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安全にお使いになるために

安全にお使いになるために

・	当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車
種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。

・	Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い
求めの販売店にご依頼ください。

・	商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
本機（ナビゲーション）を第三者に譲渡・転売、または廃棄される場合には以下の
内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申
し上げます。
■お客様のプライバシー保護のために…
・	ハードディスクおよびメモリーに保存された個人情報を含む全てのデータ（登録
リスト、メンテナンス情報など）を、本書に記載した内容に従って初期化（デー
タの消去）するようにしてください。
■著作権保護のために…
・	ハードディスクに保存された画像データ／音楽データ等（その他録音データ）を、
本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。	
本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡（有償、
及び無償）・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。
※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかね
ますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ね
てお願い申し上げます。
　個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されており
ます個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページをご覧
下さい。

http://www.honda.co.jp/ACCESS/

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点
はお買い求めの販売店へご相談ください。
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安全にお使いになるために

本書は、ナビゲーションシステムおよびオーディオの取り扱いを説明し
ています。車両本体の取扱説明書と併せてお読みください。
本機をはじめてお使いになる場合は、最初に「基本操作ガイド編」をお
読みください。
仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

●安全に関する表示
「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を下記の表示で記載し、
その危険性や回避方法を説明しています。これらは重要ですので、必ずお読
みください。

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの危険

警告

注意

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能
性があるもの

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの
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安全にお使いになるために

警告

警告

事故防止のため、リモコンの電池は幼
児の手の届かないところに保管する
万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただ
ちに医師と相談してください。そのままに
しておくと、生命に危険を及ぼす場合があ
ります。

警告
テレビを見たりナビゲーションの操作
をするために、車庫や屋内などの換気
の悪いところでエンジンをかけたまま
にしない
車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒
になるおそれがあります。

安全のため、運転者は走行中に操作し
ない
前方不注意になり、交通事故の原因となる
おそれがあります。

警告
実際の交通規則に従って走行する
ナビゲーションによるルート計算は、道路
の状況やナビゲーションシステムの精度に
より不適切な案内をすることがあります。
必ず実際の交
通規則、道路
標識に従って
走行してくだ
さい。

注意
可動部などに手や指を挟まれないよう
注意する
液晶パネル開閉時に手や指を入れると、け
がの原因になることがありますので、差し
込まないでください。

警告
リアカメラシステムは、障害物等の確
認のための補助手段として使用する
後退時には、直接後方の安全確認をしなが
ら運転してください。
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お願い
●エンジン停止中やアイドリング中に
大きな音量で長時間ご使用になりま
すと、バッテリーが過放電となり、
エンジンの始動ができなくなるおそ
れがあります。

全メニュー
機能

一部メニュー
未機能

●ヒューズを交換するときは、必ず規
定容量のヒューズを使用してくだ
さい。規定容量以上のヒューズや、
ヒューズ以外のものを使用すると、
故障の原因となります。

●ディスク挿入口等や操作パネル開閉
部にコインなどの異物を差し込ま
ないでください。また、ゴミ等異物
を落とさないようご注意ください。
故障の原因となることがあります。

●当商品を分解したり改造しないでく
ださい。故障の原因となることがあ
ります。

●画面が映らない、音が出ない、変な
臭いがするなどの状態で使用しない
でください。そのまま使用し続ける
と、故障したり煙が出てくるなど、
修理不能になるおそれがあります。
このようなときはただちに使用を止
め、お買い求めの販売店にご相談く
ださい。

●安全運転への配慮から、走行中に操
作できない機能がありますので、走
行中に表示されるメニューは、機能
が制限されたものとなります。操作
は、安全な場所に停車して行ってく
ださい。
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安全にお使いになるために

お願い
●停車して操作するときは、停車禁止
区域以外の安全な場所で行ってくだ
さい。

●適切な音量でお聞きください。運転
中の音量は、車外の音が聞こえる
程度の音量でご使用ください。車
外の音が聞こえない状態で運転す
ると、交通事故の原因となること
があります。

