞ 48ページ）

にタッチすると、抜け道を優先して
通るルートが再探索されます。（一部地域のみ）

目的地（経由地）までの残距離と
到着予想時刻が表示されます。

にタッチすると、ルート上の前方約
5km先までの交通状況（渋滞や交通規制など）
が音声案内されます。
（例：およそ2km先、3km渋滞しています。）
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ルートを
作る

自宅へ帰る

54

メニュー画面 から、
を選ぶ。

を選び、
設定方法を選ぶ。

地図を動かして、自宅を設定します。

自宅の住所を選んで自宅に設定します。

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
（☞ 操作編：｢場所を登録する｣）

地図が表示されたら、自宅を確認して

を選ぶ。

● 自宅の場所が登録されます。
（電源を切っても記憶しています。）
● 自宅は、下記マークで表示されます。

3

1

2

メニュー画面 から、
を選ぶ。

● 現在地から自宅までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。

1
メニュー画面から探索する

サブメニューから探索する

を選ぶ。

● 現在地から自宅までのルートを
探索し、ルート案内を開始します。

現在地画面表示中に

を選ぶ。
● サブメニューが表示されます。

1

2

自宅を登録する
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テレビを見る 走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

56

を押して、

テレビ画面に切り替える。
● 押すごとに切り替わります。

ナビ画面>テレビ画面>(VTR画面※1)
^__= (カメラ※2) ___n

※1 ｢ビデオ入力｣を｢する｣にしている場合
のみ、表示されます。

※2 ｢カメラ入力｣を｢する｣にしている場合
のみ、表示されます。
（☞ 操作編：｢音声/映像の設定を変える｣）

1

チャンネルを選ぶ。
（☞ 右ページ参照）3

音量を調整する。4

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ（オートメモリー）

テレビ画面表示中に

画面をタッチする。1

を2秒以上タッチする。

● 受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。（最大18局）

2

● 1チャンネルずつ切り替わります。（手動選局）
● 1秒以上押すと、受信できるチャンネルで止ま
ります。（シーク選局）

チャンネルを記憶させる。
● 受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。（☞ 右ページ参照）

2

● 音量は、モード [ナビゲーション、ディスク (DVD/CDなど)、テレビ、VTR] ごとに記憶されます。
● プリアウト端子およびFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を
調整してください。

お知らせ

チャンネルを選ぶ

● 記憶されたチャンネルに切り替わります。
● 1秒以上押すと、受信できるチャンネルを自動
的に探して記憶します。（オートメモリー）

テレビを見る
DVDビデオを見る
音楽CDを聞く

ジョイスティック 
● 左右：手動選局/シーク選局 
● 上下：オートメモリー 

｢NAVI｣側 

オートメモリー 

ナビ/TV 
● モード切替 

音量 

リモコンで操作するには

音量が大きくなる

音量が小さくなる
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テレビを見る
DVDビデオを見る
音楽CDを聞く

DVDビデオを見る 走行中は、DVDビデオの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

58

画面にタッチする。
■ タッチキーが表示されます

にタッチする。 ● DVDビデオ再生中は、タイトルをまた
いで頭出しできない場合があります。

● DVDメニューを表示。

● タイトルメニューを表示。

● 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。

● DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する。

地図ディスクを取り出し、DVDビデオを入れる。
● 自動的に再生が始まります。準　備準　備

にタッチする。 ●止めたところから再生するには
（続き再生機能）

にタッチする。

● ディスクの先頭から再生するには

1 再度 にタッチする。

2 にタッチする。

再生中、 にタッチする。 ●通常の再生に戻すには

再度 にタッチする。

※詳しくは、操作編：「ディスクを再生する」をご覧ください。

■ その他のタッチキーを表示

基本再生

頭出しする

一時停止する

再生を止める

● タッチキーの表示位置を切り替える。

● タッチキー
を消去。

にタッチする。

● 押すごとに、速さが切り替わります。
2倍速←→10倍速

● 通常の再生に戻すには

にタッチする。

早戻し/早送りする

オートメモリー(＋/－) 
● 早送り/早戻し 

● 再生/一時停止 

● 停止 

● 頭出し 

｢NAVI｣側 

リモコンで操作するには
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テレビを見る
DVDビデオを見る
音楽CDを聞く

音楽CD/MP3を聞く

60

地図ディスクを取り出し、音楽CD/CD-R・RW(MP3ファイル)を入れる。
● 自動的に再生が始まります。

再生中、 にタッチする。 ●通常の再生に戻すには

再度 にタッチする。

にタッチする。

にタッチする。 ● 約5倍速で早送りされます。

● 通常の再生に戻すには

にタッチする。

● 曲を探す。（スキャン）

● 順不同に聞く。（ランダム）

● 繰り返し聞く。（リピート）

基本再生

※詳しくは、操作編：「ディスクを再生する」をご覧ください。
※8 cmディスクは、再生できません。
※CD TEXTには、対応しておりません。

頭出しする

一時停止する

早送りする

リストから

再生したい曲を選ぶ。

曲を選んで再生する

準　備準　備

再生中の曲 動作状態 再生経過時間

オートメモリー(＋) 
● 早送り 

オートメモリー(－) 
● スキャン 

ビュー 
● 詳細情報を表示 (MP3ファイル)

● 再生/一時停止 

● 頭出し 

ジョイスティック/決定 
● リストから曲を選ぶ 

｢NAVI｣側 

リモコンで操作するには

● ID3 Tagの情報を表示。
・曲名
・アーティスト名
・アルバム名

MP3再生中、 を押す。

MP3ファイルの詳細情報(ID3 Tag)を表示する リモコン操作のみ
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