
更新データの転送

インターネット Wi-Fiテザリング

車の電源をONにしてカーナビを起動し、GPSを受信してください。
※場所によっては受信に時間がかかる場合があります。

※機種やソフトウェアバージョンにより画面や設定方法が異なる場合があります。

無料地図更新の概要と手順

Wi-Fiテザリング接続の方法（Androidの場合）

更新データ受信

概 要
本書はスマートフォンアプリ「ナビアップ」
を使用してナビの地図データを更新するため
の手順書です。「ナビアップ」は、対応する
カーナビの地図データやソフトウェアのバー
ジョンアップを行うためのアプリです。

＜ナビアップをご使用になる前に＞
●ナビゲーションのソフトバージョンが古い場合、ナビアップから検出できない場合があります。
データダウンロードページより最新のバージョンに更新していただきますよう、お願いいたします。

● 更新データのダウンロードにはスマートフォン
　 上に次の空き領域が必要になる事があります。
　・部分更新の場合、最大約2 GB
　・全更新の場合、最大約7 GB
　・2年以上地図データを更新していない場合、
　 最大約10 GB

カーナビスマートフォン

［無料地図更新その１］ スマートフォンによるダウンロード更新の手順詳細 事前準備編

対応OS： Android™ 7.0以上
  iOS 12以上

専用アプリ「ナビアップ」

[ネットワークとイン
ターネット]を選択

[設定 ]アイコンを
選択

[テザリング]を選択 [Wi-Fiテザリング]
を選択

[ON/OFF]のトグル
ボタンを［ON］に

［Wi-Fiテザリング
設定］を選択

カーナビがGPS受信しているかの確認方法
●メニュー画面→「情報・設定」→「ナビ情報・設定」
→「GPS情報」を選ぶと受信状態を確認できます。

もしくは
●GPSを受信すると、
地図画面の左上に
表示されている方位
マークの背景が赤
から白に変わります。

未受信 受信時

スマートフォンとカーナビをWi-Fi接続するStep2

専用アプリ「ナビアップ」で
ユーザー登録する
（Wi-Fi接続したカーナビから情報が取得されます）

Step3

[情報・設定]ボタンを選択 [スマートフォン接続設定]を
選択

[Wi-Fi設定]ボタンを選択 Wi-FiテザリングONにした
ネットワークを選択

接続できると「接続済み」と
表示

[接続]ボタンを選択パスワード入力欄を選択 パスワードを入力し、右下の
チェックアイコンを選択

専用アプリ「ナビアップ」を
インストールStep1

iPhoneの場合 [設定]を選択 → [インターネット共有]を選択 → ［ほかの人の接続を許可］をON → カーナビ側の操作 

カーナビ側の情報取
得が完了するまで待つ

ユーザー情報を入力し、
［ユーザー情報登録確認
へ］ ボタンを選択

登録情報を確認したら［ユーザー情報登録完了］
ボタンを選択

登録完了画面が表
示されるので、[利用
開始]ボタンを選択

[確認]ボタンを選択新規ユーザー登録画面
が表示されたら[同意し
て次へ]ボタンを選択

アンケートにお答えいただ
き、画面下部の[ユーザー
情報登録へ]ボタンを選択

ご自身のナビcafe
登録状態を選択

［お買い上げ日付］を
入力し、［Webダウン
ロード更新］を選択

[ユーザー新規登録]
ボタンを選択

アプリ「ナビアップ」を起動

初回起動時 利用規約が表示され
たら、画面最下部の
[承諾]ボタンを選択

[できること]の画面
が表示されたら、右
から左へフリック

カーナビとWi-Fi接続
されていることを確認
し、[開始]ボタンを選択

データのアクセス確
認が表示されるの
で、[許可]を選択

スマートフォンに専用アプリ「ナビアップ」をインストールする

スマートフォンとカーナビをWi-Fi接続する

専用アプリ「ナビアップ」でユーザー登録する
（Wi-Fi接続したカーナビから情報が取得されます）

Step 1
Step 2

Step 3

事
前
準
備

地
図
更
新

地図更新データをスマートフォンにダウンロードする

地図更新データをカーナビへ転送する

カーナビの地図データを更新する

更新された地図のバージョンを確認する

●道路地図  ●案内画面 
●音声案内  ●地点検索データ
●市街地図  ●逆走検知データ
◆データは年1回更新

Step 4
Step 5
Step 6
Step 7

[パスワードを表示]
をクリックし、アク
セスポイントのパス
ワードを確認

登録状態に応じたチュートリ
アル（操作の流れ）を読み進む

ダウンロードは
こちらから

カーナビ側のW i - F i設定でスマートフォンに接続する

※画面はイメージです。

●Android は、Google LLC の商標です。 ●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●画像やイラストはイメージであり、スマートフォンのソフトウェアバージョンなどにより実際と異なる場合があります。 スマートフォンやナビゲーションの操作方法は、各々の取扱説明書をご参照ください。記載内容は2021年5月現在のものです。