●本機が動作中に、振動の激しい悪路
や道路のつなぎ目などを走行する
と、音飛びや映像乱れを起こすこ
とがあります。

●ラジオや TV、FM多重の受信につ
いては、アンテナの位置が刻々と
変わるため電波の強さが変わった
り、障害物や電車、信号機などの
影響により良好な受信状態を維持
することが困難な場合があります。

●長時間、車を屋外に駐車する場合、
真夏や真冬は車内の温度が極度に変
化していますので、換気したり暖房
したりして車内を適温にしてご使用
ください。

●万一異常が発生したときは、お買い
求めの販売店へご相談ください。

●バッテリー交換のときなど当商品へ
の電源供給が止まると、メモリーし
た内容は消えてしまいます。

●表示用のディスプレイは、日差しの
角度によっては反射光などで見えに
くくなることがあります。

●本機の近くで強力な電気的ノイズを
発生する電装品を使用すると、画面
が乱れたり、雑音が入る場合があり
ます。このような場合は、原因と思
われる電装品を遠ざけるか、ご使用
をお控えください。
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●	非常に寒い時は、画面の動きが遅く
なったり画面が暗くなったりするこ
とがありますが、故障ではありませ
ん。常温に戻れば回復します。

●	操作パネルの液晶表示部に、小さな
黒点や輝点が出ることがあります
が、この黒点や輝点は液晶特有の現
象で故障ではありません。

●	操作パネルの液晶表示部表面は傷つ
きやすいので、硬いものでこすった
り、たたいたりしないでください。

●操作パネルについて

お願い

液晶表示部のお手入れについて

液晶表示部をお手入れするときは、ベ
ンジンやシンナー、自動車クリーナー
などは使わないでください。変質する
原因となります。

お手入れするときは、乾いた柔らかい
布で軽く拭いてください。

●	操作パネルの開閉時または静止時に
無理な力を加えたり、異常な使用を
しないでください。

●	操作ボタンや液晶表示部に強い衝撃
を加えると、破損や変形など故障の
原因になります。

●	操作パネルが閉じるときに、指や異
物などの障害物がある場合は、安全
機構がはたらいて、自動的に止まり
ます。操作パネルを再び動作させる
には、障害物を取り除いた後、オー
プンボタンを押してください。

●	操作パネルを傾けた状態でトレーの
代わりに使用しないでください。ま
た、操作パネルに衝撃を加えたりす
ると破損、変形などの故障の原因と
なります。

●	操作パネルに、たばこの火などを触
れないようにしてください。キャビ
ネットや液晶表示部が変質、変形す
ることがあります。
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●	お飲み物や、雨の日の傘などからの
水滴で濡らさないでください。内部
回路の故障の原因となります。

●	操作パネルの角度を調整するときに
は、液晶表示部を手で押さえたり、
荷重を加えないでください。故障の
原因となります。

●	夏期は車内温度が高くなることがあ
りますので、車内の温度を下げてか
らお使いください。液晶表示部が正
しく動作する温度は0℃〜60℃で
す。

お願い
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●	システムの動作中に、ケーブルの抜
き差しは絶対におやめください。故
障の原因となります。必ず車のエン
ジンスイッチを切ってから行ってく
ださい。

●本体の取り扱いについて
お願い

●	バッテリー交換などで本機への電源
供給が止まると、お客様が登録した
メモリー内容が消えて、初期設定状
態になります。その場合には、もう
一度設定し直してください。

　	初期設定に戻るのは、FM/AM/TV
チューナーのプリセットメモリーお
よびチューナーエリア、音質および
音量バランスなどオーディオ設定の
一部と、操作パネルの角度設定など
です。
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お使いになる前に

