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このたびは、Honda純正用品を
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき

大切に保管してください。

・ 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…
・ 本機に保存された個人情報を含む全てのデータ（登録リスト情報など）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。

※ 弊社は、登録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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本書の見かた
■ 本書の構成と分類
本書では、本機のさまざまな機能を、機能内容ごとに以下のように分類して説明しています。ま
た、分類された章は、ページの右端にあるインデックスと対応しています。

章 タイトル 説明内容の分類
1 基本操作 本機をお使いいただくときの基本となる操作についての説明
2 ナビゲーション ナビゲーション機能に関する情報と操作説明
3 オーディオ 音楽やラジオをお楽しみいただけるオーディオ機能に関する情報と操作説明
4 便利な機能 便利にお使いいただける機能に関する情報と操作説明
5 オプション オプションに関する情報と操作説明

6
知っておいて
ほしいこと

本機をお使いいただくときに、知っておいていただきたい情報や、困っ
たときの対処方法など

■ 本書の表記のしかた
本書で使用している表記と意味は以下のようになっています。

表記 意味

使いこなすために知っておいていただきたい情報

知っておくと便利な情報

守っていただきたいこと

［ ］ 画面に現れるタッチボタンの表示（例：［地点設定］が表示されます）

基
本
操
作

電源を入れる
電源を入れる

  エンジンスイッチを"I"または
"II"にする

 オ プ ング画面が表示されます

 現在地画面またはAVソ ス（音源）画面
を表示します

 暗証番号を設定しているとき
 暗証番号を設定しているときは 電源が

音量を調節する
オ ディオの音声を調節します
 案内音声の設定については 62ペ ジをご
覧ください

 画面に音量が表示されます

 音量表示は 定時間が経過すると消え
ます

時計表示について
映像（DVD TV VTR）表示中と画面表示をオ
フにしているとき（→P16）時刻を表示させな
くすることができます

時計表示

上げる下げる

VO

インデックス
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こんなことができます

場所を探す

住所
施設名称で探
話番号で探す
など

住所で探す
施設名称で探す
電話番号で探す
など

ルート案内をするルート案内をする
登
お気に入りの場所を
登録する

経由地を編集する

経由
由
経由地を追加・削除する
経由順を変更する

外部機器の映像を見る /
音を聞く
外部機器の映像を見る /
音を聞く

ポータ
音楽を
ポータブル機器の
音楽を聞く

ラジオを聞く

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
能

オ
ー
デ
ィ
オ
機
能

ディスクを再生する
(VXM-090CV のみ )
ディスクを再生する
（VXM-090CVのみ）

音楽CD
DVDビデ
MP
W

音楽CD
DVDビデオ
MP3、WMA、AAC、
WAVファイル

12

6
39 時計の時刻設定は、GPS電波を利用して自動で調節されます。
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オプション

iPod 接続コードで……iPod 接続コードで……iPod 接続コードで……

iPod の曲を再生するiPod の曲を再生する

ハンズフリー通話をするハンズフリー通話をする

Bluetooth 対応の携帯電話とBluetooth 対応の携帯電話と
Bluetooth 拡張ユニットで……Bluetooth 拡張ユニットで……
Bluetooth 対応の携帯電話と
Bluetooth 拡張ユニットで……

※Bluetooth 非対応の携帯
電話ではご利用になれません。

後方の映像を見る後方の映像を見る

リアカメラシステムで……リアカメラシステムで……リアカメラシステムで……

ETC

ETCナビ連動情報を表示するETCナビ連動情報を表示する

ナビ連動ETC車載起で…ナビ連動ETC 載起で…ナビ連動ETC車載器で…

FM VICS情報を表示するFM VICS情報を表示する

FM VICS拡張ユニットで…FM VICS拡張ユニットで…FM VICS拡張ユニットで…

ワンセグTVを見るワンセグTVを見る

ワンセグ拡張ユニットで……ワンセグ拡張ユニットで……
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安全にお使いになるために

 警告

 危険

 警告

絵表示について

指示に従わないと、
死亡または重大な
障害に至る可能性
があるもの

指示に従わないと、
死亡または重大な
障害に至るもの

 注意 指示に従わないと、
障害を受ける可能
性があるもの

注意・警告が必要な事項

禁止されている事項

実行していただきたい事項

分解しない

水にぬらさないよう注意する

● 本ナビゲーションシステムの操作をするときは、車庫や屋内など、換気の良く
ない場所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、一酸化炭素中毒の原因となります。
● 運転者は、走行中に操作しない。
 事故の原因となります。操作するときは、車を安全な場所に停車してから操作
してください。

● 運転者は、走行中に画面を注視しない。
 事故の原因となります。
● 音が出ないなどの故障や異常のままで使用しない。
 万一、故障や異常（異物が入った・水がかかった・煙が出る・変な匂いがするな
ど）が起こったら、すぐに使用を中止し、必ずお買い求めの販売店にご相談くだ
さい。そのまま使用すると、事故・火災・感電の原因となります。

● 本機を分解したり、改造しない。
 事故・火災・感電・故障の原因となります。

● 安全に関する表示
 「運転者や他の人が障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。
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● 本ナビゲーションシステムを車載用以外に使用しない。
 感電やけがの原因となることがあります。
● ディスク挿入口に異物を入れない。（VXM-090CVのみ）
 火災や感電・故障の原因となることがあります。
● ディスク挿入口に手や指を入れない。（VXM-090CVのみ）
 けがの原因となることがあります。

● 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する。
 車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

● 運転者がテレビやビデオなどを見るときは、必ず車を安全な場所に停車する。

● 車内に飲みかけのパック飲料などを放置しない。
 カップホルダーの取り付け位置によっては、こぼれた飲料が本ナビゲーション
システムの内部に入り発煙や発火・故障の原因となります。

 注意
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・ 結露について
 次のような場合、本ナビゲーションシステム
の表示部およびレンズなどが結露してくも
りの発生やディスクが正常に再生できない
ことがあります。
・ 夏期：車内が高温になった後でエアコン
（冷房）の風が本ナビゲーションの表示部
に直接あたるとき

・ 冬期：車内が低温になった後でエアコン
（暖房）を入れた直後

・ 湿気が多いとき
 ＜表示部の結露によるくもりが出たとき＞
 エアコンの風が表示部に当たらないように
風向きを調節してください。１時間程度で結
露によるくもりは自然にとれます。
 ＜ディスクの再生ができないとき＞
 電源を入れたまま約１～２時間待ってから
お使いください。

ナビゲーションについて
・ 次のときは、必ず、実際の交通規制に従って
走行してください。
• 目的地や自宅などへの案内は、道路の状況
（規制や工事など）によって、実際の交通状
況に合わない案内をする場合があります。

・ 本ナビゲーションシステムに表示される
地図は、実際の道路の規制などと異なる
場合があります。

・ ルート案内で表示されるルートは推奨ルー
トです。必ず最適なルートになるとは限りま
せん。

・ 初めてご使用になるとき、または長期間ご使
用にならなかったときは、現在地の位置が正
しく表示されない場合があります。しばらく
するとGPSの測位により正しく表示される
ようになります。

・ 走行中は、安全のため、一部を除く細街路※1

は表示されません。ただし、以下の場合は走
行中も細街路が表示されます。
・ 細街路を走行中の現在地画面
・ スクロール画面
・ マップマッチングしていないとき
※1 細街路とは、道幅5.5m未満の道路のこと

をいいます。

使用上のご注意
・ バッテリーの過放電を防ぐため、エンジン停
止中やアイドリング中は、大きな音量で長時
間使用しないでください。

・ 交通安全のため、走行中には操作できない機
能があります。このようなときは、安全な場
所に停車してから操作を行なってください。

・ 安全運転のために…
・ 運転中は車外の音が聞こえる程度の音量
に調節してお使いください。

・ ステレオの音量は、お客様の心がけ次第
で大きくも小さくもなります。お互いに
心を配り、快い生活環境を守りましょう。

・ 車内の温度は…
 真夏の炎天下や冬期低温下で長時間駐車し
たあとに、ディスクを使用するときは、車内
が常温に近くなるまでお待ちください。

・ 画面について
• ディスプレイ部に強い衝撃を加えないで
ください。

 故障の原因になります。
・ 極端に高温または低温になると、表示の
動きが遅くなったり、暗くなったりする
ことがあります。これは液晶画面の特性
によるもので故障ではありません。車内
が常温に戻れば回復します。

• 画面に直射日光が当たらないようにして
ください。

 直射日光が当たる状態で長時間使用すると高
温になり、画面が故障する原因となります。

• 画面に小さな点がでることがあります。
これは液晶画面特有の現象で故障ではあ
りません。

・ 海外での使用は…
 本ナビゲーションシステムは日本国内専用
です。海外では使用できません。

・ 携帯電話を使用する場合は…
 安全運転のため、走行中に電話を受けるとき
は、周囲の安全に十分注意してください。
 できるだけ手短かに済ませる、または安全な
場所に停車してください。 走行中に電話を
かける操作は行わないでください。
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映像の再生について
テレビ・DVD・外部機器などの映像は、安全上
の配慮から、走行中は映像は映らず音声だけが
聞こえます。
・ 映像をご覧になるときは、停車禁止区域以外
の安全な場所に停車してください。

・ エンジンが停止している状態で使用してい
ると、バッテリーの充電状態によっては、エ
ンジンの始動ができなくなることがありま
す。ご注意ください。

本体のお手入れ
本体のお手入れをする際には、以下のことにご
注意ください。
・ 本体をお手入れするときには、やわらかい乾
いた布で軽くふいてください。
 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を
やわらかい布にごく微量つけて軽くふきと
り、乾いた布で仕上げてください。機器のす
きまに液体が入ると、故障の原因となります
のでご注意ください。
※ ベンジンやシンナー、自動車用クリーナー
などは、変質したり、塗料がはげる原因と
なりますので、使わないでください。また、
ゴムやビニール製品を長期間接触させて
おくと、シミのつくことがあります。

・ 液晶表示部は、ホコリがつきやすいので、と
きどきやわらかい布でふいてください。

TVアンテナのお手入れ
・ フロントウィンドウ（室内側）をお手入れす
る際は、アンテナをやわらかい布で優しく拭
き取るようにしてください。汚れのひどいと
きは、水に薄めた中性洗剤に浸した布を堅く
しぼり、軽く拭いてください。
 アルコール、シンナー、ベンジンなどはご使
用にならないでください。

・ 一度貼り付けたアンテナは、はがさないよう
にしてください。機能が損なわれます。

その他
• 静電気・ノイズ・振動などの原因で、お客様が
本ナビゲーションシステムに記録された情
報が消失する場合があります。お客様が本ナ
ビゲーションシステムに記録された情報の
内容は、別にメモをとるなどして保管するこ
とをお勧めします。

・ 次のような場合は、保証はいたしかねますの
で、あらかじめご了承ください。
① 本ナビゲーションシステムの故障、誤作
動、または不具合等により、あるいは本ナ
ビゲーションシステムが電気的なノイズ
の影響等を受けたことにより、お客様が
本ナビゲーションシステムに記録された
情報内容等が変化・消失した場合。

② お客様または第三者が本ナビゲーション
システムの使用を誤ったことにより、お
客様が本ナビゲーションシステムに記録
された情報内容等が変化・消失した場合。

③ 本ナビゲーションシステムの故障・修理
に際し、お客様が本ナビゲーションシス
テムに記録された情報内容等が変化・消
失した場合。

※ なお、本ナビゲーションシステムを装着、
もしくはご使用されたときは、上記の内
容を承認されたものとみなさせていただ
きます。
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 暗証番号記入欄
 暗証番号を設定したとき（「暗証番号を設定する」→P98）は、暗証
番号をお忘れにならないよう、ここに記入しておいてください。
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画面
OFF

MENU OURC

VOL

AUX

｜◀◀ ｜◀◀

pus

現在地

目的地

画面
O F

MENU SOURCE

VOL

AUX

｜◀◀ ｜◀◀

push

現在地

目的地

画面（タッチパネル） 画面（タッチパネル）

VXM-090CV VXM-090

各部の名称
フロントパネル

画面
OFF

MENU SOURCE

VOL

AUX

｜◀◀ ｜◀◀

push

現在地

目的地

［現在地］ボタン
現在地の地図画面を表示させます。

ディスク挿入口（VXM-090CVのみ）

［目的地］ボタン
目的地検索画面を呼び出します。

［SOURCE］ボタン
ソース（音源）を切り換えます。

［MENU］ボタン
メニュー画面を呼び出します。

［VOL］ノブ、［push ］/［画面OFF］ボタン
画面表示のオン/オフや、音量の調節をします。

［ / ］ボタン
ラジオの放送局や曲を切り換えます。

AUX端子
ポータブル機器などを接続します。

iPod端子※1

お買い求めの販売店で使用します。
開けないでください。

マイク※2

※1 オプションのiPod接続コードでiPodを接続するときに使います。
※2 オプションのBluetooth拡張ユニットを追加して、ハンズフリー通話をするときに使います。
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基
本
操
作

電源を入れる
電源を入れる

  エンジンスイッチを"I"または
"II"にする

 オープニング画面が表示されます。

 現在地画面またはAVソース（音源）画面
を表示します。

 暗証番号を設定しているとき
 暗証番号を設定しているときは、電源が
オンになるとオープニング画面のあと、
暗証番号入力画面が表示されます。（「暗
証番号を設定する」→P98）
 

 
・ 暗証番号を設定しているときは、設定し
た番号を入力しないと、次へ進めません。

・ エンジンを切ると電源も切れます。

・ 電源を入れて「拡張検索データが読め
ません。販売店にご相談ください。」と
表示されたときは、お買い求めの販売
店にご相談ください。

音量を調節する
オーディオの音量を調節します。
・ 案内音声の設定については、62ページをご
覧ください。

 画面に音量が表示されます。

・ 音量表示は一定時間が経過すると消え
ます。

時計表示について
映像（DVD、1Seg、VTR）表示中と画面表示を
オフにしているとき（→P16）、時刻を表示さ
せなくすることができます。

 時計表示

 時計非表示

・ 設定の変更方法は、61ページをご覧
ください。お買い上げ時は、時計は表示
される設定になっています。

上げる下げる

画面
OFF

VOL

push
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■ 設定メニュー画面
 画面、地図表示など、設定の操作を行いま
す。

■ 情報メニュー画面
 GPS情報やバージョン情報などの情報を
表示させることができます。

共通のメニュー

ナビゲーション機能、オーディオ機能共通のメニューです。

目的地検索画面

場所を探す機能を呼び出します。

AVメニュー

オーディオ機能を使うときに、ソース（音源）を切り換えます。
（VXM-090CV） （VXM-090）

おもな画面について
NAVIメニュー

ナビゲーション機能を使うときのメニューで
す。おもに、ルート案内に関する操作を行いま
す。
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基
本
操
作

ヘルプ画面

画面右上の にタッチすると、そのメニューや
画面の説明を読むことができます。

例：NAVIメニューのヘルプを見る

・ 選択できない機能や項目は、グレーや他
の色で表示されます。

・ 複数のページがあるときは、
にタッチしてページを切り換えます。

・ 前の画面に戻るときは、 にタッチし
ます。

ヘルプ画面を閉じます。

表示中のページ/総ページ数
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画面の切り換えかた

現在地の地図画面
が表示されます。

目的地検索画面が表示
されます（→P27）。

現在地

画面
OFF

MENU SOURC

VOL

AU

｜◀◀ ｜◀◀

push

現在地

目的地

現在地ボタン

MENUボタン

SOURCEボタン

画面表示のオン/オフ

目的地ボタン

目的地

画面表示のオン/オフ

VOL

push

VOL

push

案内音声やオーディオ
機能の音声は聞こえま
す。

1秒以上長押し

              



17

基
本
操
作

AVメニュー

NAVIメニュー

AVソース（音源）画面

簡易AV画面

MENU

または または

・ 地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンを押します。

簡易AV画面

MENU

MENU MENU

SOURCE
※2※1

※1 くり返し押すとソース（音源）が切り換わります。
※2 ソース（音源）がラジオ、DISC(CD)または
AUXのときは、 にタッチします。
 ソース（音源）が映像（DVD、1Seg、VTR）の
ときは、再生映像に切り換わります。（走行中
は、安全のため、映像に切り換わりません。）
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