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AVの基本操作
AVに切り換える

1  メニュー をタッチする

2  映像/音楽 をタッチする
●● AVメニューが表示されます。

3 切り換えたいAVを選ぶ
●● 選んだAVに切り換わります。
 ● ワンセグ ・・・・・・・・・・P.156
 ● SDビデオ再生※1 ・・・・・P.162
 ● 音楽再生※1 ・・・・・・・・・P.164
 ● PHOTO※1 ・・・・・・・・・P.166

※1●ワンセグ放送を録画中は、メッセージ
が表示されます。

・● は い ●：●録画を終了して、選んだAVに
切り換わります。

・●いいえ●：●AVは切り換わらず、録画を続け
ます。

AVの音量を調整する
　準　備　
●● 地図画面表示中に調整する場合、タッチキー表示をONにしてください。
(P.62、68)

1 ( ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ )
画面をタッチする
●● 操作バーとタッチキーが表示されます。

2  ＋   － をタッチする
●● 調整範囲：0～20（お買い上げ時の設定：10）
●● 画面が横表示のときは時計表示の箇所に、縦
表示のときは画面の右上に、音量が約3秒間
表示されます。

　お知らせ　
●● 音量は、ワンセグ・SDビデオ再生・音楽再生で別に設定できます。

ナビゲーションに切り換える

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ)
画面をタッチする
●● 操作バーとタッチキーが表示されます。

2  現在地 をタッチする
 ● オーディオの音声を出力したまま、ナビ
ゲーション画面に切り換わります。

 ● ナビゲーションの音声・映像のみを出力 
したいときは、AVをOFFにしてからナビ
ゲーションに切り換えてください。(下記)

　お知らせ　
●● ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示する
ことができます。(P.168)

AVをOFFにする
AVメニュー (P.152)から、
 AVをOFFにする をタッチする
●● AVの音声・映像がOFFになります。
●● AVをONにするには、再度AVメニューから、
視聴するAVを選んでください。

ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえるときは
本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに●現在地●をタッチすると、ナビ
ゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。

■  AVの音声を消去するには
1   メニュー をタッチする

2   映像/音楽 をタッチする

3   AVをOFFにする をタッチする

4   現在地 をタッチする
●● AVの音声が消去された状態で、
現在地画面が表示されます。

Ａ
Ｖ
の
基
本
操
作
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AVの基本操作

アスペクトを切り換える
ワンセグ・SDビデオ再生のアスペクトを切り換えます。

1 画面がワンセグのとき

1 ワンセグ画面を 
タッチする
●● 操作バーとタッチキーが●
表示されます。

2   放送局リスト を選ぶ

3   アスペクト切換 を選ぶ

画面がSDビデオ再生のとき

1 SDビデオ再生画面を
タッチする
●● 操作バーとタッチキーが●
表示されます。

2   設定 を選ぶ

3 アスペクトの 変更する を選ぶ

2 アスペクトを選ぶ

 ●  ノーマル　4：3（横：縦）の画面。左右が黒くなります。

 ●   フ ル  　●映像が画面全体になるように横方向に伸ば
した画面。(お買い上げ時の設定)

 お知らせ 
●● 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ば
しなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するお
それがあります。
●● ワイドでない通常（4：3）の映像をフルで画面いっぱいに拡大すると、周辺
の画像が一部見えなくなったり変形したりします。
制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。

AV画面の明るさを調整する
ワンセグ・SDビデオ再生の明るさを調整します。

1 ワンセグ画面、または 
SDビデオ再生画面を 
タッチする
●● 操作バーとタッチキーが●
表示されます。

2  明るさ を選ぶ

3  暗  /  明 を選び
明るさを調整する
●● 内蔵電池使用時と外部電源使
用時※1で、それぞれの明るさ
を設定できます。
・内蔵電池について→P.36
※1●シガーライターコードまたは

ACアダプターで使用時

 お知らせ 
●● ワンセグまたはSDビデオ再生のどちらかの明るさを調整すると、連動して
もう一方の明るさも調整されます。
●● PHOTO・音楽再生・カメラの画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動し
ます。(P.42)
●● 内蔵電池使用時の明るさを暗くすることで、内蔵電池の電力消費を抑えら
れます。