スマートフォンのキャリアや契約プランによって、Wi-Fiテザリングの
ご利用には事前のお申込みが必要となり、有料となる場合もあります。

ここで登録いただいた
・メールアドレス
　（ナビcafeのユーザーIDとなります）

・パスワード
は、Step4のナビcafe
へのサインイン時に
必要となります。

●さらにGPS受信状態にする必要があります。■無料地図更新の種類
全地図更新
期間中1回限り

●道路地図  ●案内画面 
●音声案内  ●地点検索データ 
◆データは2カ月毎更新
　※地点検索のみ4カ月毎

部分地図更新
最大３年間

●申込受付期間:使用開始日から最大3年後まで
●利用可能期間:使用開始日から最大3年間

http://car.panasonic.jp/cgi-bin/navidata/index.cgi?mode=genuine


更新データ転送
完了の表示が出
たら[確認]を選択

●送信から更新準備が完了するまでに要する時間は、
更新データの容量により異なります（5分～70分程度）。
●転送中および更新準備中も、ナビゲーションを操作で
きます。
●2年以上地図データを更新していない場合は、2回に
分けて転送されます。（Step5以降の操作がもう一度
必要です）

アプリ「ナビアップ」を
起動して、サインイン
する

[カーナビに送信]の
ボタンがトーンアップ
されるので、選択

送信内容が
表示される
ので確認し
て[送信]を
選択

更新データ
の転送開始

地図更新データを
カーナビへ転送するStep5

全ての更新準備（データ受信・展開）が完了
したら「更新データがあります」に変わる

「通知」一覧で、更新データ受信の進捗
状況を進捗バーで確認する
進捗バー50%までは更新データ受信中

カーナビの電源を入れて
GPS受信状態にし、
スマートフォンと
Wi-Fiテザリングで接続します。
（　　　　参照）Step2

スマートフォン
の操作はこれで
終了です。

カーナビ画面の右上にアップ
デートのアイコンが表示される

地図データを
更新すると各
地図のバー
ジョンが更新
される

[情報・設定]
ボタンを選択

[システム情報
・設定]ボタン
を選択

画面下方へ
スクロールし、
[バージョン
情報]ボタン
を選択

●更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
●更新に要する時間は、更新対象により異なります（ 1分～3分程度）。
●更新中は、ナビゲーションを操作できません。

地図更新編［無料地図更新その2］ スマートフォンによるダウンロード更新の手順詳細

アプリ「ナビアップ」を
起動して、サインイン
する

カーナビとの同期が完
了したら［確認」ボタン
を選択

[部分更新ダウンロード]、
もしくは[全更新ダウン
ロード]ボタンを選択

更新データをダウン
ロードする対象のカー
ナビを選択

更新データの内容が表
示されるので、[ダウン
ロード]ボタンを選択

ダウンロード開始 ダウンロード完了の
表示が出たら[確認]
を選択

地図更新データを
スマートフォンに
ダウンロードする

Step4

カーナビの
地図データを更新するStep6

更新された地図の
バージョンを確認するStep7

［更新データがあります。］を選択 アップデートの画面が表示されたら
［はい］を選択

更新前のバージョン、更新後のバージョン
を確認し、［更新する］を選択

［最新データに更新されました。］と表示
されたら、更新完了

情報・設定からの更新用
の画面への遷移方法
[情報・設定]ボタンを選択
→[システム情報・設定]を
選択→[ソフトウェア・地図
更新]ボタンを選択する

●アプリの初期設定では「ダウンロードを
Wi-Fi接続中のみ許可する」の設定が
「有効」になっています。設定を「無効」に
した場合、パケット代がかかる可能性が
あります。
●スマートフォンに空き領域が必要になる
事があります。
　 ・部分更新の場合：最大約2 GB
　 ・全更新の場合：最大約7 GB
　 ・2年以上地図データを更新して
　 いない場合：最大約10 GB

次にテザリングをOFFにして、
自宅や公衆無線LANなどと
Wi-F i接続してください !

カーナビの電源を入れて
GPS受信状態にし、
スマートフォンと
Wi-Fiテザリングで接続します。
（　　　　参照）Step2

※画面はイメージです。

●Android は、Google LLC の商標です。 ●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●画像やイラストはイメージであり、スマートフォンのソフトウェアバージョンなどにより実際と異なる場合があります。 スマートフォンやナビゲーションの操作方法は、各々の取扱説明書をご参照ください。記載内容は2021年5月現在のものです。

無料地図更新は2種類あります。
①全地図更新（期間中1回限り）
②部分地図更新（最大3年間）

または

※どちらの方法からでも次の画面は同じです。

更新データ受信が完了後も、進捗バーが100％
になるまでナビ内でデータ展開が行われる
進捗バー50%以降はナビ内データ展開中

カーナビ画面のヘッダー領域を上から
下に指をすべらせスワイプして、別の画面
（ここでは「通知」一覧）を表示させる