ナビゲーションについて

お願い
●バッテリーあがり防止のため、本機の操作は、車のエンジンをかけた状態で行っ
てください。
●本機は高速CPUを搭載していますので、ケースが熱くなることがあります。
使用中やエンジンを切った直後の取り扱いは、十分に注意してください。
●接続コードの取り付け、取り外しをする場合は、エンジンを切ってください。
エンジンをかけた状態で作業すると、故障や誤作動の原因となります。

お知らせ
●購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、現
在地を測位するまで5分〜15分ぐらいかかることがあります。また、通常お
使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分〜3分程度かか
ることがあります。
●GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下
により測位誤差が大きくなることがあります。また下記のような場合には、電
波障害の影響で、一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなることがあ
ります。
　・GPSアンテナの近くで、自動車電話や携帯電話を使っているとき
●提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供される
VICS情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
●ルート（経路）計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計
算してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できな
い場合があります。
●スマートカードキーシステムが装着されている車では、スマートキーをナビ
ゲーション本体に近づけると、ナビゲーション本体が動作しなくなる場合があ
りますので、十分に注意してください。
●本機の近くで強力な電気的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れ
たり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を
遠ざけるか、ご使用をお控えください。
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●本機の最初のバージョンアップキット（地図更新版）の発売は、2009年12月
ごろを予定しております。それ以降、年に1回の地図更新を計画しております。	
地図の更新は、予告なく終了することがあります。

安全運転への配慮
●安全運転への配慮から、ナビゲーションは停車させていないと、一部の操作が
できないようになっています。
●テレビなどの映像が表示されるのは、停車中だけです。テレビなどをご覧にな
るときは、必ず、車を停車させてお楽しみください。走行中は、音声のみを聴
くことができます。

＜走行中の画面＞



Memo
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本書の構成
基本的な操作や機能などを紹介しています。
さらに詳しい内容は、「応用操作説明編」をご覧ください。

最初に覚えてください
各ボタンの名称と機能、地図画面上のキーの名称など、本機に関して最初に
覚えておいていただきたいことを説明しています。

ナビゲーションを使ってみよう
目的地設定の操作方法やルート誘導中の画面表示など、ナビゲーション機能
を使う上でまず知っておいていただきたいことを説明しています。

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう
MUSIC	RACKやCD、DVD、MP3など、本機で楽しめるさまざまな音楽メ
ディアの操作方法を説明しています。

覚えてほしい操作
画面に表示されるコントロールバーの操作や文字入力など、本機のさまざま
な機能を使いこなすために知っておいていただきたいことを説明しています。

さらにこんなこともできます
カーナビの便利な機能を紹介しています。詳しい操作については、各項目に
記載されている参照先のページをご覧ください。

FUN RINGを使ってみよう
FUN	RINGを使った目的地の設定方法や、最近聴いたアルバムの再生方法な
どについて説明しています。
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表示画面を切り替える
表示画面をナビゲーション画面とオーディオ画面の2種類に切り替えて操作
することができます。

1  を押す

  

オーディオ画面に切り替わります。

2 もう一度  を押す

ナビゲーション画面に戻ります。

注意事項が表示されます。安全上、重要な事項ですので、よくお読み
ください。

アドバイス 

オーディオ画面の をタッチすると、背景画面のみの表示となり
ます。（応用操作説明編 P.170）

オーディオ再生中にナビゲーション画面を表示しても、オーディオ音
声を聴くことができます。

•

•

•

最
初
に
覚
え
て
く
だ
さ
い
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表示画面を切り替える

本書の見方
本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。
本書をお読みになる前に、よく理解しておいてください。

ボタン
操作パネル上
のボタンを表
します。

END
操作の終わり
を表します。

お願い
お車や本体の
ために必ず
守っていただ
きたいことで
す。

アドバイス
操作をする上
で、本機を使
いこなすため
のアドバイス
です。

お知らせ
操作の前に注
意していただ
きたいことや、
知っておいて
いただきたい
ことです。

インデックス
章の内容を示
すインデック
スです。

参照ページ
参照先のペー
ジ数を示して
います。
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放送局リストから選局する