Ａ
Ｖ
の
基
本
操
作
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ロッドアンテナを伸ばす

1 アンテナを伸ばす

2 向きを調整する

上下方向

左右方向

ロッドアンテナ使用時のお願い
 ● 無理に曲げない。
破損するおそれがあります。

 ● 使用しないときは収納する。
 ● 本機の上に倒さない。
受信感度が低下する場合があります。

天面図

ワンセグを見る
ワンセグの準備

チャンネルを記憶させる
初めてワンセグに切り換えたときは、
チャンネル初期設定の画面が表示●
されます。
自宅周辺など、最もよく使う地点で
行ってください。

1 AVメニュー (P.152)から、
 ワンセグ を選ぶ

●● チャンネル初期設定画面が表示
されます。

2   開始 を選ぶ

●● チャンネルスキャンを開始し
ます。（最大12局）
●● ●受信確認●は、お買い上げの販売
店などでアンテナの入力レベ
ルを確認する際に使用します。
（チャンネルは記憶されません）

スキャン中

●● ●中止●をタッチすると、チャン
ネルスキャンを中止します。

ワンセグの映像を表示

チャンネルを選ぶ
 ﹀   ︿ で選局する
●● チャンネルが切り換わります。

同じチャンネルに複数の番組
が放送されているときは

 サービス切換 を選ぶ
●● タッチするごとに番組が切り
換わります。
●● 番組表から、●サービス切換●を選
んでも切り換えることができ
ます。(P.158)

チャンネルを記憶させる
 オート を１秒以上タッチする
●● 現在地周辺で受信できるチャン
ネルが記憶されます。
（12局まで）
●● チャンネル初期設定で設定され
たチャンネルに上書きされます。
●● 受信できるチャンネルが無い
ときは記憶されません。

受信状態番組録画(P.160)

 ワンセグ に切り換えるには →P.152「AVに切り換える」

現在地周辺の放送局の.
リストから選ぶ(エリアモード)

 エリア を選ぶ
●● エリアモードに切り換わります。

解除するには

再度 エリア を選ぶ

画面をタッチすると
タッチキー が表示されます。

ワ
ン
セ
グ
を
見
る

放送局リストを
表示(P.158)

明るさ調整
(P.154)

 お知らせ 
●● 約10秒間何も操作しないと、タッチキーは自動的に消去されます。
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ワンセグを見る

放送局リストを見る

放送局リストを表示させる

タッチキー (P.157)を
表示させ、 放送局リスト を選ぶ

●● 放送局リストが表示されます。

番組表を見る

 番組 を選ぶ
●● 番組表が表示されます。

■ 番組表

●●  ∧ / ∨ ：前/次の項目に移動
●●

●

∧
∧/∨∨：前/次のページに移動

●●  < / > ：●前/次のチャンネルに
移動

●● ●サービス切換●：●番組の切換
●● 番組名にタッチすると、番組
内容が表示されます。

■ 番組内容

各種設定をする

1   設定 を選ぶ

2 各項目(下記)を設定し、 
 完了 を選ぶ

 ● チャンネルリストスキャン
●スキャンする●を選ぶと、スキャンを
開始します。

 ● 音　　声：音声を選択できます。
 ● 二重音声：●音声多重放送のとき、

選択できます。
 ● 字　　幕：字幕を選択できます。

音声多重放送の音声を切り換える

 二重音声 を選ぶ
●● タッチするごとに切り換わります。

主（主音声）

副（副音声）

主＋副（主音声＋副音声）

緊急警報放送を受信したら

緊急警報放送（EWS)とは
大規模災害など緊急なできごとが発生した場合に、緊急警報放送を放送局よ
り送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

 ● EWS：Emergency●Warning●System
視聴中のチャンネルで緊急警報放送が●
開始されると、自動的に切り換わります。

　お知らせ　
●● 視聴中の放送局以外で緊急警報放送
を開始した場合、自動的には切り
換わりません。
●● ワンセグの音声を聞きながらナビ●
ゲーションを使用している場合
は、緊急警報放送を開始しても●
自動的には切り換わりません。
●● 緊急警報放送が終了しても、もと
の番組には切り換わりません。
●● 走行中、緊急警報放送は表示でき
ません。車を安全な場所に停車し
てご覧ください。

