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1 行き先を探す
 ● 登録ポイント・・・・・・・・ P.82
 ● 住　　所 ・・・・・・・・・・ P.82
 ● 電話番号 ・・・・・・・・・・ P.82
 ● 履　　歴 ・・・・・・・・・・ P.83
 ● 名　　称 ・・・・・・・・・・ P.83
 ● おでかけ旅ガイド ・・・・・ P.85
 ● 主要施設 ・・・・・・・・・・ P.86
 ● 周辺ジャンル  ・・・・・・・ P.86
 ● マップコード・・・・・・・・ P.87
 ● 自　　宅 ・・・・・・・・・・ P.87

ガイドブックから検索するには、
P.130をご覧ください。

行
き
先
メ
ニ
ュ
ー

スクロールタッチキー
●●  ∧ / ∨ ：前/次の項目に移動
●●

●

∧
∧/ ∨

∨

5 0 音順：前/次の音に移動
マーク順：前/次のマークに移動
ページ順：前/次のページに移動
種 類 順：前/次の種類に移動

あかさたなタッチキー
リストが50音順に並んでいるとき
に表示されます。
●●「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」
「や」「ら」「わ」の行ごとにリスト
を切り換えます。

●● 名称が長い場合は、末尾まで表示
されない場合があります。

行き先までのルートを作るには

行
き
先
ま
で
の
ル
ー
ト
を
作
る
に
は

2 行き先に設定する
 ここに行く ： ルート探索を開始し、

探索結果画面を表示
●● カーソルの位置を微調整できます。
●● ● 情 報 ●●：●施設の情報を表示(P.94)
●● ●提携P ●●：●検索した施設と提携して

いる駐車場を検索※1(P.96)
※1● 情報がない場合は表示されません。

すでにルートがある場合は
●●  ここに行く ：
●行き先に設定(P.94)
●●  ここに立寄る ：
●経由地に設定(P.95)

 案内開始 ： ルート案内を開始
●● 探索結果画面について、詳しく
は下記をご覧ください。
・車モード時　→P.98
・歩行モード時→P.118

車
モ
ー
ド

歩
行
モ
ー
ド
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登録ポイントで探す

　準　備　
●● 地点を登録してください。（P.88）

1 行き先メニュー (P.52)から、
 登録ポイント を選ぶ

2 リストから、 
登録ポイントを選ぶ
●● ●マーク順●：●マーク（P.91）順で

表示
●● ● 登 録 順 ●：登録日付順で表示

地図が表示されます（P.94)

住所で探す

1 行き先メニュー (P.52)から、
 住所 を選ぶ

2 都道府県/東京23区/政令指定都市
▶市区町村▶町名▶丁目を選ぶ
●● 住所が部分的にしかわからな
いときは、●○○主要部●を選ぶと、
その地域の主要部の地図が表
示されます。

3   番地指定 を選ぶ

4 番地・号を入力し、 完了 を選ぶ
●● ●修正●：1文字削除
●● 番地・号は「－」で区切ってくだ
さい。

地図が表示されます（P.94)

該当する住所がない場合は
その地域の主要部の地図が表示されます。

1   周辺住所 を選ぶ

2 リストから、住所を選ぶ

地図が表示されます（P.94)

電話番号で探す

1 行き先メニュー (P.52)から、
 電話番号 を選ぶ

2 電話番号を市外局番から入力し、
 完了 を選ぶ
●● ●修正●：1文字削除

3  (個人宅の電話番号を検索した場合)
名字を入力し、 完了 を選ぶ
●● ●修正●：1文字削除
●● ひらがなのみ入力できます。

地図が表示されます（P.94)

該当する電話番号がない場合は

1   住所一覧 を選ぶ

2 リストから、住所を選ぶ
●● 住所検索→左記●手順2～ 4

地図が表示されます（P.94)

以前検索した履歴で探す

1 行き先メニュー (P.52)から、
 履歴 を選ぶ
●● 以前目的地・経由地に設定し
た場所のリストが新しい順に
20件まで表示されます。

2 リストから、履歴を選ぶ
●● ●前回出発地●：
前回ルート案内したときに、
出発地だった場所の地図が表
示されます。

地図が表示されます（P.94)