ラ
ジ
オ
を
聴
く

放送局リストから選局する
プリセットチャンネル（P.157）をあらかじめ登録しておけば、プリセットチャ
ンネルリストから簡単に選局することができます。

アドバイス

、 をタッチして、各モードごとにプリセットチャンネルリストを作成す

ることができます。

 放送局をリストに手動で登録する 

ここまでの操作

1 をタッチして、登録したいバンドを選択する

2 または を押して、登録したい放送局を受信する

3 登録するチャンネルを、「ピーッ」と音がするまでタッチし続ける
受信中の放送局がそのチャンネルに登録されます。
ここで登録した内容はプリセットチャンネルキーにも反映されます。プリ
セットチャンネルキーには、チャンネル番号が表示されます。

•

アイコン
画面上に表示
されるキーを
表します。

NEXT
操作手順や説
明が次ページ
に続くことを
表します。

インデックス
章の内容を示
すインデック
スです。

ソース名
この操作が適
用できるソー
スを表します。

タイトル
タイトルを表します。主に
各操作方法で構成されてい
ます。



コンビニ

お気に入りのCDを聴
きながら、ハードディス
クへ自動録音（ミュー
ジックキャッチャー）。
（→P.00）

4 お気に入りのCDを録音
お気に入りのCDを
聴きながら、ハード
ディスクへ自動録音
（MUSIC RACK）。
（応-P.214）

4 お気に入りのCDを録音

2

高精度ジャイロ搭載だから傾斜などの高低差もす
ぐに感知・判別。

2 都市高速入口。高低差も感知！
高精度ジャイロ搭載だから傾斜などの高低差もす
ぐに感知・判別。

2 都市高速入口。高低差も感知！

簡単操作で自宅までのルートが
設定できます。
さあ、ゴールを目指して安全運

簡単操作で自宅までのルートが設
定できます。
さあ、ゴールを目指して安全運転。

7 さあ、安全運転で
自宅へ帰りましょう

複雑な都市部の街並などを、リア
ルな3D_CGで表示。

3 スクエアビュー描画で
快適ドライブ

複雑な都市部の街並などを、リア
ルな3D_CGで表示。

3 スクエアビュー描画で
快適ドライブ

SA／PAに近づくと施設の情
報を表示（SA/PA情報表示）。
（.0）

5 SAでトイレ休憩
SA／PAに近づくと施設の情
報を表示（SA/PA情報表示）。
（応-P.30）

5 SAでトイレ休憩

駐車場が満車。こんなときはす
ぐに次の駐車場を探します（駐
車場リレー検索）。（→P.00）

6 目的地に到着
駐車場が満車。こんなときはす
ぐに次の駐車場を探します（駐
車場リレー検索）。（応-P.68）

6 目的地に到着

休日に家族で海へお出かけ。家を出るその時から目的地までの道のりはもちろん、
帰宅するまですべての移動空間を快適空間に。
快適なドライブシミュレーションへご案内いたします。
※ 参照先ページ数の「応-」は「応用操作説明編」を表しています。