ワ
ン
セ
グ
を
見
る

アスペクト切換(P.155)

放送局のリストから選局する

1 放送局を選ぶ

2   全画面 を選ぶ
●● 選んだチャンネルに切り換わ
ります。

●● 同じ系列局で、受信できるチャン
ネルが複数ある場合があります。
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ワンセグを見る

ワンセグの番組をSDメモリーカード●
に録画して、SDビデオ再生（P.162)
から再生することができます。
　準　備　
●● 市販のSDメモリーカードを本機
に挿入してください。

1 タッチキー (P.157)を
表示させ、録画したい 
チャンネルに切り換える

2   ●録画 を選ぶ

●● 録画を開始します。

●：録画中に表示

録画を停止するには

タッチキー (P.157)を
表示させ、 ■停止 を選ぶ

 ● 走行中に録画を停止するには
AVをOFFにしてください。（P.153）

●● SDメモリーカードの容量に関わらず、
1枚あたり最大99番組/1番組あたり
最大2●GB（約10時間）まで録画でき
ます。
●● パソコンで初期化したSDメモリー
カードは、本機では正常に動作しな
い場合があります。その場合、重要
なデータはパソコンなどにバック
アップ(控え)をとり、本機でSDメモ●
リーカードを初期化してください。
(P.180)
●● 録画中はチャンネルを変更できま
せん。
●● 録画中に音量を変更しても、一定
の音量で録画されます。
●● ワンセグ録画中にナビゲーション
の音声案内が出力されても、その
音声は録音されません。
●● 受信状態によっては、録画の開始・
終了に時間がかかる場合があり●
ます。
●● 受信状態が悪い場合は録画できません。
●● 録画中に受信状態が悪くなった●
場合、その部分は録画されません。
本機で再生すると、受信できなく
なった時点の画像が静止した状態
で再生されます。
●● 2つ以上の番組を続けて録画する
と、最初の番組の番組情報が記録
されます。
●● 録画開始日時が取得できなかった●
場合、録画日時は----/--/--● --:--と●
表示されます。

●● 短時間の録画(約10秒以下)の場合、
番組名と放送局名が表示できない
場合があります。

 ● 下記の場合は、録画できません。
・●内蔵電池で動作中、電池の残量が
十分ではない

・●SDメモリーカードが挿入されて
いない

・●SDメモリーカードにすでに99番組
が録画されている

 ● 録画中は、SDメモリーカードを
取り出さないでください。
正しく録画されません。

 ● 下記の場合は、録画を停止します。
・●内蔵電池で動作中、電池の残量が
十分ではなくなった

・●SDメモリーカードの空き容量が
なくなった

・●本機の電源を切った
・●カメラに切り換えた
・●他のAVに切り換えた
・●AVをOFFにした

録画時の留意点

ワ
ン
セ
グ
を
見
る

番組を録画する
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動画を見る(SDビデオ再生)  SDビデオ再生 に切り換えるには →P.152「AVに切り換える」

■ 再生リスト

再生画面をタッチすると
タッチキー が表示されます。

分割されたビデオ動画を.
頭出しする

▕◀◀   ▶▶▏を選ぶ
●● 前/次の分割に頭出しされます。

 ● ▕◀◀   ▶▶▏●は、分割されたビデオ
動画を再生時のみ表示されます。
●● 分割されたビデオ動画は、正常に●
再生されない場合があります。

早送り/早戻しをする
 ◀◀   ▶▶ をタッチし続ける
●● タッチしている間、連続して●
5秒ずつスキップします。
（早送り/早戻し）
●● 指を離すと、通常の再生に戻
ります。
●● 短くタッチすると、約5秒分●
スキップします。
●● 180秒先まで早送り/早戻し
すると、以降は連続して60秒
ずつスキップします。