 お知らせ 
●● 20件を超えると、古い履歴から●
自動的に消去されます。
●● 手動で履歴を消去するには→P.178
●● 下記の場合、履歴には保存されま
せん。
・●保存ルートを呼び出す(P.97)
・●旅行プランを立てる(P.140)
●● GPS信号で現在時刻の情報を受信
していないときに検索された施設
の履歴は、月日が１月１日と表示
されます。

施設名で探す

1 行き先メニュー (P.52)から、
 名称 を選ぶ

2 名称を入力し、 完了 を選ぶ
●● ●修正●：1文字削除
●● ひらがなのみ入力できます。

3 リストから、施設を選ぶ
●● ●名称修正●：
入力した名称を修正できます。

施設を絞り込む
下記の方法で、施設を絞り込むこ
とができます。

現在地がある県で絞り込むには
  周辺  を選ぶ

住所で絞り込むには
1   エリア変更 ▶ 県別で探す を

選ぶ

2 都道府県/東京23区/政令指定
都市▶市区町村を選ぶ
●● ●全エリア●：住所絞り込み解除

地方で絞り込むには
1   エリア変更 ▶ 地域で探す を

選ぶ

2 絞り込む地域を選ぶ
●● ●全エリア●：地方絞り込み解除

ジャンルで絞り込むには
1   ジャンル変更 を選ぶ

2 絞り込むジャンルを選ぶ
●● ●全ジャンル●：
ジャンル絞り込み解除

地図が表示されます（P.94)
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おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは
当社サイト「パナソニック● ナビ
cafe」から、おでかけスポットやおで
かけプランをダウンロードし、本機
で利用できます。

 ● おでかけスポット
おすすめの施設の詳細情報・写真・
バーコード(QRコード)などを添付
した地点情報です。

 ● おでかけプラン
おでかけスポットを目的地・経由地
にしたドライブコースのデータです。
・おでかけプランナー：
　●お好みで、おでかけスポットを
巡るおでかけプランを編集でき
ます。

・おすすめおでかけプラン：
　●当サイトがおすすめするおでか
けプランです。

●● パソコンでウェブサイトGoogle
マップ™から検索した地点や、●
携帯電話でYahoo!●JAPANの「路線・
地図アプリ」から検索した地点を、
おでかけスポットとして利用する
ことができます。
詳しくは、パナソニック●ナビcafe
のサイトをご覧ください。●
http://navi-cafe.panasonic.jp/

 お知らせ 
●● おでかけ旅ガイド以外のサービスを
利用するには、パナソニック●ナビ
cafeの会員登録(無料)が必要です。
詳しくは、サイトをご覧ください。
●● 当社サイトのURLは、予告なく変
更することがあります。

　準　備　
必ず、サイトにてユーザー登録をし
てください。
http://panasonic.jp/car/
●● 付属の「ユーザー登録ハガキ」で●
ご登録された場合でも、サイトでの
ご登録が必要です。詳しくは、サイト
の案内をご覧ください。

1 当社サイト「パナソニック  
ナビcafe」から、「おでかけ
旅ガイド」にログインする
http://navi-cafe.panasonic.jp/

2 おでかけスポット/おでかけプラン
をダウンロードする

3 ダウンロードしたデータを
SDメモリーカードに保存する
●● 市販のSDメモリーカードを
使用してください。

 ● 拡張子：
●「SIG」(おでかけスポット)
「DCF」（おでかけプラン)
●● おでかけスポットとおでかけ
プランのデータはそれぞれ●
50件まで保存できます。

 ● ルートフォルダの直下に保存す
るか、ルートフォルダの直下に

「Strada」または「IMEXPORT」
という名称のフォルダを作成し、
その直下に保存してください。
それ以外の階層・フォルダに保存
しても、本機で認識できません。

4 SDメモリーカードを 
本機に挿入する

おでかけスポット/おでかけプランを
利用できます（P.85)

おでかけスポットを利用する

1 行き先メニュー (P.52)から、
 おでかけ旅ガイド を選ぶ

2   おでかけスポット を選ぶ
●● 新しい順に50件まで表示

3 リストから、 
おでかけスポットを選ぶ
●● ●説明●：おでかけスポットの説明

4 リストから、施設を選ぶ
●● 詳細画面が表示されます。

5   決定 を選ぶ

詳細画面
画像/バーコードを表示
（情報がある場合のみ）

バーコード/画像を切り換える
（情報がある場合のみ）

●● バーコード(QRコード)※1を
携帯電話で読み取ると、施設
の情報が携帯電話に表示され
ます。

※1● 画面の傷や汚れ、光の反射、バー
コード（QRコード）のバージョン
によっては読み取れない場合が
あります。

地図が表示されます（P.94)

