
256 257

そ
の
他

さ
く
い
ん

さくいん
あ　行

あかさたなタッチキー .....82、140
明るさ(カメラ)............................178
明るさ(ナビ) ..................................44
明るさ（AV） ................................186
アスペクト切換...........................187
頭出し ............................. 195、196
歩き易さ ......................................123
案内開始 ............83、96、97、99
案内切換 ...............................68、81
案内再開 .........................................98
案内図 ...................................61、81
案内中止 .........................................98
案内表示切換 .......................68、81
案内ポイントマーク ......................68
案内ルート .....................................69
案内レーン看板表示 ......................69
行き先設定 ................. 67、96、97
行き先メニュー....................54、82
一時停止 ......................................194
位置情報 ......................... 177、199
一般道から探索...........................111
一般優先 ......................................112
居眠り防止案内.............. 115、206
入口/出口IC ................... 106、110
迂回探索 ............................69、111
迂回メモリー ..............................118
映像/音楽 ....................................184
液晶ディスプレイ ..........................24
エリアモード ..............................189
オート ..........................................189
オートリルート
  ..........115、125、206、210

おすすめおでかけプラン ..............86
お手入れ ......................................216
おでかけウォーク ................48、52

おでかけスポット ..........................86
おでかけ旅ガイド ..........................86
おでかけプラン..............................86
おでかけプランナー ......................86
おまかせ(立ち寄り順) 
  .......................103、122、149

おまかせ(探索条件) 
  .......................101、112、123

おまかせ案内 ..............................141
音声多重放送 ..............................190
音量(ナビ) ......................................43
音量（AV) .....................................184
オンルートスクロール ...............108

か　行

カーソル ............................67、168
カーブ案内 ........... 66、117、206
海外ガイドブック ........ 150～ 174
海外ガイドブックメニュー .......154
海外施設詳細画面 ........ 158～ 159
海外登録ポイント ........ 161～ 163
回転 ....................................80、198
各種設定（SDビデオ再生） .........195
各種設定（ワンセグ） ...................190
拡大解除 .........................................63
拡大図 .............................................81
拡大図表示 .....................................62
拡大表示 .........................................75
拡大表示解除 .................................75
カメラ 
  ... 24、25、154、176～ 182

カメラマーク .....174、179、199
カメラメニュー..............................55
カロリー消費 ................. 120、123
簡易視聴スタンド ..........................36
季節規制 ......................................102

季節規制メッセージ表示 ...........206
起動パスワード.................46、212
曲情報 ..........................................197
距離優先 ......................................112
記録画素数 ..................................178
緊急警報放送 ..............................191
クッション材 .................................29
車モード ........52 ～ 53、58～ 59
経由地 
  ... 97、102、110、121、122、125

経由地マーク .................................69
現在地 .............24、42、45、114
現在地画面 ........................66、168
現在地精度 ..................................241
現在地修正 .....................................45
現在地マーク ....................66、168
広域 ..............65、72、167、170
広域地図 ............................60、166
交差点拡大図 ....................62、208
合流案内 ............... 66、116、206
国内ガイドブック ............ 133～ 149
国内ガイドブックメニュー ...........138
ここに行く 
  ...83、96、147、168、170

ここに立寄る .......... 83、97、147
ここを登録 ..................... 161、168

さ　行

サービス切換 ..............................189
細街路案内 ..................................117
細街路探索 ..................................113
再生位置 ......................................195
再生リスト ..................................194
再探索 ................... 69、110、124
サイドブレーキ....... 25、43、202
残距離表示 ...........................68、76

シーズンレジャー 
ランドマーク.................64、204

シガーライターコード .....33、202
市街図 ...................................65、73
市街地図 ...............................60、73
事故多発地点マーク .........65、206
自車マーク ..................................204
システム設定 ..............................212
システムの初期化 .......................212
施設詳細画面 ...141、146～ 147
施設マーク ..................... 167、172
施設マーク表示切換 ...................167
自宅 ............................. 45、89、93
自動音声案内 ..............................206
自動デモ起動（販売店用） ...........212
シミュレーション .......... 107、123
車載用吸盤スタンド ..........28 ～ 32
車載用吸盤スタンド 
取付シート ..............................202

車両情報設定 ....................44、210
車両信号 .........................................43
車両信号/バージョン情報 ............43
住所 .................................................84
周辺迂回 ......................................111
周辺検索 ......................................173
周辺ジャンル ....................88、254
縮尺 .......................... 64、72、170
縮尺ゲージ .....................................64
主要施設 ............................88、253
詳細 ..............65、72、167、170
詳細地図 ......................................166
省電力モード ........ 40 ～ 41、212
省電力モード時の 
自動電源OFF .... 40 ～ 41、212

情報メニュー .................................54
初期状態 ......................................214


	もくじへ戻る