行きたい場所をすばやく見つけることができる豊富な検索機能。
■目的地メニュー（応-P.46）■FUN RINGメニュー（P.88）

１ さあ出発！目的地を設定しよう

ドライブを楽しめる機能がいっぱい（機能紹介）

ドライブを楽しめる機能がいっぱい

1�　VXH-092CV



コンビニ

お気に入りのCDを聴
きながら、ハードディス
クへ自動録音（ミュー
ジックキャッチャー）。
（→P.00）

4 お気に入りのCDを録音
お気に入りのCDを
聴きながら、ハード
ディスクへ自動録音
（MUSIC RACK）。
（応-P.214）

4 お気に入りのCDを録音

2

高精度ジャイロ搭載だから傾斜などの高低差もす
ぐに感知・判別。

2 都市高速入口。高低差も感知！
高精度ジャイロ搭載だから傾斜などの高低差もす
ぐに感知・判別。

2 都市高速入口。高低差も感知！

簡単操作で自宅までのルートが
設定できます。
さあ、ゴールを目指して安全運

簡単操作で自宅までのルートが設
定できます。
さあ、ゴールを目指して安全運転。

7 さあ、安全運転で
自宅へ帰りましょう

複雑な都市部の街並などを、リア
ルな3D_CGで表示。

3 スクエアビュー描画で
快適ドライブ

複雑な都市部の街並などを、リア
ルな3D_CGで表示。

3 スクエアビュー描画で
快適ドライブ

SA／PAに近づくと施設の情
報を表示（SA/PA情報表示）。
（.0）

5 SAでトイレ休憩
SA／PAに近づくと施設の情
報を表示（SA/PA情報表示）。
（応-P.30）

5 SAでトイレ休憩

駐車場が満車。こんなときはす
ぐに次の駐車場を探します（駐
車場リレー検索）。（→P.00）

6 目的地に到着
駐車場が満車。こんなときはす
ぐに次の駐車場を探します（駐
車場リレー検索）。（応-P.68）

6 目的地に到着

休日に家族で海へお出かけ。家を出るその時から目的地までの道のりはもちろん、
帰宅するまですべての移動空間を快適空間に。
快適なドライブシミュレーションへご案内いたします。
※ 参照先ページ数の「応-」は「応用操作説明編」を表しています。

行きたい場所をすばやく見つけることができる豊富な検索機能。
■目的地メニュー（応-P.46）■FUN RINGメニュー（P.88）

１ さあ出発！目的地を設定しよう

ドライブを楽しめる機能がいっぱい
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早わかり一覧

早わかり一覧
目的地を探したいとき

電話番号から目的地を探す
	 ▶▶応-P.��

住所から目的地を探す
	 ▶▶応-P.��

目的地の名称を入力して探
す	 ▶▶応-P.��

施設のジャンルから探す	
	 ▶▶応-P.��

本機に登録された地点を
目的地にする
	 ▶▶応-P.��
現在地や目的地の周辺に
ある施設を探す
	 ▶▶応-P.��
TV番組・雑誌で紹介され
た施設を探す
	 ▶▶応-P.�1

最後に表示した地図から目
的地を探す	▶▶応-P.��

よく行く場所を目的地に設
定する	 ▶▶P.�1

自宅を目的地として設定
する	 ▶▶P.��

ハイウェイ、緯度・経度、マップコー
ド、郵便番号、SDメモリーカード
内の登録地点、スクエアビュー表
示施設から目的地を探す

	 ▶▶応-P.��
目的地を解除する

	 ▶▶応-P.10�

※	参照先ページ数の「応-」は「応用操作説明編」を表しています。
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早わかり一覧