各種設定をする

1   設定 を選ぶ

2 各項目(下記)を設定し、 
 完了 を選ぶ

 ● 音　　声：音声を選択できます。
 ● 二重音声：●音声多重放送のとき、選択

できます。
 ● 字　　幕：字幕を選択できます。
●● ●アスペクト：●●変更する●をタッチして、

アスペクトを切り換える。
（P.155）

一時停止する
 〓 を選ぶ
●● 画面を表示したまま、再生が●
一時停止されます。

 ●  ▶ を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して.
再生リストに戻る

 ■/リスト を選ぶ
●● 再生を停止し、再生リストに●
戻ります。

動画を再生する
リストから動画を選ぶ
●● 選んだ動画を再生します。

　お知らせ　
●● 本機で再生できるファイルについて、
詳しくはP.203をご覧ください。

動画の詳細情報を見る
情報を見たい項目の 
 詳細 を選ぶ
●● 動画の詳細情報が表示されます。

●● ●消去●を選ぶと、動画が消去されます。
●● 分割された動画は、消去できません。

　準　備　
●● 動画の保存されたSDメモリーカード
を本機に挿入してください。

動
画
を
見
る(

Ｓ
Ｄ
ビ
デ
オ
再
生)

明るさ調整
(P.154)

再生時間 チャプター番号

再生位置を指定する

1   再生位置 を選ぶ

2   ﹀   ︿ で再生位置を指定する

3   再生 を選ぶ
●● 指定した再生位置から再生を
開始します。
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音楽を再生する  音楽再生 に切り換えるには →P.152「AVに切り換える」

曲を頭出しする
 █◀◀ ▶▶█ を選ぶ
●● 前/次の曲に頭出しされます。

早送り/早戻しをする
 █◀◀ ▶▶█ をタッチし続ける
●● タッチしている間、早送り/●
早戻しされます。
●● 指を離すと、通常の再生に戻
ります。

■ 階層と再生順序のイメージ

同じ階層(■で囲まれた範囲)内のファイル・
フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替え
て再生します。(下記)

❶
①

❷
②

❸

③
❹

④

❾
10

❺

⑤

⑥

❼
❽

❻

ルート
フォルダ

再生順序： 　ファイル ❶～10
 　フォルダ ①～⑥

ファイル

旧 新 旧 新

フォルダ

先
頭

末
尾

リストから曲を選ぶ

ファイルのリストから選ぶ

1   ファイルリスト を選ぶ

2 リストから曲を選ぶ

●● 選んだ曲を再生します。

フォルダのリストから選ぶ

1   █▆ リスト を選ぶ

2 リストからフォルダを選ぶ

●● フォルダの曲のリストを表示
●● フォルダの先頭の曲から再生を開始

3 リストから曲を選ぶ
●● 選んだ曲を再生します。
●● ●トップ画面へ●：再生中の画面に戻る

フォルダを頭出しする
 ﹀   ︿ を選ぶ
●● 前/次のフォルダに頭出しさ
れます。

　お知らせ　
●● 音楽再生の一時停止や停止はできません。
再生を止めるには、他のAVに切り換えるか、AVをOFFにしてください。
（P.153）
●● MP3/WMAのファイルが多数あったり、MP3/WMA以外のファイルが多数混在
する場合は、SDメモリーカードが認識されるまで時間がかかる場合があります。
●● 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.204をご覧ください。
・SDオーディオや著作権保護されたファイルは再生できません。
・MP3/WMAファイルが入っていないフォルダは表示されません。

　準　備　
●● MP3/WMAファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

ID3.Tag/WMA.Tagを.
表示する

 曲情報 を選ぶ
 ● MP3の場合：
アーティスト、アルバム、ジャンル
の情報が表示されます。

 ● WMAの場合： 
作曲者が表示されます。

フォルダ名/ファイル名の表示
に戻すには

 █▆ 情報 を選ぶ

いろいろな再生.
(プレイモード切換)

1   プレイモード を選ぶ

2 プレイモードを切り換える

●● 選択したプレイモードのイン
ジケーターが点灯します。
●● ●█▆●リピート●:●再生中のフォルダ内

の全曲を繰り返し●
再生

●● ●リピート●●:●再生中の曲を繰り
返し再生

●● ●█▆●ランダム●:●全フォルダの全曲
を順不同に再生

●● ●ランダム●:●再生中のフォルダ内
の全曲を順不同に●
再生

●● ●█▆●スキャン●:●全フォルダの1曲目
を10秒間ずつ再生

●● ●スキャン●:●再生中のフォルダ内
の全曲を10秒間ず
つ再生

通常の再生に戻すには

インジケーターが点灯している
タッチキーをタッチする
●● インジケーターが消灯し、通常
の再生に戻ります。

音
楽
を
再
生
す
る
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Ａ　

Ｖ

1   編集 を選ぶ

2 各項目を設定する

静
止
画
を
見
る(

Ｐ
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｏ)

