
194 195

必
要
な
と
き

さ
く
い
ん

さくいん
あ行
明るさ	...............................17
アスペクト切換.............127
アルバムアートワーク	...122
アングル	.............103、104
案内切換	.......... 33、38、44
案内再開	...........................51
案内図	...................... 31、44
案内中止	...........................51
案内ポイントマーク	........37
案内ルート	.......................37
行き先設定	.............. 57、58
行き先ショートカット	....22
行き先メニュー................23
行き先を探す	........ 52～56
イコライザー	................128
一般道から探索................74
一般優先	.......... 60、61、68
居眠り防止案内.....73、153
入口／出口IC	.......... 64、74
色あい	...............................17
色の濃さ	...........................17
迂回メモリー	.......... 78、79
映像出力切換	................104
エリアプリセット	............97
エリアモード	...................99
オーディオの基本操作	
	.............................. 90、91
オーディオショートカット	
	.......................................22
オーディオ情報表示	............34
オーディオ接続	... 134、135
オーディオメニュー	........22
オートプリセット	............99
オート放送局サーチ	........98
オートリルート.....73、154
おでかけスキャン	............97
おでかけスポット	
	..............55、75、78、82
おでかけ旅ガイド	...54～55
おでかけナビサポート	
	.............................. 80、81
おでかけナビサポート接続	
	.........................134、135
おでかけプラン....... 54、55
おでかけモード................97
音の匠／DSP	...............128
おまかせ	.......... 60、61、68
音質・音場	.....................128
音声	...97、103、104、119

音声切換	........................103
音声ダイナミックレンジ	
	.........................104、128
音量(オーディオ)............16
音量(ナビ)	.......................16
音量(ハンズフリー)	.....138
音響効果	........................128
オンルートスクロール	....66

か行
カーソルパネル................95
カーブ警告	... 36、70、153
各種設定	.......... 152～156
拡大解除	...........................33
拡大図	
	....32～33、44、152、153
拡張ユニット	........19、151
学習レベル	.......................19
画質調整	...........................17
カスタマイズ	...................24
画像送り	........................102
カメラスケール表示	.....155
カメラ設定	....................155
カメラ割込み	................155
画面消	...............................17
機器登録	... 132、133、136
機器削除	........................133
機器詳細	........................136
季節規制	...........................61
季節規制メッセージ表示	...154
起動パスワード.....25、154
距離優先	.......... 60、61、68
切換タッチキー	
	...................... 24、90、91
緊急警報放送（EWS）	......93
緊急情報	.................. 84、86
経由地設定	... 58、62、144
県域設定	...........................92
言語コード	.........104、180
現在地画面	.......................36
現在地修正	............15、154
現在地メニュー................38
広域	.................. 34、41、72
広域地図	...........................30
交差点拡大図	........32、152
高速時の自動音量切換	....16
高速料金表示	................149
交通情報	........................100
合流警告	....... 36、71、153
ここいこ♪	.............. 80、81

ここに行く	...45、51、57、62
ここに立寄る....... 45、51、58
コントラスト	...................17

さ行
細街路探索	.......................68
再スキャン	.............. 97、98
再生中リスト	...105、109、
122、123、125
再探索	...................... 38、74
残距離表示	.......................37
シーズンレジャー	
ランドマーク	.....34、152
市街地図	................30、186
事故多発地点	
	........... 35、36、71、153
自車位置	.................................
14、15、36、181～182
自車マーク	............36、152
事象・規制マーク	.... 49、84
システム設定	.......... 96、98
システムの初期化	.........156
施設情報	.......... 31、57、83
施設の名称で探す	............52
新規機器登録	................132
自宅登録	...........................21
自宅へ帰る	.......................53
自宅に設定	.............. 21、77
自宅解除	...........................77
視聴制限	........................104
自動音声案内	................153
自動再生	........................104
字幕	...97、103、104、119
シミュレーション	............65
ジャイロ角度補正	............19
車速パルス	.......................19
車速パルス検出レベル	...154
車速補正係数	................154
シャッフル	....................122
車両情報	...........................19
車両情報設定	........20、154
車両信号	...........................19
ジャンル一覧	...190～193
住所検索	................53、187
渋滞規制音声案内	...71、153
渋滞データバンク	............88
渋滞データバンク探索	
	............................69、154
渋滞情報	.................. 47、49
周波数再編	.......................93
周辺迂回	...........................74