音楽・映像を楽しみたいとき

ラジオを聴く
	 ▶▶応-P.1��

DVDビデオ／DVD-VR
を再生する
	 ▶▶応-P.1��

CD・MP3・WMA・AAC
を聴く
	 ▶▶応-P.�0�

本機に録音した曲を聴く	
	 ▶▶応-P.���

本機に取り込んだMP3・
WMA・AACを聴く
	 ▶▶応-P.���

ワンセグを観る
	 ▶▶応-P.1��

SDメモリーカードの曲を
聴く
	 ▶▶応-P.�0�

USBメモリーの曲を聴
く※

	 ▶▶応-P.���

iPodの曲を聴く／ iPod
のビデオを観る※

	 ▶▶応-P.���

接続したVTR機器を再生
する※

	 ▶▶応-P.���

※	 別売
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早わかり一覧

交通情報などを確認したいとき

QQコールのサービスを
開始する※3

	 ▶▶応-P.1��
昼画面と夜画面を切り替
える
	 ▶▶応-P.���
VICSの設定をする
	 ▶▶応-P.�0�

、
それぞれの道路情報を見る
	 ▶▶応-P.11�

※1	 別売のVICS光・電波ビーコンユニッ
トが必要です。

※2	 別売のETC車載器が必要です。
※3	 QQコールご入会の上、販売店でQQ

コール設定を行うとタッチできます。

FM	VICS情報を見る
	 ▶▶応-P.11�

ラジオの交通情報を聴く
	 ▶▶応-P.1��

本機のハードディスク情
報を見る
	 ▶▶応-P.1��
お車のメンテナンス情報
を設定する
	 ▶▶応-P.1��
ビーコンVICS情報を設定
する※1

	 ▶▶応-P.1�0
ETCの履歴などを確認
する※2

	 ▶▶応-P.1��

※	参照先ページ数の「応-」は「応用操作説明編」を表しています。
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早わかり一覧

ナビゲーションの設定を変更したいとき

画面表示を設定する
	 ▶▶応-P.��0

表示されるアイコンを設
定する
	 ▶▶応-P.���

走行した道のりの表示を
設定する
	 ▶▶応-P.���

案内表示を設定する
	 ▶▶応-P.���

ルート誘導を設定する	
� ▶▶応-P.�00

音声案内を設定する
	 ▶▶応-P.�0�

VICS情報を設定する
	 ▶▶応-P.�0�

ETCの設定をする
	 ▶▶応-P.�1�

その他の設定をする
	 ▶▶応-P.�10

使用しません。
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メニューマップ

メニューマップ
本機で操作できるメニューのすべてを、一覧で示しています。
使いたい機能を呼び出す方法がわからないときにお使いください。
※		参照先ページ数の「基-」は「基本操作ガイド編」、「応-」は「応用操作説明編」
を表しています。