.静止画を見る（.P
フ ォ ト
HOTO）  PHOTO に切り換えるには →P.152「AVに切り換える」

 地図表示 を選ぶ

撮影した地点
●● 他のカメラマーク( )をタッチす
ると、その地点が地図の中心に移
動し、その写真が表示されます。
●● カメラマークが重なっている場合
は、カメラマークをタッチするご
とに、写真が切り換わります。
●● カメラマークの無い場所にスクロー
ルすると、表示中の写真は消えます。
●● GPS対応のカメラで撮影された写
真(Exif●Ver.●2.X準拠)でも、撮影
した場所の地図を表示できます。

リストから静止画を選ぶ

●● ：カメラに切換(P.145)

●● 選んだ静止画を再生します。
（静止画再生画面）

　お知らせ　
●● 本機で再生できるファイルに
ついて、詳しくはP.202をご覧くだ
さい。
●● 静止画の容量が大きい場合、表示
に時間がかかる場合があります。
●● 静止画によっては位置情報を付与ま
たは編集できない場合があります。
●● 本機を縦に構えて撮影した写真は
再生時に自動で縦向きに表示され
ます。（ただし、上や下に向けて撮影
した写真は、横向きで表示されます。）

静止画を再生する

　準　備　
●● 静止画の保存されたSDメモリー
カードを本機に挿入してください。 タッチキー

を消去

ひとつ前/次の静止画を表示

カメラに切換
(P.145)

静止画再生画面をタッチすると
タッチキー が表示されます。

静止画を回転させる
 左回転 を選ぶ
●● 静止画が左に90°
回転します。

■ 位置情報のない写真の場合は
●地図表示●をタッチすると、位置情報編集画
面(下記)が表示されます。
下記の手順で位置情報を設定してください。
●●他のカメラなどで撮影された写真に位置情報を
設定すると、データが破損する場合があります。

1 設定したい場所に
スクロールさせる

( 位置情報編集画面 )

2   セット を選ぶ

■  地図表示を終了するには
 戻る を選ぶ
または、写真にタッチする
●● 静止画再生画面に戻ります。

位置情報を設定する

1   位置情報設定 を選ぶ

2 設定したい場所にスクロールさせる

3   セット を選ぶ
●●他のカメラなどで撮影された写真に位置情報を設定す
ると、データが破損する場合があります。

 位置情報を消去する

1   位置情報消去 を選ぶ

2   はい を選ぶ

  静止画を消去する

1   画像消去 を選ぶ

2   はい を選ぶ

静止画データや位置
情報は、消去すると、
もとに戻せません。
消去は十分確認の
うえ行ってください。

本機で撮影した写真の、撮影した場所の地図を表示する

静止画を編集する

スライドショーを楽しむ
 スライドショー を選ぶ

●● 画面サイズに合わせて拡大/縮小
されます。
●● 全ての静止画を再生すると、最初の
静止画からもう一度再生します。

■  スライドショーを終了するには
画面にタッチする
●● 静止画再生画面に戻ります。
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.現在地画面にAV画面を表示する
現在地画面※1に、ワンセグ・SDビデ
オ再生の映像を表示できます。
※1● 歩行モード時は横表示の場合のみ

1 設定メニュー (P.53)から、
 システム設定 を選ぶ
●● システム設定画面が表示され
ます。

2 ナビ＋映像表示の
 する を選ぶ

●● 現在地画面にAVの映像が
表示されます。
●● お買い上げ時の設定：しない

現在地画面からAV画面を消去
するには

システム設定画面(左記)から、
ナビ＋映像表示の
 しない を選ぶ

　お知らせ　
●● 走行中は、現在地画面にAVの映像
は表示されません。
●● 拡大図表示や地図モード画面で
は、AVの映像は表示されません。
●● AV画面が表示されている部分で
は地図画面のタッチキーは操作で
きません。
●● 現在地画面にAV画面を表示中も、
AVの音量を調整できます。
（他のAVの操作はできません）
●● AV画面が表示されている部分を
タッチすると、AV画面が全画面で
表示され、AVの操作ができます。
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