おでかけプランを利用する

1 行き先メニュー (P.52)から、
 おでかけ旅ガイド を選ぶ

2   おでかけプラン を選ぶ
●● 新しい順に50件まで表示

3 おでかけプランを選ぶ
●● ●説明●：おでかけプランの説明

4 おでかけプランを編集する
1   目的地追加 を選ぶ

●● ●プラン選択に戻る●：
リストに戻ります。
●● ●詳●の付いた項目を選ぶと
詳細画面(左記)を表示。
（この画面には、●決定●は表
示されません。）

2 位置を微調整し、 
 ここに行く を選ぶ

3  (目的地が設定されている場合のみ)
追加する位置の 設定 を選ぶ

●● 手順1～ 3を繰り返し、経由地/
目的地を設定してください。

5   プラン作成完了 を選ぶ

設定した条件でルートが探索され、 
探索結果画面が表示されます（P.94●手順3)
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主要施設を探す
公共施設・交通機関などの主要施設
を、ジャンルから検索できます。

1 行き先メニュー (P.52)から、
 主要施設 を選ぶ

2 ジャンルを選ぶ
●● 主要施設一覧表●→●P.220
●● ●全て●：●主要施設のジャンルを

全て表示

3 都道府県を選ぶ
●● ●全国●：●全国の施設のリストを表示

（表示された場合のみ）

4 リストから施設を選ぶ

地図が表示されます（P.94)

周辺の施設をジャンルで探す
指定した地点の周辺の施設を、ジャ
ンルから検索できます。
(周辺ジャンル検索)

1 行き先メニュー (P.52)から、
 周辺ジャンル を選ぶ

2 ジャンルを選び、 完了 を選ぶ
●● 周辺ジャンル一覧表●→●P.221
●● 5ジャンルまで選べます。
●● 大分類の異なる小分類・施設●
（例：「駅」と「レストラン」など）
は、組み合わせられません。
●● ●選択解除●：●右からひとつずつ

解除されます。

3 基準点※1を選び、 セット を選ぶ
●● 基準点を中心に200件まで表
示されます。
●● 基準点は下記から選べます。
・●駅からの設定●：選んだ駅周辺
・●住所から設定●：選んだ住所周辺
・●目的地周辺●：●選んだ目的地・

経由地周辺
・●現在地周辺●：●現在地周辺を検索
・●先程設定した場所●：
● 前回指定した地点周辺

※1● 基準点：検索する範囲の中心とな
る地点

4 リストから施設を選ぶ
●● ●ジャンル変更●：
再度ジャンルを選ぶ
●● ●エリア変更●：
再度基準点を選ぶ
●● ●ルートサイド●(● ●)：
ルート沿いの施設を絞り込み
●● ●距離順●：
基準点に近い順に並べ替え
●● ●種類順●：
ジャンルの種類ごとに並べ替え

地図が表示されます（P.94)

マップコードで探す
マップコードについて、詳しくは●
P.211をご覧ください。

1 行き先メニュー (P.52)から、
 マップコード を選ぶ

2 マップコードを入力し、 
 完了 を選ぶ
●● ●修正●：1文字削除

地図が表示されます（P.94)

自宅へ帰る

　準　備　
●● 自宅を登録してください。（P.43）

行き先メニュー (P.52)から、
 自宅 を選ぶ

ルートが設定されていない場合
現在地から自宅までの 
ルートが探索され、探索結果画面が 
表示されます（P.94●手順3)

ルートが設定されている場合
地図が表示されます（P.94)

行き先を探す

行
き
先
を
探
す
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地点を登録する（登録ポイント）
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地図から現在地を登録する
　準 備　 ●● タッチキー表示をONに●

してください。(P.62、68)
現在地画面で、 地点登録 を選ぶ

●● 現在地が登録されます。

地図から現在地以外を登録する
　準 備　 ●● タッチキー表示をONに●

してください。(P.62、68)
地図モード画面で、 地点登録 を選ぶ

●● カーソルの位置（地点）が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 地点を検索する
●● 検索のしかた→●P.82●～●87