ナビゲーションコントロールメニュー
NAVI
▼

ナビゲーション
コントロール
　メニュー

カスタム ▶▶応-P.�1�

周辺検索 ▶▶応-P.��

地点登録 ▶▶応-P.��

自宅 ▶▶基-P.��

ルート 再計算 ▶▶応-P.��

有料優先 ▶▶応-P.��

一般優先 ▶▶応-P.��

迂回計算 ▶▶応-P.��

複数計算 ▶▶応-P.��

計算条件 ▶▶応-P.��

ルート編集 ▶▶応-P.100

出発時刻指定 ▶▶応-P.10�

ルート確認 ▶▶応-P.10�

走行デモ ▶▶応-P.10�

目的地解除 ▶▶応-P.10�

経路情報 目的地表示 ▶▶応-P.10�

次の案内 ▶▶応-P.10�

渋滞情報 ▶▶応-P.10�

再音声 ▶▶応-P.10�

誘導情報 ▶▶応-P.110

誘導設定 ▶▶応-P.�00
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メニューマップ

目的地選択メニュー

目的地
▼

目的地を
探す
メニュー

電話番号 ▶▶応-P.��

住所 ▶▶応-P.��

施設名称 ▶▶応-P.��

ジャンル ▶▶応-P.��

登録リスト ▶▶応-P.��

周辺検索 お好み一括 ▶▶応-P.��

自車周辺 ▶▶応-P.��

目的地周辺 ▶▶応-P.��

駐車場ニアピン ▶▶応-P.��

ルートサイド ▶▶応-P.��

表示先周辺 ▶▶応-P.��

お好み最短 ▶▶応-P.��

検索アイコン消去 ▶▶応-P.�0

TV・雑誌 番組・雑誌名 ▶▶応-P.��

ジャンル ▶▶応-P.��

周辺検索 ▶▶応-P.��

履歴 ▶▶応-P.��

目的地解除 ▶▶応-P.10�

その他の方法 ハイウェイ ▶▶応-P.��

緯度・経度 ▶▶応-P.�1

郵便番号 ▶▶応-P.��

マップコード ▶▶応-P.��

メモリーカードから ▶▶応-P.��

スクエアビュー ▶▶応-P.��

自宅へ戻る ▶▶基-P.��
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メニューマップ

情報メニュー
MENU
▼

情報を見る
メニュー

FM	VICS ▶▶応-P.11�

交通情報 ▶▶応-P.1��

HDD情報 ▶▶応-P.1��

メンテナンス オイル関連 ▶▶応-P.1��

タイヤ関連 ▶▶応-P.1��

消耗品 ▶▶応-P.1��

点検・車検 ▶▶応-P.1��

販売店情報 ▶▶応-P.1��

初期化 ▶▶応-P.1��

ビーコン ▶▶応-P.1�0

ETC 履歴 ▶▶応-P.1��

最新利用履歴 ▶▶応-P.1��

精算 ▶▶応-P.1��

ETC設定 ▶▶応-P.�1�

セットアップ情報 ▶▶応-P.1��

QQコール ▶▶応-P.1��

昼画面 ▶▶応-P.���

VICS設定 ▶▶応-P.�0�

高速道交通情報 ▶▶応-P.11�

一般道交通情報 ▶▶応-P.11�
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メニューマップ

設定メニュー
MENU
▼

各種設定
メニュー

ナビ設定 画面 ▶▶応-P.��0

アイコン ▶▶応-P.���

軌跡設定 ▶▶応-P.���

VIEW設定 ▶▶応-P.���

誘導設定 ▶▶応-P.�00

音と音声 ▶▶応-P.�0�

VICS ▶▶応-P.�0�

その他 ▶▶応-P.�10

販売店

ETC ▶▶応-P.�1�

オーディオ設定 DOLBY ▶▶応-P.���

ホールシミュレーション ▶▶応-P.��1

グラフィックEQ ▶▶応-P.���

ポジション ▶▶応-P.���

P.EQ ▶▶応-P.���

2ch 再生 ▶▶応-P.���

高域補正 ▶▶応-P.���

BALANCE ▶▶応-P.���

スピーカー設定 ▶▶応-P.���

VIRTUAL	BASS ▶▶応-P.���

車速連動音量設定 ▶▶応-P.���

録音設定 ▶▶応-P.�1�

モニター設定 ▶▶応-P.���

メニュー設定 ▶▶応-P.���
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メニューマップ

設定メニュー（つづき）

MENU
▼

各種設定
メニュー

データ編集 アルバム情報 ▶▶応-P.���

カード内画像取込 ▶▶応-P.���

元画像フォルダ ▶▶応-P.���

オーディオ背景画像 ▶▶応-P.���

アルバム・登録
地点画像 ▶▶応-P.���

オープニング画面 ▶▶応-P.�00

登録地点 ▶▶応-P.�0�

メモリーカード
内の登録地編集 ▶▶応-P.�0�

TV・雑誌情報 ▶▶応-P.�0�

iPod 画面 ▶▶応-P.�0�

オープニング画面 ▶▶応-P.���

iPod 画面 ▶▶応-P.���

昼画面 ▶▶応-P.���
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メニューマップ

地点メニュー
地点を探す
▼

地点
メニュー

ここに行く ▶▶応-P.�0

複数計算 ▶▶応-P.��

計算条件 ▶▶応-P.��

地点登録 ▶▶応-P.��

登録地情報 ▶▶応-P.��

経由地追加 ▶▶応-P.101

位置調整 ▶▶応-P.10�

P（駐車場ニアピン）▶▶応-P.��

コード ▶▶応-P.��

画像を探すメニュー
目的地
▼

画像を探す
メニュー

HDD内画像 ▶▶応-P.1��

カード内画像 ▶▶応-P.1��


