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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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本書の構成

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
編

地図の見かたと操作

Ａ　
　

Ｖ　
　

編

FILE RACK を聴く
地図画面の操作方法、表示内容を説明
します。

FILE RACKの操作方法を説明します。

目的地を探す USB メモリーのオーディオを聴く
目的地をいろいろな方法で探します。 本機にUSBメモリーを接続した場合

の操作方法を説明します。

ルートの設定と誘導 iPod を聴く／観る
目的地までのルート設定や条件、誘導
時の便利な機能などを説明します。

本機にiPodを接続した場合の操作方
法を説明します。

情報を利用する
設　
　

定　
　

編

各種設定
渋滞を避けるために役立つVICS情報
などの利用のしかたについて説明しま
す。

ナビゲーションや音質の設定について
説明します。

Ａ　
　

Ｖ　
　

編

ラジオを聴く 製品を廃棄・譲渡・転売するときは
ラジオの操作方法を説明します。 本機を譲渡や廃棄などで手放す場合の

ご注意について説明します。

地上デジタル放送のテレビを観る 便
利
な
機
能
編

便利な機能（アクセサリー）の使いかた
テレビの操作方法を説明します。 さまざまなアクセサリー機器の使いか

たについて説明します。

DVD を観る 困
っ
た
と
き
に

困ったときに
DVDビデオ／ DVD-VRの操作方法を
説明します。

操作方法などに困ったときにご利用く
ださい。

CD・MP3・WMA・AAC を聴く
付　

録

付　録
CD・MP3・WMA・AACの操作方法
を説明します。

参考となる資料について説明します。

MUSIC RACK を聴く
MUSIC RACK・マイアルバムの操作
方法を説明します。
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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
こ の『 応 用 操 作 説 明 編 』 は、 本 機 を さ ら に 使 い こ な す た め の も の で す。
VXH-092CVの全ての機能を、機能の内容ごとに説明しています。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。

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
ジ番号を示し
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。
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目次
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現在地を表示する ����������������� 18
地図を動かす（スクロール） ������������ 19

スクロール時の地図表示 ������������ 20
地図を縮小、拡大する ��������������� 21
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地図表示の種類 ���������������� 25
ルート誘導中の地図表示 �������������� 34

交差点の手前で出る表示 ������������ 35
交差点表示 ������������������ 36

VICS情報画面 ������������������� 38
VICS情報が表示された地図画面 �������� 38

地図凡例一覧 ������������������� 40
地図ランドマーク一覧 ��������������� 42

目的地を探す������������������ ��
目的地を探すには ����������������� 46
電話番号から探す ����������������� 48
住所から探す ������������������� 49

地名を入力して探す �������������� 51
施設の名前から探す ���������������� 52
ジャンルから探す ����������������� 53

キーワードを入力して探す ����������� 54
よく行く場所を目的地にする ������������ 55

よく行く場所をナビに登録する ��������� 55
登録リストから探す �������������� 57
登録リストを編集する ������������� 58

周辺の施設を探す ����������������� 62
よく使うジャンルの施設を一括検索する ����� 63
現在地・目的地・地図表示位置の周辺から探す �� 66
目的地周辺の駐車場を探す（駐車場ニアピン） �� 67
別の駐車場を探す（駐車場リレー検索） ����� 68
ルート沿いの施設を探す ������������ 69

TV・雑誌の情報から探す �������������� 71
TV番組・雑誌の名前から探す ��������� 72
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周辺から探す ����������������� 74

履歴から探す ������������������� 75
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SDメモリーカードに登録した地点から探す ��� 84
スクエアビューから探す ������������ 85

こんな画面が表示されたら ������������� 86
検索結果画面表示について ����������� 86
施設情報について ��������������� 87
マップクリップを利用する ����������� 88
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目的地を設定したら� ��������������� 90
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迂回したい場所を設定する ����������� 94
複数のルートを比べる ������������� 95
ルートの優先路・計算条件を変える ������� 97
設定したルートを編集する ���������� 100
出発時刻ごとのルートを表示する ������� 104
ルートを確認する �������������� 105
設定したルート上をデモ走行する ������� 106
設定したルートを削除する ���������� 106

ルート上の情報を表示する ������������ 107
目的地の地図を表示する ����������� 108
次の案内地点を確認する ����������� 108
ルート上の渋滞を確認する ���������� 109
音声案内をもう一度聞く ����������� 109
ルート上の情報を確認する ���������� 110

情報を利用する�����������������111
情報を見るには ����������������� 112
FM VICS情報を利用する ������������� 113

VICS情報について ������������� 113
FM VICS情報を見る ������������ 115
FM VICS情報の種類 ������������ 117
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ビーコン情報について ������������ 118
ビーコンVICS情報を見る ���������� 120
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ラジオの交通情報を受信する ����������� 123
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お知らせ設定をする ������������� 126
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QQコールとは ��������������� 141
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受信エリアを切り替える ����������� 153

背景を設定する ����������������� 154
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MUSIC RACKとは ��������������� 214
MUSIC RACKに録音する ������������ 215

録音する前に必ずお読みください ������� 215
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