2   地点登録 を選ぶ

●● 登録ポイントとして、地点が
登録されます。

地点を登録する

設定メニューから登録する

1 設定メニュー (P.53)から、
 登録ポイント を選ぶ
●● 登録ポイント画面が表示され
ます。

2 登録ポイントの 登録 を選ぶ

3 登録したい地点を検索する

●● 検索のしかた→●P.82●～●87
●● ●おでかけスポット●：
おでかけスポットから検索で
きます。
●● ●地図●：
最後に表示していた地図を表示

4   セット を選ぶ

●● 地点が登録され、登録ポイント
の情報を編集できます。
（P.91）

ガイドブックから登録する

1 施設または付箋を検索する
●● 検索のしかた●
→P.130～ 132、136

2 施設詳細画面から、
 地図で確認 を選ぶ

3   地点登録 を選ぶ

●● 地点が登録されます。

登録ポイントについて
●● 最大106件まで登録できます。（自宅を含む）
●● 登録された地点は、 マークで表示されます。
●● 高速道路上で現在地を登録した場合は、 マークで表示されます。

マークに近づくと、音声でお知らせします。(● ●)
●● パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、
SDメモリーカードを経由して登録することもできます。（P.92●～●93）

登録ポイントの情報を見る

登録ポイントにカーソルを
合わせ、 情報 を選ぶ

●● 登録ポイント情報画面(下記)
が表示されます。
●● 登録ポイントが重なっている●
場合は、登録ポイントをタッチ●
するごとに別の登録ポイント
が表示されます。

登録ポイント情報画面
登録ポイントの名称・住所・電話番号が
表示されます。（情報がある場合のみ）

●● ●修正●：●登録ポイントの情報を修正する。
(横表示の場合のみ)(P.91）

●● ●ここに行く●● →P.94
●● ●ここに立寄る●※1● →P.95

※1● すでにルートが設定されている場合のみ
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登録ポイントを消去する
一度消去すると、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。

1 登録ポイント画面(P.88)から
登録ポイントの 消去 を選ぶ

2 登録ポイントを選ぶ

●● ●マーク順●：
マーク（P.91）順に並べ替え
●● ●登 録 順 ●：
登録日付順に並べ替え
●● ●全 消 去 ●▶● は い ●：
全ての登録ポイントを消去

3   はい を選ぶ

1 登録ポイント画面(P.88)から
登録ポイントの 修正 を選ぶ

2 登録ポイントを選ぶ

●● ●マーク順●：
マーク（P.91）順に並べ替え
●● ●登 録 順 ●：
登録日付順に並べ替え

3 登録ポイントの情報を 
修正する（P.91）

4   完了 を選ぶ

登録ポイントを修正する

自宅に設定する

1   自宅に設定 を選ぶ

2  (すでに自宅が登録されている場合)
 はい を選ぶ
●● 今までの自宅は、通常の登録
ポイントとして残ります。

自宅を解除する

1 自宅の登録ポイント修正画面から
 自宅解除 を選ぶ

2   はい を選ぶ
●● 今までの自宅は、通常の登録
ポイントとして残ります。

マップコード(P.87、211)

 ● 登録ポイント修正画面

マークを変更する

1   マーク を選ぶ

2 マークのリストを選ぶ
(●マーク1●/●マーク2●/●音声付き●)
●● ●音声付き●からマークを選ぶと、
近づいたときに音声でお知らせ
します。

3 マークを選ぶ
 音声付き を選んだ場合
●● ●音確認●：音声を確認できます。
●● ●方向付きポイント●：
特定の方向から近づいたとき●
のみ音を出すようにできます。
方向を指定して、●セット●を選ん
でください。

名称を入力する

1   名称 を選ぶ

2 名称を入力し、 完了 を選ぶ
●● 全角12文字（半角24文字）まで
●● 文字入力のしかた→P.182

場所を変更する

1   位置 を選ぶ

2 変更したい場所にスクロール
させ、 セット を選ぶ

電話番号を入力する

1   電話番号 を選ぶ

2 電話番号を入力し、 完了 を選ぶ
(携帯電話・PHSの番号も可)
●● この番号は、電話番号検索の
対象となります。

地図上に登録ポイントの名称を 
表示する/しないを設定する

 す る  / しない を選ぶ
●● ● す る ●：
地図上に登録ポイントの名称
が表示されます。
●● ●しない●：
地図上に登録ポイントの名称
が表示されません。
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ご利用の流れ

1 Googleマップ™にアクセスする
●http://maps.google.co.jp/

2 Googleマップ™で地点を検索する
●● 検索のしかたは、Googleマップ™
のサイトをご覧ください。
●● 検索した地点の送信のしかたについて
は、当社サイト「パナソニック●ナビcafe」
の「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。

..G
グ ー グ ル

oogleマップ™を利用する
G
oogleマ

ッ
プ
™

を
利
用
す
る

おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、「おでかけ
旅ガイド」のマイリスト
(Google™)に送信する
●● 検索した地点がおでかけスポット
として「おでかけ旅ガイド」のマイ
リスト(Google™)に保存されます。

4  おでかけスポットを
ダウンロードして、
SDメモリカードに保存する
●● 市販のSDメモリーカードを
使用してください。

登録ポイントとして本機に登録
するには

3 検索した地点を、eメールで
パソコンに送信する
●● メールには、地点情報ファイル
が添付されています。
（拡張子「POI」）

 4 地点情報ファイルを
SDメモリカードに保存する
●● 市販のSDメモリーカードを
使用してください。
●● ルートフォルダの直下に保存
してください。（30件まで）
●● ルートフォルダの直下以外に
は保存しないでください。
本機で認識できません。

5  SDメモリーカードを本機に挿入する
 ● おでかけスポット●→P.85
 ● 登録ポイントとして
本機に登録する●→P.93

1 設定メニュー (P.53)から、
  SD地点読込 を選ぶ

2 施設を登録する

.Googleマップ™から検索した施設を登録ポイントとして本機に登録する

一括で登録する
 一括登録 を選ぶ
●● SDメモリーカード内に保存され
ているGoogleマップ™の地点
が、全て本機に登録されます。

地図から登録する

1  登録したい地点の
 地図 を選ぶ
●● 選択した地点の地図が表示さ
れます。

2   地点登録 を選ぶ

●● 地点が本機に登録されます。
●● ●情報●：●施設情報画面(左記)を

表示。

施設情報画面から登録する

1  登録したい地点の
名称を選ぶ
●● 選択した地点の施設情報画面
が表示されます。

2   地点登録 を選ぶ

●● 地点が本機に登録されます。

 お知らせ 
●● Googleマップ™から登録された地点は地図上に● ●と表示されます。
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ルートを探索する

ル
ー
ト
を
探
索
す
る

行き先メニューから検索する

1 地点を検索する
●● 検索のしかた→●P.82●～●87

2   ここに行く を選ぶ

●● カーソルの地点を行き先に設定
し、ルート探索を開始します。
●● すでにルートがある場合は、
古いルートは消去されます。
●● ●情報●：●施設情報画面を表示

・●●名称・住所・電話番号が表示
されます。

・●●●ここに行く●：
● ●施設を行き先に設定し、ルー
ト探索を開始します。

・●●●ここに立寄る●：
● ●施設を経由地（P.95）に設定●
します。(すでにルートが●
設定されている場合のみ)

3 探索結果画面から、 案内開始 を選ぶ
●● ルート案内を開始します。
●● 約10秒間操作しなくても、
ルート案内を開始します。(● ●)
●● ルートを保存するには→P.97

行き先メニューから検索する

1 地点を検索する
●● 検索のしかた→●P.82●～●87
●● 行き先・経由地合わせて５地点
まで設定できます。

2   ここに立寄る を選ぶ

3 追加する区間の、 設定 を選ぶ

●● 最後の区間に追加すると、●
目的地として設定されます。

4 （車モード時に、通過道路、入口 /
出口 ICが設定されている場合のみ）
通過道路、入口/出口ICを解除する
1   はい を選ぶ

●● 通過道路(P.102)、入口/出口
IC(P.104)が解除されます。
●● ●いいえ●を選ぶと、適正な
ルートが探索できない場
合があります。

2   探索開始 を選ぶ

5 探索結果画面から、 案内開始 を選ぶ
●● ルート案内を開始します。
●● 約10秒間操作しなくても、
ルート案内を開始します。(● ●)
●● ルートを保存するには→P.97