周辺ジャンル	
	...56、183、190～193
縮尺を切り換える	............41
受信モード	.......................97
手動録音	........................107
主要施設	.... 56、183、190
詳細	.................. 34、41、72
詳細情報	........................118
状態表示画面	
	................ 95、119、150
情報	.......................... 45、57
情報メニュー	...................22
初期化する	.........117、156
初期状態	
	.....104、136、137、156
初期スキャン	.......... 97、98
信号切換	...........................97
診断をやり直す.............146
スイテルート案内	............73
スキャン	....105、108、125
スクロール	.......................40
図形情報	.......... 85、86、87
ステアリングスイッチ	
	............................90、155
スマートフォン連携	
	............................ 80～81
スマートIC	............69、154
設定メニュー	...................23
選局パネル	.......................94
走行軌跡	...........................46
操作音	............................153
ソフト情報表示................96
ソフトメニュー.............104

た行
タイトルメニュー	.........103
タイムスタンプ................48
ダイレクトタッチメニュー	
	....................................103
ダウンロードキー出力	
	............................19、151
ダブルタップ	.......... 13、41
ターンリスト	... 31、44、153
他モード時の案内	.........153
探索条件変更	...................61
地上D選局対象	...............98
地図強調表示	........30、152
地図SDHCメモリーカード	
	........................................... 27
地図カスタマイズ	.........152

地図画面	...........................34
地図色	............................152
地図スクロール時の	
地名表示	.............36、152
地図データベース	
	...................... 186～189
地図モード画面................36
地点登録	.................. 45、83
チャンネル設定	
	.............................. 92、98
チャンネル番号....... 92、95
駐車場	...............................49
駐車場マップ	
	................... 31、44、153
通過道路	.................. 63、74
ツートップメニュー	........22
次の 解除	.......................74
次のＧ消去	.......................74
提携P................................59
停止	............... 85、86、102
ディスク	.............173～175
ディスク再生	...101～105
データ放送	.......................95
デジタルTV	.......... 92～98
デジタルTVメニュー	
	............................96、127
デジタルテレビ初期設定	
	..................................92～93
電話帳	
	....140～141、142、144
電話器接続	.........134、135
電話番号検索	
	................ 52、182、187
到着予想時刻	
	................... 37、72、153
登録ポイント	
	....................52、75～77
登録ポイント情報画面	....77
道路交通情報センター	...144
道路種別表示	...................47
道路名称・交差点名称表示	
	.......................................36
時計表示	................34、154
都市高マップ	
	................... 30、44、153
トップメニュー.............103
トーン	............................138
ドライブ診断	................146
ドラッグ	.......... 13、23、40

な行
ナビ案内音量設定	............16
ナビ補正	................15、154
ナビ+映像表示	... 130、154
ナビ+オーディオ情報表示	
	....................................154
難交差点拡大図................32
二重音声	.... 97、102、119
抜け道	........ 34、152、187
燃費計算	.............146、147
ノースアップ.....34、42、152

は行
ハイウェイ入口案内	........32
ハイウェイ分岐図	
	............................33、152
ハイウェイマップ	
	...................... 31、44、48
バランス/フェーダー	...128
ハンズフリー.....138～144
番組内容	...........................94
番組表	...............................94
表示変更	.................. 38、42
ビデオ選択	....................123
ビーコン	.....84～87、183
ピンチ	...................... 13、41
踏切警告	................36、153
フリック	.......... 13、23、40
プリセットメモリー	........99
プレイリスト	
	....102、103、108、109、
110～111、122
プレイモード	
	....105、108、122、125
プログラム	.........102、103
フロントワイド.............152
分岐図	...............................44
別売品	.............. 148～151
ヘディングアップ	
	................... 34、42、152
方位マーク	.......................34
放送局一覧	.......................97
放送メール	.......................96
ホームモード	...................97
ポイント登録	.......... 38、75

ま行
マップコード	........56、183
マップマッチング	.........181


	もくじへ戻る