地図から直接探す
　準　備　
●● タッチキー表示をONにしてくだ
さい。(P.62、68)

1 地図をスクロールさせ、 
 行き先設定 を選ぶ

2   ここに行く を選ぶ

●● カーソルの地点を行き先に設定
し、ルート探索を開始します。

3 探索結果画面から、 案内開始 を選ぶ
●● ルート案内を開始します。
●● 約10秒間操作しなくても、
ルート案内を開始します。(● ●)
●● ルートを保存するには→P.97

地図から直接探す
　準　備　
●● タッチキー表示をONにしてくだ
さい。(P.62、68)

1 地図をスクロールさせ、 
 行き先設定 を選ぶ

2   ここに立寄る を選ぶ

●● カーソルの地点を次の経由地
に設定し、ルート探索を開始し
ます。

3 探索結果画面から、 案内開始 を選ぶ
●● ルート案内を開始します。
●● 約10秒間操作しなくても、
ルート案内を開始します。(● ●)
●● ルートを保存するには→P.97

行き先に設定する 経由地に設定する

 お知らせ 
●● 探索結果画面について、詳しくは
下記をご覧ください。
・車モード時　→P.98
・歩行モード時→P.118  お知らせ 

●● 探索結果画面について、詳しくは
下記をご覧ください。
・車モード時　→P.98
・歩行モード時→P.118
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デパートなどの提携駐車場を
検索する(提携駐車場検索)

1 地点を検索する
●● 検索のしかた→●P.82●～●87

2   提携 P を選ぶ

●● 駐車場のリストが表示されます。

3 地図に表示させたい駐車場
の 地図 を選ぶ

●● リストを選ぶと、駐車場の情報
が表示されます。

4 行き先・経由地に設定する

●● 行き先→●P.94
●● 経由地→●P.95

 お知らせ 
●● 施設の専用駐車場は青、提携駐車
場は緑の●P●で表示されます。
●● 表示される駐車場は、車両情報
(P.42)の設定に基づいています。
●● 提携駐車場がない場合は、●提携P●は
表示されません。

ルート案内を中止する

設定メニュー (P.53)から、
 案内中止 を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が
消去されます
●● ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.53)から、
 案内再開 を選ぶ

ルート案内が再開されます

ルートを消去する

1   メニュー を選ぶ

2   目的地を消す を選ぶ

3 （経由地がある場合のみ）
 全消去 ▶ はい を選ぶ

4   はい を選ぶ

ルートそのものが消去されます

保存ルートを呼び出す
　準　備　
●● ルートが保存されているSDメモ
リーカードを挿入してください。
1   メニュー を選ぶ

2   保存ルート を選ぶ
●● 保存ルート画面が表示されます。

3 ルートを選ぶ

4 探索結果画面から、 案内開始 を選ぶ
●● ルート案内を開始します。
●● 約10秒間操作しなくても、
ルート案内を開始します。(● ●)

 お知らせ 
●● 保存ルートの情報(左記)をもとに再度
ルートを探索するため、登録時とは異な
るルートが表示される場合があります。
●● 歩行モードで保存したルートを車モード
で呼び出した場合は車モードの「おまかせ」
（P.110）の条件で、車モードで保存したルー
トを歩行モードで呼び出した場合はおでか
けウォーク設定の初期探索条件（P.178）で
設定した条件で、ルートが探索されます。

保存ルートを消去する
　準　備　
●● ルートが保存されているSDメモ
リーカードを挿入してください。

1 保存ルート画面(上記)から、
 消去する を選ぶ

2 消去したいルートを選ぶ

3   はい を選ぶ

探索したルートを保存する
探索したルートを保存して、必要な
ときに呼び出せます。(最大5ルート)

　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。

探索結果画面(P.94、95)から
 ルートを保存 を選ぶ

●● 現在のルートが、出発地と目
的地の名称でSDメモリー
カードに保存されます。
●● 保存される情報
・●●出発地、経由地、目的地
・●各区間の探索条件(● ●)
● ●[探索条件(P.110)を「別ルート」
に設定している区間は、「おま●
かせ」で保存されます。]

●● 通過道路、入口/出口ICの指定
は解除されます。(● ●)
●● 保存したルートを呼び出すに
は→右記
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